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掲載商品の見方 - 安心の原材料と産地表記 -

お客様が安心して商品をお選びいただけるよう、カタログに
様々な情報を掲載しています。特に、原材料と産地は、国内産商品
や特定産地商品をお探しのお客様に大変喜ばれております。

有機JASマーク

新商品

オーサワオリジナル商品

売れ筋商品 メーカー直送品

クール便配送品

※文字が茶色の表示箇所は、砂糖類
または動物性食品（小魚等）です。

特長

開封前賞味期間

原材料
「、」は原材料の区別、
「・」は「、」の間の並記です。

区別

説明

6050

6051

750g 12¥1,188 (1,100) ●入数

3.6kg 2¥4,785 (4,431) ●入数

（カップ）

6050

国内産有機米・大豆使用
風味よく甘みがあり、クセがない
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　■甘口
■味噌だれにも　■淡赤茶色
■塩分約11.2%

冷暗所で6ヶ月
有機米(秋田産)､有機大豆(岩手･青森産)､食塩（オー
ストラリア産）

有機立科米みそ
商品番号 商品名

形状

1箱（袋）に入っている
商品数です。箱単位で
ご購入の場合は参考に
してください。
※ボール入数の記載が
あるものは、そのまま
ディスプレイ等にご利用
いただけます。

入数

価格
内容量
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冷蔵品

味噌
醤油
油
塩
梅酢・酢
だし・ブイヨン類
ソース･ケチャップ･ドレッシング
その他調味料
甘味料
ジャム・ペースト
玄米・穀類
穀類加工品
小麦粉
その他粉類
麺・パスタ類
パン類
シリアル類
豆類
ごま・えごま類
ごま塩・ふりかけ
梅干し・梅加工品
漬物
佃煮
植物たんぱく食品
乾物
海藻類
その他海産物
惣菜
レトルトカレー･シチュー
パスタソース
その他加工品
みそ汁・スープ類
入門食品
ドライフルーツ･ナッツ
お菓子
キャンディ
チョコレート
甘酒
豆乳・代替乳
飲料（ミネラルウォーター）
飲料（茶類）
飲料（野菜・果実類）
飲料（その他）
コーヒー・紅茶･ココア類
穀物コーヒー
茶類
健康茶
健康食品
冷蔵品
鍋・圧力鍋
調理器具
浄水器
その他器具類
雑貨
防虫・蚊よけ対策
洗剤･洗浄･防カビ用品
洗剤 ソープ（エコベールシリーズ）
ヘルスケア
入浴関連商品
ヘアーケア
デンタルケア
シジュウム製品（OSシリーズ）
化粧品
化粧品（リマナチュラルシリーズ）

2
4
6
9

12
13
15
16
21
24
25
30
35
36
40
45
46
47
49
51
53
56
59
59
61
64
69
70
71
72
73
76
77
78
81
92
94
96
97
99

100
101
106
107
110
110
114
118
126
131
134
135
135
136
137
138
142
143
146
148
151
152
152
156

味噌
味噌 2

醤油
醤油 4

塩
塩
海水にがり

9
10

梅酢・酢
梅酢
玄米酢
アップルビネガー
ワインビネガー
バルサミコ酢

12
12
13
13
13

だし・ブイヨン類
つゆ
だし
ブイヨン

13
13
14

ソース･ケチャップ･ドレッシング
マヨネーズ風調味料
ケチャップ
ソース　
ドレッシング

15
15
15
16

レモン果汁
ぽん酢
料理酒
みりん
塩こうじ
わさび
からし・マスタード
ラー油
キムチの素
カレールウ・粉
中華の素シリーズ

16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
20

その他調味料

メープルシロップ
アガベシロップ
米飴
黒糖・粗糖
はちみつ

21
21
22
22
23

甘味料

玄米・穀類
玄米
発芽玄米
白米
黒米・赤米
雑穀
麻の実

25
26
27
27
27
30

小麦粉
全粒粉
小麦粉
グルテン粉

35
35
36

麺・パスタ類
やきそば・ラーメン
そば
うどん
ひやむぎ・そうめん
スパゲッティ
グルテンフリー麺
玄米麺

40
41
41
42
43
44
44

シリアル類
シリアル 46

ごま・えごま類
ねりごま
ごま

49
50

梅干し・梅加工品
梅干し
ねり梅
梅醤
梅エキス

53
54
54
55

漬物
漬物
紅しょうが
ぬか漬けの素
浅漬けの素

56
57
58
58

ごま塩・ふりかけ
ごま塩
鉄火みそ
ふりかけ

51
51
52

その他粉類
天然酵母
玄米粉
そば粉
きな粉
パンケーキミックス
お好み焼き粉
葛粉
片栗粉
わらび粉
てんぷら粉
よもぎ粉末
野菜粉末

36
36
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39

穀類加工品
こうじ
玄米粥
玄米クリーム
玄米ごはん
玄米もち

30
31
31
33
34

豆類
小豆
大豆
黒豆

47
47
48

佃煮
佃煮
なめ茸

59
59

植物たんぱく食品
大豆ミート
テンペ
おからこんにゃく
セイタン

59
60
60
60

乾物
車麸
高野豆腐
しいたけ
きくらげ
乾燥野菜
金針菜
はるさめ
乾燥しらたき
葛きり
ゆば
鷹の爪
にんにく

61
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64

海藻類
寒天
あらめ
ひじき
わかめ
海藻ミックス
昆布
めかぶ
ふのり
のり
青のり
もずく

64
64
64
65
65
66
67
67
68
69
69

その他海産物
おかか
貝類
小魚

69
69
69

パスタソース
パスタソース 72

その他加工品
ごはんの素
トマト加工品
オリーブ
胡麻豆腐
こんにゃく
豆の水煮
たけのこの水煮

73
74
74
74
74
75
75

みそ汁・スープ類
スープ
みそ汁

76
77

レトルトカレー･シチュー
レトルトカレー
キッズシリーズ

71
72

※当カタログに掲載されている商品の価格・
内容量・包装・仕様等は予告なく変更する
場合がございます。

※商品の価格は2017年9月現在のものです。

ドライフルーツ･ナッツ
ドライフルーツ
ナッツ
アーモンド
ココナッツパウダー
チアシード

78
79
80
81
81

入門食品
入門食品 77

キャンディ
飴 92

チョコレート
チョコレート 94

甘酒
甘酒 96

飲料（ミネラルウォーター）
ミネラルウォーター 99

飲料（茶類）
茶類（ペットボトル）100

飲料（野菜・果実類）
ジュース
青汁（缶・ペットボトル）

101
105

豆乳・代替乳
豆乳
ライスドリンク
ココナッツミルク

97
97
99

飲料（その他）
サイダー
スポーツドリンク
ゆず茶
くず湯

106
106
106
106

浄水器
浄水器 135

その他器具類
空気清浄機
フィットアンポ

135
135

防虫・蚊よけ対策
虫よけ
防虫剤
防虫スプレー

137
137
137

洗剤・ソープ（エコベールシリーズ）
エコベール 142

ヘルスケア
里芋粉
消臭スプレー
生理用品

143
143
144

洗剤･洗浄･防カビ用品
マザータッチ
重曹
クエン酸
セスキ炭酸ソーダ
ハッピーエレファント

138
140
140
140
141

雑貨
オリジナルバッグ
花粉カットスプレー

136
136

デンタルケア
なすの黒焼
ハミガキ
マウスウォッシュ

151
151
151

シジュウム製品（OSシリーズ）
OSシジュウムシリーズ 152

化粧品（リマナチュラルシリーズ）
基礎化粧品
メイクアップ化粧品

156
158

化粧品
アマサーラシリーズ
ハンガリアンシリーズ
ハーティハートシリーズ
ネロリジェイシリーズ
モリンガシリーズ
オーガニックバーム

153
153
153
154
154
155

ヘアーケア
シャンプー・リンス
スタイリングフォーム
ヘナ

148
149
150

穀物コーヒー
穀物コーヒー 110

健康茶
サラシア茶
玄米珈琲
たんぽぽコーヒー
ローズヒップ
柿の葉茶
どくだみ茶
スギナ茶
べにふうき茶
びわの葉茶
なた豆茶
韃靼そば茶
ごぼう茶
マテ茶
ルイボス茶

114
114
115
115
115
115
115
116
116
116
116
116
117
117

調理器具
炊飯器・精米機
ラジエントヒーター

134
134

鍋・圧力鍋
味鍋プレミアム
カムカム鍋Ⅱ
マスタークック
圧力鍋

131
131
132
133

生ラーメン
卵のようなとろゆば
プリン

126
128
130

冷蔵品

入浴関連商品
大根干葉湯の素
入浴剤
木酢液
石けん
ボディーソープ

146
146
146
147
147

油
ごま油
なたね油
オリーブオイル
ココナッツオイル
えごま油
麻の実油
フラックスオイル

6
6
7
7
8
8
8

ジャム
なつめエキス
プルーンエキス

24
24
24

ジャム・ペースト

パン類
蒸しパン
ライ麦パン

45
45

惣菜
あずきかぼちゃ
惣菜
おでん
ハンバーグ

70
70
70
71

お菓子
フルーツバー
クッキー
ボウロ
パイ
ふがし
プレッツェル
かりんとう
せんべい
ポンセン
炒玄米
ポテトチップス
おやつ昆布
豆菓子
甘栗
干し芋
ようかん
ゼリー

81
82
84
84
85
85
85
85
87
87
88
89
89
90
90
91
92

コーヒー・紅茶･ココア類
コーヒー
紅茶
ココア
キャロブパウダー

107
108
109
109

茶類
はと麦茶
麦茶
黒豆茶
昆布茶
烏龍茶
玄米茶
薪火晩茶
三年番茶
煎茶
抹茶

110
110
111
111
111
111
112
112
113
113

健康食品
ラクティス
本葛の精
青汁
れんこん湯エキス
コーレン
ヤンノー
浄身粉
コンドロイチン
コラーゲン
グルコサミン
プロポリス
マヌカハニー
バランスα
すぎ・ひのきドリンク
黒酵母発酵液
田七人参
ウコン
黒にんにく

118
118
119
120
120
120
121
120
122
122
122
123
123
123
124
125
125
125
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0025

三河産大豆使用
凝縮されたコクと旨み
■天然醸造法
■酒精不使用
■2夏2冬以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■中辛口
■濃茶色
■塩分約11.4%

常温で9ヶ月
大豆（三河産）､食塩（シママース）

三河産大豆使用 八丁味噌

300g ¥604 (560) 8●入数

0013

有機大豆使用
凝縮されたコクと旨み
■天然醸造法
■酒精不使用
■2夏2冬以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■中辛口
■濃茶色
■塩分約10.8%

常温で9ヶ月
有機大豆（中国・カナダ・アメリカ産）､食塩（シママース）

有機 八丁味噌

300g ¥648 (600) 6●入数

6050 750g 12¥1,188 (1,100) ●入数（カップ）
6051 3.6kg 2¥4,785 (4,431) ●入数（箱入り）

国内産有機米・大豆使用
風味よく甘みがあり、クセがない
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　■甘口
■味噌だれにも　■淡赤茶色
■塩分約11.2%

冷暗所で6ヶ月
有機米（秋田産）､有機大豆（岩手･青森産）､食塩（オーストラリア産）

有機立科米みそ

6050

国内産有機大豆使用
2夏以上熟成させた濃厚な旨みのある味噌
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■2夏以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　■中辛口
■他の味噌と合わせても
■赤茶色　■塩分約12.6%

冷暗所で6ヶ月
有機大豆（岩手･青森産）､食塩（オーストラリア産）

有機立科豆みそ

6056 750g 12¥1,080 (1,000) ●入数（カップ）
6057 3.6kg 2¥4,428 (4,100) ●入数（箱入り）

6056

国内産有機大麦・大豆使用
麦の風味・甘みがいきている

国内産大麦・大豆使用
麦の風味・甘みがいきている
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　
■甘口　■味噌だれにも
■淡赤茶色
■塩分約10.8%

■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　■甘口
■味噌だれにも　■淡赤茶色　
■塩分約10.8%

冷暗所で6ヶ月 冷暗所で6ヶ月
有機大麦（岩手産）､有機大豆（岩手･青森産）､食塩（オーストラリア産） 大麦（滋賀・岡山・佐賀産）、大豆（秋田産）､食塩（オーストラリア産）

有機立科麦みそ 国内産立科麦みそ

6052 750g 12¥1,144 (1,060) ●入数（カップ） 6054 750g 12¥799 (740) ●入数（カップ）
6053 3.6kg 2¥4,785 (4,431) ●入数（箱入り） 6055 3.6kg 2¥3,240 (3,000) ●入数（箱入り）

6052
6054

国内産米・麦・大豆使用　
米味噌と麦味噌をブレンド　甘みがあり味わい深い
■天然醸造法　■酒精不使用　
■本場信州産　■米味噌5：麦味噌5　
■1年以上長期熟成　
■生味噌（非加熱）　
■甘口　■淡赤茶色　
■塩分約11%

冷暗所で6ヶ月
麦みそ［大麦・大豆（国内産）､食塩（オーストラリア産）］､米みそ［米・大豆（国内産）､食塩

（オーストラリア産）］

国内産立科あわせみそ

0021 470g 6¥680 (630) ●入数（カップ）
6058 750g 12¥842 (780) ●入数（カップ）

6058

国内産有機玄米･大豆使用
風味よく、旨みと甘みがある　粒が残って味わい深い
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産　■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　■甘口
■味噌だれにも　■濃赤茶色
■塩分約10.9%

冷暗所で6ヶ月
有機玄米（秋田産）､有機大豆（岩手･青森産）､食塩（オーストラリア産）

有機立科玄米みそ

6059 750g 12¥1,296 (1,200) ●入数（カップ）
6060 3.6kg 2¥5,292 (4,900) ●入数（箱入り）

6059

国内産有機大豆・米使用　西京系白味噌　
塩分濃度が低く自然な甘みと旨み有機白みそ（冷蔵）7715 500g 20¥712

(660)
有機米（島根・北海道産）、有機大豆（島根産）、
食塩（天海の塩）、こうじ菌（京都産）

冷蔵で
5ヶ月詳細▶P127

6063 300g 24¥658 (610) ●入数（カップ） 6064 300g 24¥626 (580) ●入数（カップ）

6065 300g 24¥604 (560) ●入数（カップ）

6066 300g 24¥453 (420) ●入数（袋）

6067

国内産米・大豆使用　
もろみのような味わい
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産
■3年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■甘口　■味噌だれにも
■濃茶色　■塩分約11.6%

冷暗所で1年
大豆（北海道産）、米（長野産）、食塩（オーストラリア産）

300g
■数量限定品

24¥475 (440) ●入数

国内産立科三年みそ（米）

6068

国内産大麦・大豆使用　
熟成された深い風味と甘み
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産
■3年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■甘口　■味噌だれにも
■濃茶色　■塩分約10.9%

冷暗所で1年
大麦（滋賀・岡山・佐賀産）、大豆（秋田産）、食塩（オーストラリア産）

300g
■数量限定品

24¥475 (440) ●入数

国内産立科三年みそ（麦）

6069

国内産玄米・大豆使用　
熟成された旨みと甘み
■天然醸造法　■酒精不使用
■本場信州産
■3年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■甘口　■味噌だれにも
■濃茶色　■塩分約10.8%

冷暗所で1年
玄米（長野産）、大豆（北海道産）、食塩（オーストラリア産）

300g
■数量限定品

24¥496 (460) ●入数

国内産立科三年みそ（玄米）

0026

国内産大豆・米使用　信州系白味噌
甘い香りとやわらかな味わい
■天然醸造法　■酒精不使用
■信州安曇野大豆と
上質な米糀を12割も使用
■約半年熟成
■生味噌（非加熱）
■冷汁や粕汁にも
■淡色白色　
■塩分約11.6%

冷暗所で6ヶ月
大豆（長野産）､米（国内産）､食塩（五島灘の塩）

信州白みそ（十二割糀 木桶仕込み）

750g 6¥1,080 (1,000) ●入数

0036

国内産有機大豆・玄米使用　
風味よく甘みがある
■天然醸造法　■酒精不使用
■神泉水・伝統海塩「海の精」使用
■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■甘口
■淡赤茶色
■塩分約11%

常温で8ヶ月
有機大豆（秋田・青森産）、有機米（埼玉産）、食塩（海の精）

海の精 国産有機 玄米味噌

1kg 10¥1,566 (1,450) ●入数

0035

国内産有機大麦・大豆使用　
麦独特の風味
■天然醸造法　■酒精不使用
■神泉水・伝統海塩「海の精」使用
■1年以上長期熟成
■生味噌（非加熱）
■中辛口
■淡赤茶色
■塩分約10.5%

常温で8ヶ月
有機大豆（秋田・青森産）、有機大麦（宮城・岩手産）、食塩（海の精）

海の精 国産有機 麦味噌

1kg 10¥1,468 (1,360) ●入数

国内産原料100%使用
濃厚な旨みがある
■天然醸造法　■酒精不使用
■神泉水・伝統海塩「海の精」使用
■2夏以上長期熟成
■生味噌（非加熱）　
■中辛口
■他の味噌と合わせて合わせ味噌にも
■赤茶色　
■塩分約10%

冷暗所で6ヶ月
大豆（秋田産）､食塩（海の精）

海の精 食養豆みそ

1kg 10¥1,501 (1,390) ●入数

0024
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0043 0042

国内産特別栽培大豆・小麦使用
コクがあり深みのある味わい
■天然醸造法
■神泉水使用
■木桶で2夏以上長期熟成
■仕込水の一部にしょうゆをつかった再仕込み風
■酒精不使用
■塩分約16.9%

冷暗所で1年
特別栽培大豆（秋田産）､特別栽培小麦（埼玉･北海道産）､食塩（天塩）

本造りしょうゆ

0043 1L 12¥1,209 (1,120) ●入数

0042 1.8L 6¥2,019 (1,870) ●入数

0049 0048

国内産大豆・小麦使用
上品でまろやかな味
■天然醸造法　■1年以上長期熟成
■やや甘口で煮物によく合う
■酒精不使用
■塩分約16.3%

冷暗所で1年
小麦（長野産）､大豆（秋田･長野産）､食塩（オーストラリア産）

茜醤油

0049 720ml 12¥686 (636) ●入数

0048 1.8L 6¥1,263 (1,170) ●入数

0046 500ml 12¥494 (458) ●入数

0053 0054

国内産大豆・小麦使用
上品でまろやかな味
■天然醸造法
■1年以上長期熟成
■やや甘口で煮物によく合う
■酒精不使用
■塩分約16.3%

冷暗所で1年
小麦（長野産）､大豆（秋田･長野産）､食塩（オーストラリア産）

茜醤油（ペットボトル）

0053 1L 12¥756 (700) ●入数

0054 1.8L 6¥1,183 (1,096) ●入数

0052 100ml 48¥177 (164) ●入数

国内産有機大豆・小麦使用　香り高く旨み広がる
■天然醸造法　■神泉水・伝統海塩「海の精」使用
■木桶で2夏以上長期熟成
■火入れをしていないので香りが高い
■つけ醤油などの生使いに
■酒精不使用
■塩分約15.0%

冷暗所で8ヶ月
有機大豆（青森・秋田・岩手産）､有機小麦（北海道産）､食塩（海の精）

0037 500ml 12¥945 (875) ●入数
0041 1L 12¥1,674 (1,550) ●入数 0037 0041

オーサワ有機生醤油
なま

00390060

国内産大豆・小麦使用
煮物や汁物を美しく仕上げる

国内産特別栽培大豆・小麦使用
芳醇な香りと強いコク

■天然醸造法
■伝統海塩「海の精」使用
■木桶で1年以上長期熟成
■酒精不使用
■塩分約16.0%

■天然醸造法
■鈴鹿山系伏流水使用
■木桶で長期熟成
■築200年以上の蔵で製造
■酒精不使用
■塩分約16.0%

海の精 国産うすくち醤油オーサワの二百年蔵醤油

720ml 6¥1,866 (1,728) ●入数 500ml 12¥891 (825) ●入数

冷暗所で2年
特別栽培大豆･小麦（滋賀･石川･岩手･島根産）､食塩（オーストラリア産）

冷暗所で1年6ヶ月
大豆・小麦（岩手産）､食塩（海の精）

300ml 12¥604 (560) ●入数

冷暗所で6ヶ月
小麦（愛知産）､食塩（海の精）､米焼酎（国内産）

3370

国内産原料100%
色が淡く濃厚な旨み
■天然醸造法
■天然水・伝統海塩「海の精」使用
■木桶仕込み
■素材の味と色をいかしたい料理に
■塩分約17.5%

足助仕込三河しろたまり
あすけ

60906098 6091

■数量限定品

岩手産有機大豆・小麦使用　上品でまろやかな味
■天然醸造法
■1年以上長期熟成
■やや甘口で煮物によく合う
■酒精不使用
■塩分約16.3%

冷暗所で1年
有機小麦・大豆（岩手産）、食塩（オーストラリア産）

有機茜醤油

6091 1L 12¥1,188 (1,100) ●入数（ペットボトル）
6090 720ml 12¥1,015 (940) ●入数（ビン）

6093

有機大豆・小麦使用　味わい深く、芳醇な香り
■天然醸造法
■杉桶にて2夏熟成
■酒精不使用
■塩分約15.0%

常温で2年
有機大豆（アメリカ）、有機小麦（北海道産）、食塩（オーストラリア産）

杉桶仕込み有機醤油

550ml 12¥626 (580) ●入数

国内産大豆・小麦使用　とろりとして濃厚な旨み
■国内産大豆、兵庫産小麦使用
■天然醸造法
■1夏以上熟成
■仕込み水の一部に生醤油をつかった
再仕込み醤油
■酒精不使用
■塩分約13.7%

6097:常温で2年/6095:常温で1年
大豆・小麦（兵庫産）、食塩（海はいのち）

蔵づくり再仕込み醤油

6096

国内産大豆・小麦使用　
減塩でも旨みそのまま、豊かな香り
■天然醸造法
■1年以上長期熟成
■酒精不使用
■塩分8.4±0.3%
■天然醸造醤油のおいしさはそのままに、
塩分だけを減らした
■塩分を制限されている方の調味料として、
また一般の方にも美味しいかけ醤油として最適

冷暗所で1年6ヶ月
大豆・小麦（国内産）、食塩（メキシコ・オーストラリア産）

寺岡家の国産減塩 丸大豆醤油

480ml 12¥712 (660) ●入数

6097 100ml（ビン） 20¥356 (330) ●入数

60956097

6095 1000ml 12¥1,296 (1,200) ●入数（ペットボトル）

6098 100ml 24¥367 (340) ●入数（ビン）

■数量限定品

国内産有機原料にこだわった逸品
です。おすすめはやはり煮物。風味
よく、素材のもち味も引き立てます。
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0080

圧搾法一番搾り
ごまの風味が強い
濃厚な風味
■ろ紙漉し法
■深炒り
■炒め物や、揚げ物料理の
香り付けなどに

常温で2年
白胡麻（エチオピア産）

275g 12¥1,018 (943) ●入数

京都山田のごま油

0091

圧搾法一番搾り
軽くあっさりとした風味
■湯洗い法で精製
■揚げ物などに繰り返し
使用できる　
■炒め物や揚げ物、
ドレッシングなどに

常温で1年6ヶ月
なたね（オーストラリア産）

600g 12¥723 (670) ●入数

オーサワのなたねサラダ油
（紙パック） 1542

圧搾法一番搾り　
軽くあっさりとした風味
■湯洗い法で精製　
■揚げ物などに繰り返し
使用できる　
■炒め物や揚げ物、
ドレッシングなどに

常温で1年
なたね（オーストラリア産）

1360g 6¥1,258(1,165) ●入数

オーサワのなたねサラダ油
（ペットボトル）

玉締め圧搾法一番搾り
あっさりとした品のよい香り
■和紙漉し法
■浅炒り
■上品な風味で軽い
■ドレッシングやマリネなどに

常温で2年
白胡麻（エチオピア･モザンビーク産）

古式玉締胡麻油 香宝
か ほ う

330g 12¥1,512 (1,400) ●入数

800g 6¥3,348 (3,100) ●入数

0083

0095

国内産金ごま100%
玉締め圧搾法一番搾り
マイルドな味と香りでクセがない
■和紙漉し法
■香り付けやドレッシングなどに

常温で2年
金胡麻（茨城･埼玉産）

138g 24¥2,262 (2,095) ●入数

国内産金胡麻油

0058

圧搾法一番搾り
薪火焙煎
まろやかで芳醇な香り
■手漉き和紙漉し法
■香り付けやドレッシングなどに

常温で2年
有機黒胡麻（ボリビア･パラグアイ産）

160g 24¥1,080 (1,000) ●入数

オーサワの有機黒ごま油

秋田産農薬不使用なたね100%使用
玉締め圧搾法一番搾り
香りよく、コクがある
■揚げ物などに繰り返し使用できる
■炒め物やドレッシングなどに

常温で1年6ヶ月
なたね（秋田産）

なたね油（たなつもの）

1536
1537

140g 15¥594 (550) ●入数

330g 12¥918 (850) ●入数

1536

コールドプレス製法一番搾り　
フェアトレード認定品　
芳醇で甘い香り、
スッキリとしたコクと程よい辛み

常温で2年
有機オリーブ果実（パレスチナ産）

カナーン 有機オリーブオイル（ルミ種）

9000 229g（250ml） 12¥1,242 (1,150) ●入数

9001 458g（500ml） 6¥2,214 (2,050) ●入数

9000 9001

■パレスチナ産有機オリーブ使用
■エクストラバージンオイル
■樹齢700〜1000年のルミ種オリーブを使用
■ドレッシングやパスタなどに

圧搾法　
風味豊かなごまの香り
■中炒り
■まろやかながらコクがある深い味
■揚げ物や炒め物、
ドレッシングなどに

No.1694・No.1695:常温で2年/No.1696:常温で1年6ヶ月
白胡麻（ナイジェリア･タンザニア等アフリカ諸国･パラグアイ等南米諸国産）

オーサワの圧搾ごま油

1694 1695 1696

玉締め圧搾法一番搾り　
香り高くまろやかな風味
■和紙漉し法
■中炒り
■炒め物や揚げ物、
ドレッシングなどに

No.1685・No.1686:常温で2年/No.1687・No.1688:常温で1年6ヶ月
白胡麻（パラグアイ･ナイジェリア･ミャンマー産）

オーサワごま油

1686

1695 330g 12¥820 (760) ●入数（ビン）
1696 1650g 6¥3,661 (3,390) ●入数（プラボトル）

1694 140g 20¥399 (370) ●入数（卓上）

1688 930g 6¥2,851 (2,640) ●入数（缶）

1685 138g 24¥626 (580) ●入数（卓上）
1686 330g 12¥1,080 (1,000) ●入数（ビン）

0094

国内産黒ごま100%
玉締め圧搾法一番搾り
コクがあり強い香り
■和紙漉し法
■香り付けやドレッシングなどに

常温で2年
黒胡麻（茨城･埼玉産）

138g 24¥2,192 (2,030) ●入数

国内産黒胡麻油

1687 600g 12¥1,836 (1,700) ●入数（ペットボトル）

1687 1688

国内産なたね100%　玉締め圧搾法一番搾り　
香り高く、なたねの豊かな風味
■和紙漉し法　
■揚げ物などに
繰り返し使用できる

No.1681・No.1683:常温で1年6ヶ月/No.1682:常温で1年
なたね（北海道･青森産）

オーサワなたね油

1681 1683

1681 330g 12¥583 (540) ●入数（ビン）

1683 930g 6¥1,318 (1,220) ●入数（缶）
1682 600g 12¥842 (780) ●入数（ペットボトル）

1682

0083（ビン）

0082（缶）

0102

コールドプレス製法一番搾り　
上品な風味でクセがない
■エクストラバージンオイル
■炒め物や揚げ物、
ドレッシングなどに
■ビタミンE・ポリフェノール含有
■コレステロールゼロ

常温で2年
ぶどう種子（チリ産）

460g 15¥1,188 (1,100) ●入数

グレープシードオイル
コールドプレス製法一番搾り
フルーティーでクセがない
■イタリア産有機オリーブ使用
■エクストラバージンオイル
■ドレッシングやパスタをなどに

常温で1年6ヶ月
有機オリーブ果実（イタリア産）

アルチェネロ オーガニック
EXVオリーブオイル

0088

0089
229g（250ml）¥1,444 (1,337) 12●入数

458g（500ml）¥2,605 (2,412) 12●入数

0089

1529

国内産なたね100%　
圧搾法一番搾り　
軽くあっさりとした風味
■湯洗い法で精製　
■揚げ物などに繰り返し
使用できる　
■炒め物や揚げ物、
ドレッシングなどに

常温で1年
なたね（北海道・九州産）

910g 12¥1,258 (1,165) ●入数

オーサワの国内産なたねサラダ油

1697

圧搾法一番搾り　
香ばしく甘い香りと深いコク
■オーストリア産
ペポかぼちゃの種100%
■美しい深緑色
■そのまま飲むほか、サラダやパンなど
加熱をしない料理にも
■PGI（地理的表示保護）認定商品
■コーシャ・ハラル認証

常温で2年
有機かぼちゃの種（オーストリア産）

230g 6¥2,700 (2,500) ●入数

オーガニック 
パンプキンシードオイル

1528

スリランカ産有機ココナッツオイル100%　
ほのかな甘み　
炒め油や揚げ油、バターの代用などに
■コールドプレス製法
■コレステロールゼロ
■ココナッツのほのかな
甘みと香り

常温で2年
有機ココナッツ（スリランカ産）

450ml（408g） 12¥2,592 (2,400) ●入数

有機ココナッツオイル 6043

有機ココナッツ100%　
成熟したココナッツの果肉を
丸ごとすり潰してペースト状にした
■豊かなコクと甘み、
ほのかなココナッツの風味
■滑らかな口あたり
■使いやすいペースト状
■そのまま食べるほか、
パンなどにぬって

常温で2年
有機ココナッツ（スリランカ産）

200g 12¥1,512 (1,400) ●入数

オーガニックココナッツバター1700

植物性原料100%　乳製品不使用　
バターのような風味　
コレステロールゼロ
■植物性成分由来の原料で
ビーガン対応
■バターの代用品として
パンに塗るほか、
菓子づくりなど幅広い料理に

常温で1年
有機ココナッツ油（フィリピン産）、有機レッドパーム油（エクア
ドル産）、香料[ヒマワリ油・ココナッツ・ミント（アメリカ産）]

378g 6¥1,749 (1,620) ●入数

オーガニック 
ココナッツオイル（バタータイプ）
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0069

コールドプレス製法一番搾り
上品なナッツの風味と軽い口当たり
■αリノレン酸（オメガ3）
約18%含有、
脂肪酸のバランスが良い
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理にも

常温で1年6ヶ月
有機麻の実（カナダ産）

230g 12¥1,944 (1,800) ●入数

有機麻の実油6047

コールドプレス製法一番搾り　
麻の実の豊かな風味
■αリノレン酸（オメガ3）
約15%含有、
脂肪酸のバランスが良い
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理にも

常温で2年
有機麻の実（カナダ産）

230g 12¥1,944 (1,800) ●入数

有機麻の実油（ビン）

6039

コールドプレス製法一番搾り　
苦みが少なく甘みがある
■αリノレン酸（オメガ3）
約54%含有
■苦みをろ過した
食べやすいタイプ
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理に

常温で1年
有機亜麻仁（アメリカ産）

230g 8¥1,944 (1,800) ●入数

サボ オーガニック
フラックスシードオイル（スイート） 0055

コールドプレス製法一番搾り
亜麻仁特有の苦みと香り
■αリノレン酸（オメガ3）
約58〜62%含有
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理に

常温で1年
有機亜麻仁（ニュージーランド産）

190g 12¥1,771 (1,640) ●入数

オーガニックフラックスシード
オイル（有機亜麻仁油）

3561 3563

伊豆大島産海水100%　天日濃縮　
釜炊き製法
■富士箱根伊豆国立公園内の立体塩田で海水を天日濃縮　
■粒子が均一できめ細かく、しっとりしている

長期保存可
海水（伊豆大島産）

海の精 あらしお（赤）

0110 500g ¥1,296 (1,200)

3564 3kg ¥6,480 (6,000)
3563 760g ¥1,857 (1,720)

20●入数

4●入数

12●入数0111 240g ¥648 (600)
3562 350g ¥928 (860)

3561 170g ¥464 (430)
36●入数

24●入数

48●入数

3560 0114 6474

伊豆大島産海水100%　天日濃縮　
釜炊き、伝統壺焼製法
■富士箱根伊豆国立公園内の立体塩田で海水を天日濃縮　
■粒子が細かく、サラサラしていて使いやすい　
■天ぷらや刺身のつけ塩、かけ塩、ふり塩などに

長期保存可
海水（伊豆大島産）

海の精 やきしお

6475 540g ¥1,857 (1,720) 12●入数（スタンドパック）

6473 6475

伊豆大島産海水100%　
天日の力だけでゆっくりと結晶化
■富士箱根伊豆国立公園内の立体塩田で海水を天日濃縮　
■粒子は粗く、ザラメ状でしっとりしている　
■マイルドで奥深い味わい

長期保存可
海水（伊豆大島産）

海の精 ほししお（青） 

0119 240g 36¥810 (750) ●入数

3566 270g 24¥928 (860) ●入数 3565 0119 3566

0111

6037

圧搾法一番搾り　苦みが少なくマイルド　
油が空気に触れにくい二重構造ボトル
■αリノレン酸（オメガ3）
約54%含有
■サラダやスープ、
飲み物にかけたり、
加熱しない料理に

常温で10ヶ月
有機亜麻仁（カザフスタン共和国産他）

190g 50¥1,944 (1,800) ●入数

有機アマニ油（二重構造ボトル）

0115 60g ¥259 (240) 60●入数（詰替用）

0108 150g ¥604 (560) 20●入数（スタンドパック）
6474 240g ¥928 (860) 24●入数（スタンドパック）

3560 10g ¥205 (190) 144●入数（プチソルト）
6473 110g ¥464 (430) 36●入数（スタンドパック）

0114 60g ¥453 (420) 30●入数（ビン入）

1691

内モンゴルの大自然の中で育った
有機えごま100%　
玉締め圧搾法一番搾り
フレッシュな香り
■酸化防止剤不使用
■そのまま飲むほか、
サラダのドレッシングなど
加熱をしない料理にも
■オメガ3（αリノレン酸）：
約60％含有

常温で1年
有機えごま種子（中国内モンゴル自治区産）

140g 15¥1,663 (1,540) ●入数

有機えごま油（生）内モンゴル産0081

玉締め圧搾法一番搾り
農薬・化学肥料不使用
フレッシュな香り
■オメガ3（αリノレン酸）
約68%以上含有
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理にも

常温で1年
えごま種子（岡山・宮城産）

140g

■数量限定品
■2018年1月再開予定

15¥2,592 (2,400) ●入数

オーサワのえごま油（生） 0084

玉締め圧搾法一番搾り
農薬・化学肥料不使用
香ばしく深い味わい
■オメガ3（αリノレン酸）
約68%以上含有
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理にも

常温で1年
えごま種子（岡山・宮城産）

140g

■数量限定品
■2018年1月再開予定

15¥2,376 (2,200) ●入数

オーサワのえごま油

1690

コールドプレス製法一番搾り　
フレッシュな香り
■オメガ3（αリノレン酸）
約66.7%以上含有
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理にも

常温で1年6ヶ月
有機えごま種子（中国産）

110g 24¥1,404 (1,300) ●入数

有機えごま油（生）

■数量限定品

0065

コールドプレス製法一番搾り　亜麻仁油使用　
亜麻仁特有の風味が少なく、
爽やかなレモンの香りで飲みやすい
■αリノレン酸（オメガ3）
約46〜72%含有
■そのまま飲むほか、
サラダやヨーグルトなど
加熱をしない料理に

常温で1年2ヶ月
有機食用亜麻仁油（イタリア産他）、レモン香料

229g 6¥1,684 (1,560) ●入数

CRUDIGNO
有機アマニオイル レモンフレーバー

ク ラ デ ィ グ ノ

6038

コールドプレス製法一番搾り
芳醇な香り、軽やかな味わい
■ペルーアマゾン原生曼植物

「インカグリーンナッツ」から
作られた植物油
■エクストラバージンオイル
■αリノレン酸（オメガ3）約46％、
リノール酸（オメガ6）約33％含有
■加熱料理も可

常温で2年
有機サチャインチ種子（ペルー産）

230g（250ml） 12¥2,440 (2,260) ●入数

オーガニック サチャインチオイル
（インカグリーンナッツオイル）6048

コールドプレス製法一番搾り
亜麻仁特有の苦みと香り
■αリノレン酸（オメガ3）
60％含有
■そのまま飲むほか、
加熱をしない料理に

常温で2年
有機亜麻仁（カナダ産）

230g（250ml） 12¥1,944 (1,800) ●入数

有機亜麻仁油
（オーガニックフラックスシードオイル）

3565 120g 36¥464 (430) ●入数
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0117

約30種類の野草や海藻から抽出したミネラルを
天日塩に配合し、独自高温焼成
■粒子は均一できめ細かく、
サラサラしていて使いやすい　
■淡い灰色　
■ゆでたまごのような匂い　
■あらゆる料理や下ごしらえに、
水に溶かして飲んでも

長期保存可
食塩（シママース）､野生植物抽出ミネラル（ワカメ､ホンダワラ､ヨモギ､ドクダミ､
葛､スギナ､ビワ葉､イチョウ葉､クワ葉など約30種類の野草､海藻､樹木葉）

170g ¥2,160 (2,000)

イノチの塩

■富士箱根伊豆国立公園内の立体塩田で
海水を天日濃縮　
■不揃いな粒子で漬物向き　
■白菜漬けや梅干、味噌づくりにも

0121

伊豆大島産海水100%　天日濃縮　
釜炊き製法

長期保存可
海水（伊豆大島産）

1.5kg 6¥3,240 (3,000) ●入数

海の精 漬物塩6476

伊豆大島産海水100%　天日濃縮　
釜炊き製法　ドライタイプ

長期保存可
海水（伊豆大島産）

150g 36¥464 (430) ●入数

海の精 あらしおドライ

■富士箱根伊豆国立公園内の立体塩田で
海水を天日濃縮　
■「海の精 あらしお（赤）」の水分量を下げて
使いやすく仕上げた　
■パラッとしていて使いやすい　
■溶けやすく、素材になじみやすい

6489

超還元イヤシロソルトに
佐賀県加唐島産海水塩をブレンド
■佐賀県加唐島の透明度が高く美しい
海からできた塩を原料にしている
■900℃以上の高温で焼き上げた
竹塩に加唐島の塩をブレンド
■使いやすいさらさらタイプ
■ゆでたまごのような匂い
■まろやかな味わいで様々な料理に合う

長期保存可
海塩（佐賀産）、竹炭（福岡産）

20g 20¥324 (300) ●ボール入数

ポケットイヤシロソルト 6490

超還元イヤシロソルトに
佐賀県加唐島産海水塩をブレンド
■佐賀県加唐島の透明度が高く美しい
海からできた塩を原料にしている
■900℃以上の高温で焼き上げた
竹塩に加唐島の塩をブレンド
■使いやすいさらさらタイプ
■ゆでたまごのような匂い
■まろやかな味わいで様々な料理に合う

長期保存可
海塩（佐賀産）、竹炭（福岡産）

240g 30¥1,620 (1,500) ●入数

イヤシロソルト

マグネシウム

は ま み し おはまみしお

浜御塩の海水にがり6472

長崎県対馬産海水、国内産海藻使用　
間伐材を燃料とした釜炊き・焼成製法
■壱岐対馬国定公園内の
海水から採取　
■サラサラしていて使いやすい　
■海藻からの旨みを凝縮　
■天ぷらや刺身のつけ塩、
かけ塩、ふり塩などに

長期保存可
海水（長崎産）､海藻抽出物（国内産）

120g ¥432

浜御塩えこそると（藻塩） 2179

長崎県対馬産海水のにがり

■壱岐対馬国定公園内の
海水使用
■豆腐づくりのほか、
ごはんや煮物､みそ汁などに

常温で3年
海水（長崎産）

170ml ¥540(400) (500)

はまみしお

6471

長崎県対馬産海水100%
間伐材を燃料とした釜炊き・焼成製法
■壱岐対馬国定公園内の
海水から採取　
■サラサラしていて使いやすい　
■天ぷらや刺身のつけ塩、
かけ塩、ふり塩などに

長期保存可
海水（長崎産）

250g ¥513

浜御塩えこそると（焼塩）

(475)

佐賀県加唐島産海水塩と福岡産孟宗竹炭を独自高温焼成　
まろやかな味わいの竹塩
■佐賀県加唐島の透明度が高く美しい海からできた塩を
原料にしている
■加唐島の塩と竹炭を900℃以上の高温で焼き上げた
■使いやすいさらさらタイプ
■ゆでたまごのような匂い
■まろやかな味わいで様々な料理に合う

長期保存可
海塩（佐賀産）、竹炭（福岡産）

超還元イヤシロソルト（弥盛塩）

6488 90g 12¥3,888 (3,600) ●入数

6487 20g 72 6¥1,080 (1,000) ●入数 ●ボール入数

ご だ い あ ん 　  う め じ お

五代庵 梅塩2508

和歌山産南高梅の梅酢使用　
ほんのり梅の香りと酸味
■粒子が均一できめ細かく、しっとりしている　
■淡い茶色　
■おにぎり、豆腐、天ぷら、漬物などに

常温で2年
梅酢［梅（和歌山産）、食塩］

260g 12¥540 ●入数(500)

2504

2503
230g 48¥1,620 (1,500) ●入数

250g 48¥1,620 (1,500) ●入数

（卓上容器入）
（スタンドパック）

2505 90g 80¥648 (600) ●入数（スタンドパック）

天日塩を独自高温焼成
■韓国国立公園に指定されている黄海に浮かぶ羅州群島で
作られた天日塩使用
■粒子が均一できめ細かく、サラサラして使いやすい
■ゆでたまごのような匂い
■あらゆる料理や下ごしらえに、水に溶かして飲んでも

長期保存可
天日塩（韓国産）

キパワーソルト

2503

240●入数

イヤシロソルト

（詰替用）

6487 6488

は ま み し お
2510

長崎県対馬産海水100%　
釜炊き・焼成製法
■壱岐対馬国定公園内の海
水から採取　
■サラサラしていて使いやすい　
■天ぷらや刺身のつけ塩、
かけ塩、ふり塩などに

長期保存可
海水（長崎産）

300g ¥540

浜御塩焼塩

(500)

は ま み し お
2511

長崎県対馬産海水100%　
釜炊き製法
■壱岐対馬国定公園内の
海水から採取　
■粒子が細かく、
しっとりしている

長期保存可
海水（長崎産）

400g ¥540

浜御塩

(500)

は ま み し お
6470

長崎県対馬産海水100%　
間伐材を燃料とした釜炊き製法
■壱岐対馬国定公園内の
海水から採取　
■粒子が細かく、
しっとりしている

長期保存可
海水（長崎産）

330g ¥513

浜御塩えこそると

(475)

30500g ¥583 (540) ●入数

6478

ベトナム・カンホア産海水100%
天日の力だけでゆっくりと結晶化
■ベトナム中南部にあるカンホア省の
専用天日塩田にて、
海水を太陽と風だけで干し上げた
■天日結晶した粒を
石臼で挽いて細かくした

長期保存可
海水（ベトナム産）

カンホアの塩（石臼挽き）

沖縄石垣島産海水100%
低温乾燥法
■石垣島の珊瑚礁に囲まれた
美しい海から採取　
■粒子が均一できめ細かく、
しっとりとしている

長期保存可
海水（沖縄産）

石垣の塩

1782 500g 20¥1,188 (1,100) ●入数

1781 1782

1781 200g 40¥648 (600) ●入数

1783

沖縄石垣島産海水100%
サラサラしていて使いやすい焼塩タイプ
■「石垣の塩」の焼塩タイプ
■石垣島の珊瑚礁に囲まれた美しい海から採取　
■粒子が均一できめ細かく、サラサラしていて使いやすい
■卓上に便利な瓶タイプ

長期保存可
海水（沖縄産）

石垣の塩 やきしお

60g 72¥626 (580) ●入数

天日塩ににがりを含ませた差塩製法
■にがりを含んだ粗塩　
■パスタや野菜などを茹でる際に

長期保存可
天日塩（オーストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）

天塩

0120 15●入数1kg ¥378 (350)
0122（業務用）

0120

1●入数20kg ¥5,400 (5,000)

1780

高知県室戸沖海洋深層水100%　
程よくにがりを残した差塩製法
■室戸沖2,200m・水深344mより汲み上げ使用
■漬け物、梅干し、お吸い物、煮物、炒め物、焼き物等、
あらゆる料理に
■塩味だけではないほのかな甘みなど
複雑な味わいを含んだ塩

長期保存可
海水（高知県室戸沖）

500g 15¥518 (480) ●入数

天海の塩
あ ま み

30●入数 36●入数40●入数

30●入数24●入数 30●入数

48●入数
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国内産特別栽培梅、有機紫蘇使用
紫蘇の香り高く鮮やかな紅色
■着色料不使用
■塩分約17.5%
■和え物や梅酢漬などに

常温で1年
特別栽培梅（奈良・和歌山・三重産）､有機紫蘇（奈良・和歌山産）､食塩（海の精）

0138 200ml 24¥453 (420) ●入数

■2017年11月より価格改定 ¥529 (490)
3746 500ml 12¥1,026 (950) ●入数

紅玉梅酢
べ に た ま

0138

3381

鰹節と昆布の旨みたっぷり　
甘みがあり風味豊か

常温で1年6ヶ月
有機醤油、有機砂糖、有機米醗酵調味料、鰹節（鹿児島産）、
昆布（北海道産）、食塩（シママース）

300ml 24¥518 (480) ●入数

有機めんつゆ（光食品）

■鹿児島産鰹節、北海道産昆布使用　
■有機本醸造醤油、
有機純米料理酒使用　
■有機砂糖使用　
■化学調味料不使用　
■2倍濃縮タイプ　
■天つゆ、煮物などにも

0165

椎茸と野菜の旨みを濃縮　
香り高い植物性めんつゆ
■国内産椎茸、有機野菜使用　
■有機本醸造醤油、有機純米料理酒使用　
■砂糖・動物性原料不使用　
■化学調味料不使用　
■2倍濃縮タイプ　
■天つゆ、煮物などにも

常温で1年6ヶ月
有機醤油､有機米醗酵調味料､有機玉ねぎ（国内産）､昆布（国内産）､有機にんじん・乾しいたけ･
キャベツ（国内産）､食塩､麦芽水飴

310g 12¥656 (608) ●入数

オーサワの有機めんつゆ2524

昆布と椎茸の旨みたっぷり　
風味豊かな植物性だしつゆ
■国内産昆布・椎茸を贅沢に使用　
■本醸造醤油、本みりん使用　
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用　
■濃縮タイプ　
■かけつゆ、煮物には11倍　
つけつゆには5倍希釈が目安　
■めんつゆ、煮物などにも

常温で1年6ヶ月
醤油､風味原料［昆布･乾しいたけ（国内産）］､麦芽水飴､本みりん

360ml 15¥740 (686) ●入数

オーサワだしつゆのもと

3750

フルーティーで爽やかな香りと甘み
■有機りんご100%使用
■酸味は弱め
■ドレッシングや
バーモントドリンクに

常温で3年
有機りんご（イタリア産）

250ml 12¥568 (526) ●入数

アルチェネロ 有機アップルビネガー

0148

1〜2年熟成
まろやかな香りと酸味
■玄米使用
■静置醗酵法
■無糖
■健康ドリンクや
他の酢と合わせて

常温で2年
有機玄米（国内産）

720ml 6¥3,024 (2,800) ●入数

ショウブン 有機玄米くろ酢

3741

和歌山産有機南高梅使用
梅の香り高い
食材の色を生かしたい料理に
■酢の物、梅酢漬、
サラダのドレッシング、
酢飯などに

冷暗所で1年
有機梅（和歌山産）､食塩（天日塩）

150ml 40¥345 (320) ●入数

有機白梅酢 0139

酸味は強めですっきりしている

■静置醗酵法で半年程度熟成
■カメ仕込み
■和食料理に

常温で2年
有機玄米（国内産）

300ml 12¥648 (600) ●入数

有機玄米酢0140

九州産特別栽培玄米100%使用　
まろやかな酸味で旨みがある
■かめ壺での静置醗酵法
■1年以上長期熟成
■湧き水使用

常温で2年
特別栽培米（九州産）

700ml 12¥2,052 (1,900) ●入数

薩摩かめ酢

3744

山形産有機米・富士バナジウム水使用　
静置醗酵　上澄み無濾過
クセがなく芳醇で深い味わい
■有機栽培コシヒカリ使用
■濾過剤や濾過機を通さず
上澄みのみ使用

常温で2年
有機米（山形産）

500ml 12¥820 (760) ●入数

心の酢（純粋米酢）

3752

国内産有機米使用の純米酢使用
すっきりとした甘みと酸味
化学調味料不使用
■静置醗酵の有機純米酢を
ベースに有機砂糖、天塩、
昆布だしを加えた
■酢の物、マリネにも

常温で1年
有機純米酢（国内産）､有機砂糖（ブラジル産）､食塩

（天塩）､昆布エキス

300ml 12¥972 (900) ●入数

有機すし酢

6033

純粋米酢「心の酢」に高知産有機ゆず果汁をブレンド　
爽やかな香りと深い味わい　
ドレッシングや合わせ酢など様々な料理に
■高知産有機ゆず果汁を使用
■有機コシヒカリを富士山の
バナジウム水で仕込んだ

「心の酢」を使用

常温で2年
醸造酢（心の酢）、有機ゆず果汁（高知産）

360ml 12¥864 (800) ●入数

心の酢 ゆず香

6032

奈良産有機梅・紫蘇使用　
しっかりとした梅の風味と豊かな紫蘇の香り
■着色料不使用
■塩分約18.5%
■和え物や梅酢漬などに

常温で1年
有機梅・紫蘇（奈良産）、食塩（内モンゴル産）

オーサワの有機赤梅酢

160ml 30¥388 (360) ●入数

■数量限定品

か

2400

鰹節・昆布・椎茸の旨みたっぷり
醤油の風味がきいたすっきりとした味わい
■国内産鰹節・昆布・椎茸使用
■有機醤油、有機米発酵調味料使用
■砂糖不使用　
■化学調味料不使用
■2倍濃縮タイプ
■だしはエキスを使わず、自社で鰹節、
昆布、椎茸からとったものを使用
■天つゆ・煮物などにも

常温で1年6ヶ月
有機醤油［有機大豆・小麦（国内産）、食塩（メキシコ産）］、有機米発酵
調味料、鰹けずりぶし（国内産）、昆布（国内産）、乾しいたけ（国内産）

有機めんつゆ（本田商店）

250ml 30¥648 (600) ●入数

6035

国内産有機米酢使用　
まろやかな甘みと程よい酸味　
化学調味料不使用
■国内産有機米酢使用の
純米酢使用
■有機米酢をベースに、てんさい糖・
食塩・北海道産昆布だしをブレンド
■ちらし寿司や巻き寿司、
酢の物やマリネにも

常温で1年
有機米酢（国内産）、てんさい糖（北海道産）、食塩（美ら
海育ち）、昆布（北海道産）

300ml 12¥561 (520) ●入数

すし酢（国内産有機米酢使用）

フルーティーな香りと鮮やかな色
■木樽の中でゆっくりと熟成

有機ワインビネガー
イタリア・モデナ産ぶどう使用
■着色料・香料不使用
■酢の代わりだけではなく料理の隠し味に使用するとコクと旨みが増す

有機バルサミコ酢

3371

しろたまりに国内産天然だしを贅沢に使用
旨みたっぷり
■「足助仕込三河しろたまり」を
ベースに、国内産の天然だしを
ふんだんに使用
■枕崎産一本釣鰹使用
■化学調味料不使用
■素材の味と色を生かしたい料理に

常温で6ヶ月
小麦（愛知産）､鰹節（鹿児島産）､食塩（海の精）､本みりん（三河
みりん）､粗糖､米焼酎､しいたけ（愛知産）､昆布（道南産）

400ml 12¥961 (890) ●入数

三河白だし

3749 赤ワインビネガー 3751 白ワインビネガー
有機ぶどうの赤ワインを使用 有機ぶどうの白ワインを使用
■煮込み料理などに ■ドレッシングや

マリネなどに

250ml 6¥626 (580) ●入数各
常温で3年

3753 バルサミコ酢（赤） 3747 バルサミコ酢（白）
濃厚でコクと甘みがあり
酸味まろやか

甘みがありフルーティー
■料理に色が着かず、
きれいに仕上がる

250ml 6¥1,058 (980) ●入数各
常温で5年有機ぶどう（イタリア産）

有機ワインビネガー・濃縮ぶどう
果汁（イタリア産）■2017年11月より価格改定 ¥1,209 (1,120) 3746 有機ワインビネガー・ぶどう果汁

（イタリア産）
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植物性素材でつくった洋風だしの素　
野菜の旨みが凝縮

常温で1年
食塩（天塩）､甘藷でん粉（鹿児島産）､酵母エキス､玉ねぎ（北海道産）､醤油､黒こしょう（マレーシア･東南アジア産）､セロリ（オランダ、エジプト産）､にんじん（北海道産）､にんにく（アメリカ･
東南アジア産）

オーサワの野菜ブイヨン

2342
2354

40g（5g×8包） 36¥388 (360) ●入数

150g（5g×30包） 36¥1,338 (1,239) ●入数（徳用）

■顆粒タイプ
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■スープやピラフ・カレーに
■1包で3〜4人分

0159

砂糖不使用　有機認定原料使用
濃厚なトマトの旨み
■甘さを抑えた濃厚なトマト味
■化学調味料不使用
■パスタベース、ウスターソースと混ぜて
ハンバーグ等に
■揚げ物や野菜、料理の隠し味に

常温で1年6ヶ月
有機トマト（アメリカ産他）､麦芽水飴､醸造酢（有機りんご酢､米酢）､食塩（シママース）､
有機たまねぎ（国内産）､有機にんにく（国内産）､香辛料

300g 20¥561 (520) ●入数

オーサワのトマトケチャップ

2525

砂糖不使用
野菜と果実の旨みが凝縮
■有機野菜・果実使用
■植物原料100%
■化学調味料不使用
■揚げ物、生野菜などに

常温で2年
有機野菜･果実（りんご､にんじん､トマト､その他）､有機醸造酢（りんご酢､米酢）､食塩

（天日塩）､有機醤油､有機こんにゃく粉､香辛料､麦芽水飴

250ml 12¥777 (720) ●入数

オーサワの有機中濃ソース

3882

砂糖・動物性原料不使用
有機野菜と果実の旨みと甘みが濃縮
■有機野菜と果実の甘みを生かした
コクのあるソース
■国内産原料使用の醤油、
国内産米使用の有機純米酢使用
■化学調味料不使用
■お好み焼き、たこ焼き、焼きそばなどに
■使いやすいチューブ容器入り

常温で1年6ヶ月
有機りんご（セルビア・アルゼンチン産他）､有機ぶどう（アルゼンチン産他）、有機玉ねぎ･みかん･
にんじん（国内産）、有機トマト（アメリカ産他）､有機にんにく･レモン･ゆず（国内産）､麦芽水飴､
有機醸造酢（米酢・りんご酢）、食塩（天日塩）､有機コーンスターチ､醤油､昆布（国内産）､香辛料

300g 20¥540 (500) ●入数

オーサワのお好みソース

528kcal/100g
6772
6771

卵・砂糖不使用　コクがあり舌触り滑らか
■国内産大豆でつくったマヨネーズ風調味料　
■圧搾法なたね油使用　
■化学調味料不使用　
■隠し味に有機白味噌を使うことでコクを出した　
■ほんのり卵色　■コレステロールゼロ　
■上ぶたを開けると細口に、回して開けると
星型になる「ダブルキャップ」※300gのみ

常温で6ヶ月
なたね油、豆乳・りんご酢（国内産）、有機白味噌、食塩（海の精）、メープルシュガー（カナダ産）、
マスタード（カナダ産他）、白こしょう（インドネシア産）

オーサワの豆乳マヨ

150g 40¥474 (439) ●入数
300g 24¥718 (665) ●入数 6772 6771

6773

卵・砂糖不使用　特製玉ねぎピクルスたっぷり　
食感よく、まろやかな酸味とコク
■植物性素材だけでつくったタルタルソース　
■国内産大豆でつくった「豆乳マヨ」をベースに
特製玉ねぎピクルスとパセリを加えた　
■圧搾法なたね油使用　■化学調味料不使用　
■隠し味に有機白味噌を使うことでコクを出した　
■フライなどの揚げ物、蒸し野菜によく合う　
■コレステロールゼロ

常温で6ヶ月
なたね油、豆乳、玉ねぎ酢漬け［特別栽培玉ねぎ（国内産）、りんご酢、食塩（海の精）］、りんご酢、有機白味噌、
食塩（海の精）、メープルシュガー、マスタード、かぼちゃパウダー（北海道産）、酵母エキス、こしょう、パセリ

オーサワの豆乳タルタルソース

100g 50¥410 (380) ●入数

74kcal/1食（15g）

6763

国内産有機野菜と果実をふんだんに使用
自然素材で旨みたっぷり
焼きそばや焼きうどんなどに
■再仕込み醤油、有機糖蜜、オイスターエキスと魚醤で、
やきそばソースらしい旨みとコクと色を出した
■有機野菜と果実の甘みと旨み、
醤油のコクとつやのある色合い
■野菜炒めなどにも
■化学調味料・カラメル色素不使用

常温で2年
有機玉ねぎ・トマト・にんじん・みかん・にんにく・レモン・ゆず・椎茸（国内産）、有機糖蜜（パラグアイ・アルゼン
チン産他）、砂糖（タイ産他）、醸造酢（米酢）、食塩（メキシコ・オーストラリア産）、醤油（再仕込み醤油）、香辛料

（アジア産他）、オイスターエキス、魚醤、昆布（国内産）、かつお節（国内産）、有機米醗酵調味料

国産有機野菜・果実使用 やきそばソース

290g 12¥421 (390) ●入数

6774

卵・砂糖不使用　植物性素材でつくったツナマヨ　
まろやかな酸味とコクにツナのような食感
■「豆乳マヨ」をベースに、

「オーサワの国内産大豆ミート（ひき肉風）」を
ツナ風に加工したベジツナを加えた　
■圧搾法なたね油使用　■化学調味料不使用　
■コレステロールゼロ　
■トーストに塗って焼いたりサンドイッチに使用するほか、
おにぎりの具材としても

常温で6ヶ月
なたね油、豆乳、粒状大豆たん白（オーサワの国内産大豆ミート）、りんご酢、有機白味噌、食塩（海の精）、酵母エキス、
メープルシュガー（カナダ産）、醤油、マスタード（カナダ産他）、かぼちゃパウダー（北海道産）、こしょう（インドネシア産）

オーサワのベジツナマヨ

100g 50¥421 (390) ●入数
490kcal/100g

3873

砂糖不使用
フルーティーでまろやかな味わい
■有機野菜・果実使用
■植物原料100%
■化学調味料不使用
■焼きそばやコロッケに

常温で2年
有機野菜･果実（りんご､ぶどう、にんじん、その他）､有機醸造酢（りんご酢､米酢）､食塩

（天日塩）､有機醤油､香辛料（アジア産他）､昆布､麦芽米飴

250ml 12¥777 (720) ●入数

オーサワの有機ウスターソース
植物性素材でつくった中華だしの素
生姜と香辛料が程よくきいた奥深い味わい
■国内産野菜を使用　■顆粒タイプ
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■中華スープ、野菜炒め、チャーハンなど
さまざまな料理に
■1包で2〜3人分

常温で1年

オーサワの中華だし

食塩（天塩）､甘藷でん粉（国内産）､メープルシュガー（カナダ産）､醤油､玉ねぎ（国内産）､酵母エキス､野菜エキス［にんじん･
玉ねぎ･白菜･セロリ･舞茸（国内産）］､生姜（国内産）､白こしょう（マレーシア･インドネシア産）､にんにく（アメリカ産）

3379 40g（5g×8包） 36¥409 (379) ●入数
6021 150g（5g×30包） 36¥1,371 (1,270) ●入数（徳用）

昆布の旨みがきいた和風だしの素
日高昆布100%使用

常温で1年6ヶ月
昆布（北海道産）、食塩（天塩）、米飴、酵母エキス

オーサワの昆布濃縮だし

■良質な日高産昆布をじっくりと煮出して
つくった濃厚で旨みのある昆布エキス　
■動物性原料・化学調味料不使用
■個包装タイプ　
■1袋（5g）を約500mlの水か湯で溶かす　
■汁物や煮物などのだしに

1202380 60g（5g×12包） ¥734 (680) ●入数
362378 180g（5g×36包）¥1,512 (1,400) ●入数（徳用）

2519

北海道産真昆布・国内産椎茸使用のだしバッグ
■クセのないすっきりとした旨み
■短時間でだしがとれる
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■無漂白ティーバッグ使用

常温で1年
昆布（北海道産）､しいたけ（大分･熊本･宮崎･愛媛産）

70g（7g×10袋） 30¥702 (650) ●入数

精進だし 3372

国内産原料100%　6種のだしをブレンド　
手軽で便利なティーバッグタイプ　
上品で旨みのあるだしがとれる
■鰹節・宗田節・さば節はすべて枯れ節を使用
■化学調味料不使用
■無漂白ティーバッグ使用

常温で1年
かつお（鹿児島産）､宗田かつお･さば（鹿児島産）､いわし･にぼし（長崎･熊本産）､昆布

（北海道産）､しいたけ（大分･熊本･宮崎･愛媛産）

56g（7g×8袋） 30¥648 (600) ●入数

純だし一番

6022

植物性素材でつくった洋風だしの素　
野菜と有機白醤油が素材の味を引き立てる
■液体タイプ　
■6種の国内産野菜からとっただしに有機白醤油を合わせた　
■野菜の風味と有機白醤油が素材をやさしく引き立てる　
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用　
■スープや洋風煮物、鍋物などに

常温で1年1ヶ月
合わせだし[玉ねぎ・にんじん・にんにく（国内産）、こしょう（マレーシア産他）、ローリエ（トルコ産）、
乾しいたけ・セロリ・ねぎ・昆布・ごぼう（国内産）]、有機白醤油、食塩（天日塩）、本みりん、酵母エキス

360ml 12¥993 (920) ●入数

オーサワの野菜ブイヨン（液体）

2342 2354

3379 602123782380

6020

有機白醤油に国内産天然だしをブレンド　
香り高く深い旨み
■有機白醤油に枕崎産本枯節、北海道産昆布、
大分産椎茸からとっただしをブレンド　
■食材の色や風味を活かす料理に　
■化学調味料不使用　
■薄めてお吸い物や煮物、炊き込みごはんなどにも　
■塩分約12%

常温で1年1ヶ月
合わせだし（かつおかれぶし削り、そうだがつおぶし削り、乾しいたけ、こんぶ）、有機しろしょうゆ、
食塩、有機塩みりん、有機砂糖、有機こいくちしょうゆ、酵母エキス、有機リンゴ酢

360ml ¥1,220 (1,130) 12●入数

有機白だし



調 味料 調味料

16 17

6910

有機米こうじを使用した醗酵調味料　
漬物や煮物、炒め物などに
■白米こうじに塩と水を加え
醗酵させた　
■調味料として使用することで
素材の味を引きだす

常温で5ヶ月
有機米（島根・滋賀・北海道産）､食塩（天海の塩）､麹菌

200g 40¥604 (560) ●入数

やさかの有機塩こうじ6144

有機玄米こうじを使用した醗酵調味料　
玄米こうじならではの旨みと甘み　
漬物や煮物、炒め物などに
■国内産有機玄米使用　
■玄米こうじに塩と水を加え醗酵させた　
■調味料として使用することで
素材の味を引きだす

常温で5ヶ月
有機玄米（島根・滋賀・北海道産）、食塩（天海の塩）、麹菌

200g 40¥615 (570) ●入数

オーサワの有機玄米塩こうじ

3876

国内産有機玉ねぎ使用
すりおろし玉ねぎの甘みがいきた
上品な味わい
■有機EXVオリーブオイル・
玄米酢使用
■パンやパスタ、マリネ液などにも
■化学調味料不使用

常温で1年
有機タマネギ（国内産）、有機玄米酢､有機オリーブオイル

（スペイン産）､食塩（海の精）､有機香辛料（スリランカ産）

200ml 12¥810 (750) ●入数

モアークドレッシング 
有機オニオン&ヴィネガー

3870

濃厚なごまの風味と香り
卵・乳製品不使用
■練りごまをベースに有機梅干しと
りんご酢を加えてさっぱりと仕上げた
■和え物や、温野菜などにも
■化学調味料不使用

常温で1年
なたね油（オーストラリア産）､洗双糖（種子島産）､練り胡麻（ホンジュ
ラス産）､醗酵調味料､梅酢､米酢･りんご酢､有機醤油､有機梅干

220g 24¥626 (580) ●入数

ごまドレッシング

0150

高知産農薬・化学肥料不使用ゆず100%使用　
爽やかな酸味
■ストレート果汁　
■伝統海塩「海の精」使用　
■酢の物や揚げ物、鍋などに

常温で1年
ゆず（高知産）､食塩（海の精）

100ml 30¥648 (600) ●入数

ゆずの粋
すい

3766

酢の代わりに徳島産有機すだち・
ゆず・ゆこうを贅沢に使用　
香り高く爽やかな酸味
■ノンオイルドレッシングとしても
使える
■砂糖不使用
■化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機醤油､有機すだち･ゆず（徳島産）､麦芽水飴､食塩（天日塩）､有機米醗酵
調味料､有機ゆこう（徳島産）､こんぶ（国内産）､有機乾しいたけ（国内産）

180ml 12¥669 (620) ●入数

ヒカリ 有機すだちぽん酢

3755

国内産米使用
伝統の四段仕込み醸造調味料
料理にまろやかな甘み、照り、
旨みを与える
■天竜川の伏流水使用
■アルコール分7.5%以上、
糖分37%以上、塩分1.5%

常温で1年
米･米麹（国内産）､食塩

720ml 12¥788 (730) ●入数

発酵酒みりん
は っ こ う さ け

3821

北海道産大粒大豆使用　
15ヶ月間発酵・熟成させた伝統食品
味噌に似た味わい　おつまみやごはんのお供に
■通常の納豆と違い、麹菌を使って
醗酵させているので粘りはない
■チーズのような食感
■味噌の風味に似た味わいで
後引くおいしさ
■調味料代わりに煮物などに
加えるとコクがでる

常温で6ヶ月
大豆（北海道産）､天日塩（メキシコ産）､生姜（長崎･熊本産）

100g ¥496 (460)

浜納豆

有機野菜・果実使用
さっぱりした醤油味
■「カナーン有機オリーブオイル（ルミ種）」使用
■砂糖・化学調味料不使用

常温で1年
有機醸造酢（米酢、りんご酢）､麦芽水飴､食用植物油脂【なたね油［オーストラリア産］､有機オリーブオイル［カナーン有機オリーブオイル（ルミ種）］】、
有機たまねぎ（国内産）､醤油､食塩､馬鈴薯でん粉、昆布､有機レモン果汁（イタリア･スペイン産他）､有機にんじん（国内産）､香辛料

200ml 12¥523 (485) ●入数

オーサワの和風ドレッシング 3877

国内産青紫蘇の香り豊か
■こだわりの調味料使用　
■冷奴や鍋物、カルパッチョなどにも　
■化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機醤油､有機醸造酢（りんご酢･米酢）､有機砂糖､有機レモン､食塩（天日塩）､
有機青紫蘇（国内産）､有機米醗酵調味料､有機梅肉･昆布･かつお節（国内産）

12200ml ¥518 (480) ●入数

有機青じそノンオイルドレッシング

3878

ごまの風味が高くコクのある味わい
■和え物や、温野菜などにも
■化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン産他）､有機米酢、有機醤油（国内産）､有機胡麻（エチオピア産
他）､有機たまねぎ（国内産）､食塩（メキシコ･オーストラリア産）､有機みかん･にんじん（国内産）､
馬鈴薯でん粉･有機にんにく（国内産）､有機米醗酵調味料､有機生姜（国内産）､唐辛子

225g 12¥496 (460) ●入数

有機胡麻ドレッシングタイプ3872

ノンオイルタイプ
生の青紫蘇をふんだんに使用
香り高く贅沢な味わい
■天然醸造有機醤油・
有機りんご酢を原料に
刻んだ青紫蘇を加えた
■化学調味料不使用

常温で1年
醗酵調味料､有機醤油・りんご酢､青紫蘇（兵庫産）､
有機赤梅酢､酵母エキス

220g 24¥626 (580) ●入数

うまあじ青ジソドレッシング

0134

国内産玄米使用の醗酵調味料
15種類の天然アミノ酸が
素材の旨みとコクを引き出す
■汁物・煮物・炒物・揚物等
様々な料理に
■塩分7.1%

常温で1年6ヶ月
玄米（国内産）､食塩

720ml 12¥3,240 (3,000) ●入数

はなまるママ3760

みずみずしい果汁の風味
■本格派手づくりぽん酢醤油
■鍋物、酢の物などに
■砂糖不使用
■化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機醤油､有機米酢､有機ゆず､麦芽水飴､食塩､有機ゆこう･有機すだち

（徳島産）､有機米醗酵調味料､昆布（国内産）､有機乾しいたけ（国内産）

250ml 20¥442 (410) ●入数

ヒカリ 有機ぽん酢しょうゆ

3756

国内産原料100%　天然アミノ酸豊富　
素材の旨みを引き出し、臭みを消す
■飛騨の酒造好適米「ひだほまれ」使用
■飛騨川水系の地下水使用
■純米酒と同じ製法で醸し、
伝統海塩「海の精」を加えた料理酒
■旨みが強いので、通常の料理酒の
半分以下の量でよい
■アルコール分14.8%、塩分2.0%

常温で1年
米･米麹（岐阜産）､食塩（海の精）

500ml 12¥1,008 (934) ●入数

オーサワの飛騨まろみ料理酒

6034

純粋米酢「心の酢」、高知産有機ゆず果汁使用　
だしの旨みとまろやかな酸味
■山形産有機コシヒカリでつくった

「心の酢」使用
■かつお厚削り、みついし昆布、
原木栽培乾しいたけでだしをとっている
■鍋物やサラダ、餃子のたれなど
様々な料理に

常温で1年6ヶ月
醤油、醸造酢（心の酢）、ゆず果汁（高知産）、みりん、粗糖（鹿児島産）、味噌、
食塩、かつお削り節（静岡産）、昆布（北海道産）、乾しいたけ（大分産）

360ml 12¥972 (900) ●入数

心のぽん酢醤油
イタリア産有機レモン100%
ストレート果汁
キリッとした酸味と風味
■焼き物や鍋物、紅茶などに
■香料・着色料・保存料・
酸化防止剤不使用

冷暗所で9ヶ月
有機レモン（イタリア産）

ヒカリ オーガニックレモン果汁 6925

スペイン産有機レモン100%　
ストレート果汁　
濃厚なレモンの味わい
■焼き物や鍋物、紅茶などに
■香料・着色料・保存料・
酸化防止剤不使用

冷暗所で1年
有機レモン（スペイン産）

200ml 20¥432 (400) ●入数

有機レモン果汁（スペイン産）

0133 180ml ¥518 (480)
2512 300ml ¥702 (650)

12●入数

12●入数

0133

144●入数

有機玄米を使用した塩こうじ
です。玄米こうじの甘みとうまみが
素材の味を引き出します。

0158

0909

国内産本わさび使用
おろしたての香りと
自然な辛み
■手軽に使えるチューブタイプ
■お刺身など様々な料理に
■保存料不使用

常温で6ヶ月
本わさび（国内産）､水飴､純米酢､植物油脂（有機紅花油）､
食物繊維（大豆）､食塩（天塩）､香辛料（辛子種）

40g ¥421 (390)

生おろしわさび 0910

カナダ産有機からし使用
香り高く、自然な辛み
■手軽に使えるチューブタイプ
■おでんやからし和えなど
様 な々料理に
■保存料不使用

常温で6ヶ月
からし（カナダ産）､水飴､純米酢､植物油脂（有機紅花油）､
食物繊維（大豆）､食塩（天塩）､香辛料（辛子種）

40g ¥367 (340)

練りからし0911

熊本・四国産生しょうが使用
おろしたてのようなみずみずしさと
自然な辛み
■手軽に使えるチューブタイプ
■生姜焼きなど様々な料理に
■保存料不使用

常温で6ヶ月
生姜（熊本・四国産）､水飴､純米酢､食物繊維（大豆）､
食塩（天塩）､植物油脂（有機紅花油）､香辛料（辛子種）

40g ¥356 (330)

生おろし生姜

80●入数 80●入数80●入数沖縄産シークヮーサー100%　
酸味と香りがよくフルーティー

青切りシークヮーサー1002006 500ml 12¥2,160
(2,000)

シークヮーサー原液果汁（沖縄産） 常温で
10ヶ月■4月〜9月限定品

国内産有機レモン100％　ストレート果汁　
豊かな香りとまろやかな酸味

国産有機レモン果汁6922 100ml 20¥583
(540)

有機レモン（国内産） 冷暗所で
9ヶ月■2018年3月再開予定　■数量限定品
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有機こしょう使用
程よい辛みと豊かな香り
■「海の精やきしお」に
黒こしょうと白こしょうをブレンド
■調味塩として

常温で2年
焼塩（海の精）､有機黒こしょう･白こしょう（スリランカ産他）

海の精 有機ペッパーソルト

2507 55g 30¥518 (480) ●入数（卓上ビン）
6906 55g 60¥345 (320) ●入数（詰替用）

25076906

■「海の精やきしお」に
ドライハーブをブレンド
■食材の下ごしらえや臭み消しに

4種の有機ドライハーブ使用
爽やかな香り

常温で2年
焼塩（海の精）､有機バジル（エジブト産他）、有機オレガノ（アメリカ産他）､有機パセリ・タイム

（オーストリア産他）

海の精 有機ハーブソルト

60●入数
2506 55g 30¥518 (480) ●入数（卓上ビン）
6907 55g ¥345 (320)（詰替用）

25066907

有機こしょう100%　
ピリッとした辛み、爽やかな香り
■スリランカ産フェアトレード有機こしょう100%
■炒め物からパスタ・麺類、ドレッシングなど、
様々な料理に

常温で3年
有機こしょう（スリランカ産）

有機黒コショウ

6919 25g（粒） 150¥345 (320) ●入数
6918 25g（パウダー） 150¥345 (320) ●入数

69196918

6920

有機こしょう100%
やわらかな辛みと香り
辛みや色合いを抑えた料理に
■スリランカ産フェアトレード有機こしょう100%
■黒こしょうに比べてやわらかな味と香り
■スープやシチューなど、辛みや色合いを抑えた料理に

常温で3年
有機こしょう（スリランカ産）

25g ¥378 (350)

有機白コショウ（パウダー）

1482

キムチ特有の辛みと、奥深い旨み
即席キムチやキムチ鍋に
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■炒め物などの万能調味料としても便利

常温で6ヶ月
りんご（国内産）、麦芽水飴、甘酒、にんじん（国内産）､唐辛子（韓国産）､たまねぎ･長ねぎ（国内産）､食塩（天塩）､
にんにく（国内産）､昆布粉末、デーツ（アメリカ産）､しいたけ粉末・米粉（国内産）、味噌、生姜（国内産）

85g 10¥442 (410) ●入数

オーサワのキムチの素 0905

国内産大豆・唐辛子使用
熟成された辛みと旨み
■酒は「蔵の素」使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■中華料理や、炒め物などの万能調味料としても

常温で6ヶ月
味噌､唐辛子（福島産）､大豆（国内産）､食塩（天塩）､酒

85g 10¥401 (372) ●入数

オーサワの豆板醤
とうばんじゃん

「海の精やきしお」に北海道産昆布粉末、九州産椎茸粉末をブレンド　　
手軽に旨みが加わる
■塩の代わりに料理に使うとだしの旨みが加わる
■昆布と椎茸の旨みと
塩味のバランスのよいやきしおで、
素材の味をしっかりと引き立てる
■煮物や炒め物、汁物などの加熱料理に

常温で1年6ヶ月
焼塩（海の精）、昆布粉末（北海道産）、しいたけ粉末（九州産）

海の精 うましお
「海の精やきしお」に和洋中の香味素材をブレンド　
様々な料理の下味、仕上げの味付けに
■昆布・椎茸の旨み、ハーブ・こしょうの香りと
にんにく・生姜の風味で素材の味を引き出す
■有機ハーブ・こしょう使用
■焼き物・炒め物・揚げ物の下味、
仕上げの味付けのほかに、
パスタやスープなどにも

常温で1年6ヶ月

海の精 なんでもソルト

0912

農薬不使用北海道産からし種子100%
豊かな香りとツンとした辛み
■ぬるま湯で溶くだけ
■おでんやからし和えなど
様々な料理に

常温で1年6ヶ月
からし種子（北海道産）

15g ¥343 (318)

北海道からし（粉タイプ） 0164

フランス産有機マスタード使用　
芳醇な香りと爽やかな酸味
■有機りんご酢使用
■サンドイッチやドレッシング、
フライなどに

常温で1年6ヶ月
有機醸造酢（りんご酢）、有機マスタード（フランス産）、
食塩（フランス産）

200g 6¥756 (700) ●入数

オーガニック 粒マスタード2320

カナダ産有機からし種子使用　
芳醇な香りとまろやかな辛み
■有機りんご酢・米酢使用
■サンドイッチやドレッシング、
フライなどに

常温で6ヶ月
有機からし種子（カナダ産）､有機りんご酢･米酢､食塩

（伯方の塩）

80g ¥453 (420)

粒入マスタード

0145

国内産唐辛子、圧搾法一番搾りごま油使用　
香ばしく、深みのある辛さ
■餃子やラーメン、料理のかくし味などに

常温で1年
胡麻油（京都山田のごま油）、桂皮（中国産）、みかんの皮（和歌山産）、山椒・八角（中国産）､生姜・唐辛子・ねぎ（国内産）

30g ¥432 (400)

オーサワ胡麻らー油
島根県奥出雲吉田町産原料100%
春菊・にんじん・ごぼう入りのオリジナル七味
香り高く、マイルドな辛み
■うどんや鍋物、漬物などに

常温で1年
唐辛子･山椒･柚子･春菊･黒胡麻･にんじん･ごぼう（島根産）

七味とうがらし

15g 30¥507 (470) ●入数
6912（ビン入り）

691215g 100¥432 (400) ●入数
3759（袋）

100●入数 60●入数

72●入数

150●入数

6924 58g 30¥561 (520) ●入数（卓上ビン）
6929 58g 60¥388 (360) ●入数（詰替用）

6923 65g 30¥561 (520) ●入数（卓上ビン）
6928 65g 60¥388 (360) ●入数（詰替用）

6924692969236928

3871

瀬戸内海産カキエキスと
いか魚醤の濃厚な旨み
■瀬戸内海産の新鮮なカキを
使用したエキスがベース
■いかと食塩だけで1年間じっくりと
熟成醗酵させた魚醤使用
■化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
カキエキス（カキ､食塩､有機砂糖）､粗糖（鹿児島産）､醤油､
食塩（シママース）､みりん､でん粉､魚醤（いか､食塩）､レモン

115g 30¥464 (430) ●入数

ヒカリ オイスターソース

焼塩（海の精）、昆布粉末（北海道産）、有機バジル（エジプト産）、しいたけ粉末（九州産）、有機黒こしょう・白こしょう（スリランカ
産他）、にんにく粉末（青森産）、生姜粉末（九州産）、有機オレガノ（アメリカ産他）、有機パセリ・タイム（オーストリア産他）

2467

国内産有機ゆず使用　
爽やかなゆずの風味と唐辛子のピリッとした辛み　
和風・アジア料理などに
■唐辛子の辛さにゆずの香りが
楽しめるちょい足し調味料
■パスタ、鍋物、サラダなど
様々な料理のアクセントに
■砂糖不使用
■保存料・香料・化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機ゆず皮（国内産）、有機米酢（国内産）、食塩（メキシコ・オーストラリア・
国内産）、唐辛子（アジア産他）、有機トマトペースト（アメリカ産他）

100g 12¥388 (360) ●入数

ヒカリ 有機ゆず唐辛子HOTソース 0913

国内産有機レモン使用　
爽やかなレモンの風味と唐辛子のピリッとした辛み　
洋風・アジア料理などに
■唐辛子の辛さにレモンの香りが
楽しめるちょい足し調味料
■パスタ、ピザ、サラダなど
様々な料理のアクセントに
■砂糖不使用
■保存料・香料・化学調味料不使用

常温で1年6ヶ月
有機レモン果汁（スペイン・イタリア産他）、有機米酢・レモン皮（国内産）、食塩（メキシコ・
オーストラリア産）、唐辛子（アジア産他）、有機トマトペースト（アメリカ産他）

100g 12¥388 (360) ●入数

ヒカリ 有機レモン唐辛子HOTソース

6904

タイ伝統のレシピで調合　砂糖・化学調味料不使用
青唐辛子の強い辛さとエスニックな風味
■10分で出来る本格タイカレー
■ココナッツミルクと
混ぜて煮るだけ
■炒飯や炒め物などに使って
エスニックメニューも楽しめる
■50gで4〜5人前が目安

常温で2年
青唐辛子（タイ産）､ガーリック（タイ･中国産）､レモングラス･食塩･
ガランガル･シャルロット･カフェライム･ペッパー･ターメリック（タイ産）

50g ¥432 (400) 24●入数

王国のグリーンカレー0166

厳選した14種類のスパイスをブレンド
香り高く絶妙な辛さ
■カレー、ドレッシングや
ソースの風味付け、炒め物、
ピラフ等に

常温で1年
ウコン（インド･中国産）､陳皮（中国産）､コリアンダー（モロッコ･カナダ産）､クミン（インド･
イラン産）､フェネグリーク（インド産）､フェンネル（中国産）､クローブ（マダガスカル･タンザ
ニア産）､唐辛子･シナモン（中国産）､ローレル（トルコ･ギリシャ産）､生姜（中国産）､カルダ
モン（グァテマラ･インド産）､ナツメグ（インドネシア産）､にんにく（中国産）

20g ¥189 (175) 100●入数

オーサワのカレー粉 1481

6種類のスパイスを厳選
香り豊かな本格派

常温で3年
有機ターメリック･シナモン･カレーリーフ･レモングラス･
生姜･白こしょう（スリランカ産）

30g ¥324 (300)

有機カレー粉

■バイオ・ダイナミックス農法
■フェアトレード香辛料
■カレー、ドレッシングや
ソースの風味付け、炒め物、
ピラフ等に

150●入数
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3519

低GIの甘味料
上品な甘み
■リュウゼツラン科のブルーアガベと
呼ばれる植物からつくられた甘味料
■冷たいものにも簡単に溶け、
熱にも強い
■GI値21

常温で3年
有機ブルーアガベ（メキシコ産）

330g 12¥972 (900) ●入数

有機アガベシロップGOLD

310kcal/100g

3526

低GIの甘味料　低温加熱処理　
深みのある甘み
■リュウゼツラン科のブルーアガベと
呼ばれる植物からつくられた甘味料　
■低温加熱処理（48℃以下）の
ローフード　
■冷たいものにも簡単に溶け、
熱にも強い　
■GI値約30（換算値）

常温で3年
有機ブルーアガベ（メキシコ産）

330g 12¥972 (900) ●入数

有機アガベシロップ RAW DARK

307kcal/100g

薪火で煮詰めたこだわりのメープルシロップ　
やわらかな甘みと豊かな香り
■有機栽培のかえでの樹液を濃縮した天然甘味料
■グレード：Canada GradeA アンバー（リッチテイスト）
■菓子や料理に
■便利なワンタッチキャップ（プラボトルのみ）

常温で3年
有機かえで樹液（カナダ産）

オーサワの有機メープルシロップ

9030 250ml（330g） 12¥1,242 (1,150) ●入数（プラボトル）
9032 1L（1320g） 12¥4,320 (4,000) ●入数（プラボトル）

264kcal/100g

3300

色淡く、さらっとした甘み
■かえでの樹液を濃縮した天然甘味料
■グレード：Canada GradeA ゴールデン

（デリケートテイスト）
■色が淡く繊細な風味
■菓子や料理に

常温で3年
かえで樹液（カナダ産）

330g 12¥1,350 (1,250) ●入数

リックさんのメープルシロップ ゴールデン（デリケートテイスト） 6264

メープルシロップ100%使用　
やわらかな甘みとコク　顆粒タイプ
■メープルシロップから水分を取り除き
顆粒状にした
■菓子や料理に

長期保存可
メープルシロップ（カナダ産）

メープルシュガー

170g 20¥972 (900) ●入数

9030 9032 9033

0648

低GI甘味料　
はちみつのような風味、すっきりとした甘み　
使いやすいボトル入り
■リュウゼツラン科のブルーアガベと
呼ばれる植物からつくられた甘味料
■冷たいものにも簡単に溶け、
熱にも強い
■GI値25

308kcal/100g

常温で2年
有機ブルーアガベ（メキシコ産）

500g 24¥1,728 (1,600) ●入数

有機栽培ブルーアガベシロップ

2490

植物性素材でつくったカレールウ　
昔懐かしい、素朴な味わい
■油脂は圧搾法一番搾りなたね油100%使用　
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用　
■粉末タイプ　
■1袋で7〜8皿分

常温で1年
小麦粉（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、なたね油、食塩（伯方の塩）、ピーナッツペースト

（アメリカ・南アフリカ産）、カレー粉、酵母エキス、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、麦芽エキス

オーサワのカレールウ（甘口）

160g 20¥604 (560) ●入数

2491

小麦粉の代わりに玄米粉でつくった植物性カレールウ　
本格スパイスが効いた中にもしっかりとコクがある
■農薬・化学肥料不使用玄米粉100%使用
■小麦不使用
■油脂は有機パーム油を使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■バイオ・ダイナミック農法によるスパイスを使用した
有機カレー粉をブレンド
■粉末タイプ
■1袋で5〜6皿分

常温で10ヶ月
有機パーム油（コロンビア産）、玄米粉（山形・宮城・秋田産）、メープルシュガー（カナダ産）、カレー粉、食塩（メキシコ産）、酵母エキス、
馬鈴薯でん粉（北海道産）、りんご果汁（国内産）、粉末トマト（イタリア産他）、有機黒こしょう（スリランカ産）、有機ココア（ドミニカ産）

オーサワ スパイス香るカレールウ（中辛）

120g 20¥496 (460) ●入数

2343

マクロビオティック中華の素シリーズ
コクがあり辛さ控えめで食べやすい
■ベジミートひき肉タイプ使用　
■豆腐を加えて炒めるだけ　
■天然醸造調味料使用　
■麻婆茄子にも　
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用　
■3人前

常温で2年
昆布だし、粒状植物性たんぱく（小麦たんぱく、大豆たんぱく、なたね油、小麦でん粉、醤油、食塩、昆布粉末）、特別栽培にんじん

（国内産）、味噌、醤油、米飴、馬鈴薯でん粉・りんごジュース（国内産）、老酒、なたね油（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、
おろし生姜（国内産）、おろしにんにく（中国産）、酵母エキス、食塩（海の精）、昆布粉末（国内産）、赤唐辛子（中国産）

180g 20¥378 (350) ●入数

オーサワ麻婆豆腐の素
マ ー ボ ー ド ウ フ

2468

小麦粉の代わりに玄米粉でつくった植物性デミグラスルウ　
深いコクで、素材の旨みを引き立てる
■農薬・化学肥料不使用玄米粉100%使用
■小麦不使用
■油脂は有機パーム油を使用
■隠し味に「有機立科豆みそ」使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■ハヤシライス、シチュー、ハンバーグソースなどに
■粉末タイプ　■1袋で5〜6皿分

常温で10ヶ月
有機パーム油（コロンビア産）、玄米粉（山形・宮城・秋田産）、粉末野菜[トマト（イタリア産他）、玉ねぎ（アメリカ産）、にんにく・生姜

（中国産）、セロリ（インド産）]、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エキス、食塩（メキシコ産）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、りんご
果汁（国内産）、有機豆味噌（有機立科豆みそ）、赤ワイン、麦芽エキス、有機ココア（ドミニカ産）、有機黒こしょう（スリランカ産）

オーサワ コクと旨みのデミグラスルウ

120g 20¥507 (470) ●入数

3758

マクロビオティック中華の素シリーズ
味噌ベースのコクのある味わい
■肉の代わりの植物たんぱくとキャベツ、
ピーマンなどの野菜を炒め合わせるだけ　
■天然醸造調味料使用　
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用　
■3〜4人前

常温で2年
味噌、醗酵調味料、りんごジュース（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、馬鈴薯でん粉・なたね油・おろし
にんにく（国内産）、酵母エキス、醤油、食塩（海の精）、小麦粉・おろし生姜（国内産）、赤唐辛子（韓国産）

100g 20¥299 (277) ●入数

オーサワ回鍋肉の素
ホ イ コ ー ロ ー

2469

小麦粉の代わりに玄米粉でつくった植物性シチュールウ　
クリーミーでコクのある美味しさ
■農薬・化学肥料不使用玄米粉100%使用
■小麦不使用
■油脂は有機パーム油を使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■粉末タイプ
■1袋で5〜6皿分

常温で10ヶ月
有機パーム油、玄米粉（山形・宮城・秋田産）、大豆粉・コーンパウダー（国内産）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、
メープルシュガー（カナダ産）、食塩（メキシコ産）、酵母エキス、オニオンパウダー（アメリカ産）

オーサワ まろやかシチュールウ

120g 20¥453 (420) ●入数

3757

マクロビオティック中華の素シリーズ
醤油ベースのまろやかな味わい
■肉の代わりの植物たんぱくとピーマン、
竹の子などの野菜を炒め合わせるだけ　
■天然醸造調味料使用　
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用　
■3〜4人前

常温で2年
醤油、馬鈴薯でん粉・おろし生姜（国内産）、醗酵調味料、メープルシュガー（カナダ産）、
酵母エキス、胡麻油、おろしにんにく（国内産）、食塩（海の精）、こしょう（マレーシア産）

100g 20¥299 (277) ●入数

オーサワ青椒肉絲の素
チンジャオロース

2492

植物性素材でつくったカレールウ　
昔懐かしい、素朴な味わい
程よい辛みとコクのある味
■油脂は圧搾法一番搾りなたね油使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■粉末タイプ
■1袋で7〜8皿分

常温で1年
小麦粉（岐阜産）、なたね油、食塩（伯方の塩）、ピーナッツペースト（アメリカ・南アフリカ産）、メープルシュガー（カナダ産）、
カレー粉、プルーンピューレ（国内産）、オニオンパウダー、酵母エキス、マサラ、麦芽エキス、トマトパウダー、ガーリックパウダー

オーサワのカレールウ（中辛）

160g 20¥648 (600) ●入数

9033 250ml（330g） 12¥1,242 (1,150) ●入数（ビン）
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0656

伝統の直火釜焚き製法
■まろやかな甘さで滋味深い味わい
■そのまま、または煮物や菓子づくりなどに

常温で1年
もち米水飴（もち米:国内産､麦芽:カナダ産）、麦芽水飴（さつまいもでん粉:国内産､
麦芽:カナダ産）

230g 12¥378 (350) ●入数

こめ練り飴

3304

沖縄産さとうきび100%使用
クセがなく、すっきりとした味わい
■コーヒーや紅茶のほか、
煮物やジャム、お菓子作りなどに
幅広く利用できる
■着色料不使用

常温で2年
さとうきび（沖縄産）

300g 20¥270(250) ●入数

さとうきびの詩（粗糖）
うた

0642

鹿児島県奄美大島産農薬不使用さとうきび100%使用
風味豊かで餅のように柔らかい　お茶請けにも
■平釜による昔ながらの手づくり
■さとうきび本来の風味と甘さ

長期保存可
さとうきび（鹿児島産）

300g 50¥648 (600) ●入数

奄美 純黒糖餅砂糖

6254

有機シナモンにココナッツシュガーを
バランスよくブレンド
■シナモンの上品な香りとココ
ナッツシュガーの優しい甘み
■シナモントーストや果物に
かけるほか、カプチーノや
菓子づくりなどに
■砂糖・香料不使用

常温で2年
有機ココナッツシュガー（インドネシア産）、有機シナモン
パウダー（スリランカ産）

35g 12¥486 (450) ●入数

有機シナモンココナッツシュガー

6197

EUオーガニック規定認定品　
100%純粋はちみつ　
コクのある甘みと豊かな香り
■イタリア中部、トスカーナ州の
百花はちみつ
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造
■野生の花蜜の豊かな香り

常温で2年6ヶ月
はちみつ（イタリア産）

400g 6¥1,894 (1,754) ●入数

ミエリツィア トスカーナの有機ハチミツ

3522

国内産百花はちみつ100%
コクがあり風味豊か　
使いやすいピッチャー入り
■昔ながらの採集方法で採蜜
■抗生物質不使用
■そのままでも、トーストや
ホットケーキ等にもよく合う

常温で2年
はちみつ（国内産）

230g
■数量限定品

12¥2,052 (1,900) ●入数

国産百花はちみつ 3312

EUオーガニック規定認定品
100%純粋はちみつ
上品な甘さでクセがない
■イタリア北部、ロンバルディア州・
ピエモンテ州産のアカシアはちみつ
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造

常温で2年6ヶ月
はちみつ（イタリア産）

6250g ¥1,665 (1,542) ●入数

ミエリツィア アカシアの有機ハチミツ

3313

EUオーガニック規定認定品
100%純粋はちみつ
オレンジの香り漂う柑橘系
■イタリア南部で採蜜された
オレンジはちみつ
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造

常温で2年6ヶ月
はちみつ（イタリア産）

250g 6¥1,244 (1,152) ●入数

ミエリツィア オレンジの有機ハチミツ

0650

北海道産シナはちみつ100%　
ハーブのような爽やかな香り
■シナノキ（菩提樹）から採蜜した
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造
■そのまま食べるほか、
紅茶やトースト、
ホットケーキなどに

常温で2年
はちみつ（北海道産）

160g
■数量限定品

6¥1,944 (1,800) ●入数

北海道産はちみつ（シナ） 0649

北海道産アカシアはちみつ100%　
やさしい香りと上品な甘みでクセがない
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造
■そのまま食べるほか、
トーストやホットケーキなどに

常温で2年
はちみつ（北海道産）

160g
■数量限定品

6¥2,138 (1,980) ●入数

北海道産はちみつ（アカシア）3527

国内産もち米を麦芽で糖化　
ふくよかな甘さと豊かな風味
■国内産原料100%
■丹念にアクをとり、濁らせずに煮詰める手づくり麦芽製法
■雑味のない豊かな風味
■そのまま、または煮物や菓子づくりなどに
■使いやすいボトル入り

常温で1年
もち米・大麦麦芽（国内産）

オーサワもち米あめ

200g 40¥537 (498) ●入数
271kcal/100g

0631

国内産玄米を麦芽で糖化　
琥珀色でカラメルのようなほのかな苦みとコク、
深みのある甘み
■そのまま食べるほか、煮物や菓子づくりなどに
■使いやすいボトル入り

常温で1年
玄米（国内産）、大麦麦芽（カナダ産）

オーサワの玄米水飴（プラボトル）

250g 12¥864 (800) ●入数
326kcal/100g

0629

有機さとうきび100%使用　
クセがなくまろやかな甘み
■石灰不使用
■使いやすい粉末タイプ
■コーヒーや紅茶のほか、
煮物やジャム、菓子づくりに

382kcal/100g

常温で2年
有機さとうきび（ペルー産）

有機黒糖

24500g ¥820 (760) ●入数

0623

さとうきびからつくられたフラクトオリゴ糖シロップ
すっきりとした甘さ・コクのある風味
■鹿児島県種子島産さとうきび使用
■フラクトオリゴ糖約38％含有
■甘味度・カロリーは砂糖の約60％
■使いやすいボトル入り

常温で2年
粗糖（鹿児島県種子島産）

500g 24¥1,058 (980) ●入数

鹿児島さとうきびオリゴ 0628

EUオーガニック規定認定品　
100%純粋はちみつ　
まろやかな甘みとほのかな花の香り
■イタリア中部、トスカーナ州の
クローバーはちみつ
■抗生物質不使用
■40℃以下で製造
■野生の花蜜の豊かな香り

常温で1年6ヶ月
はちみつ（イタリア産）

400g 6¥1,894 (1,754) ●入数

ミエリツィア クローバーの有機ハチミツ

0625

有機ココナッツ花蜜100%使用　
低GI食品　すっきりとしたやさしい甘み
■コーヒーや紅茶のほか、
料理やお菓子づくりにも
■GI値48

30kcal/8g

常温で2年
有機ココナッツ花蜜（インドネシア産）

オーガニックココナッツシュガー0645

農薬・化学肥料不使用デーツ100%使用　
さらっとしてクセのない、まろやかな味わいに
仕上げたライトタイプ
■デーツ（別名なつめやし）果汁を
濃縮した天然シロップ
■コーヒーや紅茶に混ぜるほか、
パンケーキやトーストに
■砂糖不使用

常温で1年
デーツ（イラン産）

デーツシロップ

12●入数270g ¥1,188 (1,100)
301kcal/100g

2399

砂糖を使わないお菓子づくりに　
7倍濃縮りんご果汁
■濃厚な甘みと酸味
■希釈して飲むほか、かき氷等にかけて
■砂糖不使用

常温で2年
有機濃縮りんご果汁（アルゼンチン・セルビア産他）

265g 12¥1,458 (1,350) ●入数

オーサワの有機りんごシロップ 3315

農薬・化学肥料不使用ココナッツ花蜜100%使用
低GI食品　クセのない甘みで使いやすい
■ヤシ樹液を煮詰めてつくった
■生産者限定
■GI値約35（参考値）

長期保存可
ココナッツ花蜜（インドネシア産）

300g 10¥799 (740) ●入数 300g 25¥756 (700) ●入数

やし糖6252

有機さとうきび100%使用　
クセがなく、すっきりとした甘み
■有機さとうきびを使用した粗糖
■コーヒーや紅茶のほか、
煮物やジャム、菓子作りに

400kcal/100g

常温で2年
有機さとうきび（ブラジル産）

400g 30¥529 (490) ●入数

オーガニックシュガー
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9070

有機オレンジを贅沢に使用　
甘みと苦みのバランスが絶妙　砂糖不使用
■オレンジの果肉と果皮の食感を残し仕上げた
■デザートのソースや料理の味付けにも
■レモン由来のペクチン使用
■保存料・着色料不使用

常温で3年
有機オレンジ（イタリア産）、有機濃縮果汁（りんご:イタリア産）、ゲル化剤[ペクチン（レモン由来:EU産）]

オーサワの有機オレンジジャム

210g 6¥399 (370) ●入数

9071

有機いちごを贅沢に使用　
芳醇な香りと甘酸っぱさ　砂糖不使用
■いちごのフレッシュ感を残し、滑らかに仕上げた
■デザートのソースや料理の味付けにも
■レモン由来のペクチンを使用
■保存料・着色料等不使用

常温で3年
有機いちご（EU・イタリア産）､有機濃縮果汁（りんご:イタリア産）､ゲル化剤[ペクチン（レモン由来:EU産）]、有機レモン果汁（イタリア産）

オーサワの有機ストロベリージャム

210g 6¥399 (370) ●入数

1321

希少な国内産なつめ100%　
クセがなく味わい豊か
■福井県棗地区の自社農園と
契約農家で栽培収穫
■減農薬栽培
■国産で唯一の貴重な「なつめエキス」
■そのまま食べるほか、甘味料代わりや
フルーツソースとしても

常温で1年
なつめ（福井･新潟産）

220g
■数量限定品

24¥4,628 (4,286) ●入数

国産なつめエキス
甘み、旨みがあり、艶やか

艶、粘り、甘みのある品種を厳選

■山形産有機玄米つや姫100%
■農薬不使用期間5年以上

■国内産有機玄米100%
■農薬不使用期間5年以上

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）

有機米（山形産）

有機米（国内産）

有機玄米（つや姫）山形産

有機玄米（国内産）

3040

3023

5kg

5kg

4

4

¥4,374

¥4,212

(4,050)

(3,900)

●入数

●入数

3039

3022

2kg

2kg

10

10

¥1,836

¥1,782

(1,700)

(1,650)

●入数

●入数

粘り、甘みがあり、ふっくら炊きあがる
■熊本県湯前産にこまる100%
■農薬不使用期間5年以上
■コシヒカリの系統を引き継ぐヒノヒカリの
後継品種

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（熊本産）

有機玄米（にこまる）熊本産

6656 5kg 4¥4,644 (4,300) ●入数

6655 2kg 10¥1,944 (1,800) ●入数

6656

艶、粘り、甘みのある品種を厳選
■九州産有機米100%
■農薬不使用期間5年以上

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（九州産）

有機玄米（九州産）

3030 5kg 4¥4,644 (4,300) ●入数
3029 2kg 10¥1,944 (1,800) ●入数

甘み、粘りに優れ、香りがよい
■新潟産有機玄米コシヒカリ100%　
■農薬不使用期間5年以上

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（新潟産）

有機玄米（新潟産コシヒカリ）

3026
3025

5kg
2kg

4

10

¥4,968
¥2,052

(4,600)
(1,900)

●入数

●入数

甘み、粘りに優れ、香りがよい
■国内産有機玄米コシヒカリ100%
■農薬不使用期間5年以上

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（国内産）

有機玄米（コシヒカリ）国内産

3028 5kg 4¥4,536 (4,200) ●入数

3027 2kg 10¥1,944 (1,800) ●入数
6151 300g 65¥486 (450) ●入数

30286151

6153 300g 65¥486 (450) ●入数

あっさりしていて風味がよい
■国内産有機玄米ササニシキ100%　
■農薬不使用期間5年以上

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（国内産）

有機玄米（ササニシキ）国内産

3034 5kg 4¥4,320 (4,000) ●入数

3033 2kg 10¥1,792 (1,660) ●入数

30346153

旨み、香り、粘りのバランスがよい
生産者の少ない貴重な品種
■山形の伝統品種「さわのはな」
■農薬不使用期間5年以上
■胚芽が大きめで、玄米や胚芽米に向いている
■さっぱりとした甘さ
■生産者限定

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（山形産）

有機玄米（さわのはな）山形産

2177 2kg ¥2,052 (1,900) 10●入数
2178 5kg ¥4,968 (4,600) 4●入数

2178

3030

3026

3040

3023

甘みと苦みのバランスが絶妙のオーガニック
ジャムです。イタリアを中心としたＥＵ域内の
原料を使い製造しています。砂糖不使用で
素材の美味しさがいきています。パンやポン
センにつけて食べても美味しくいただけます。

いちごの甘酸っぱさが特徴のオーガニック
ジャムです。イタリアを中心にEU域内の原料を
使い製造しています。砂糖不使用で素材の
美味しさがいきています。パンやポンセンに
つけて食べても美味しくいただけます。

2924

カリフォルニア産有機プルーン100％
まろやかな甘みと酸味、芳醇な香り
■有機乾燥プルーンをカリフォルニアで
エキス抽出し、国内で充填
■鉄やポリフェノール・食物繊維含有
■パンやクラッカーにつけたり、アイスクリームや
ヨーグルトなどにかけて食べる
■カレーやシチューの隠し味にも
■ポリフェノール：1,300mg/100g

常温で2年6ヶ月
有機プルーンエキス（アメリカ産）

有機栽培プルーンエキス

260g 24¥2,160 (2,000) ●入数



胚芽米等玄米のぬか層の全部または一部を取り除いて精白したものに関しては、玄米を精白した年月日「精米年月日」を記載することになっています。 収穫された玄米を袋詰調整した日付です。なお JAS 法に基づき、外袋には「賞味期限」ではなく「調整年月日」を記載しています。ちなみに、

玄米の袋に記載されている「調整年月日」とは？米・小麦・シリアル 米・小麦・シリアル

26 27

農薬・化学肥料不使用
艶、粘り、甘みのある品種を厳選
■北海道産米100%
■ゆめぴりか/ななつぼし/おぼろづき等を予定
■生産者限定

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
特別栽培米（北海道産）

特別栽培玄米（北海道産）

3042 5kg 4¥4,212 (3,900) ●入数
3041 2kg 10¥1,728 (1,600) ●入数

3042

6657

秋田県大潟村産有機玄米あきたこまち100%　
乳酸菌生成エキス農法　
粘り、甘さ、香りのバランスがよい
■農薬不使用期間20年以上の生産者限定　
■土の有効微生物を増やし、稲の根を
丈夫に育てる乳酸菌生成エキス農法　
■合鴨農法

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機米（秋田産）

ラクティス米

2kg 12¥1,944 (1,800) ●入数

3073

秋田県大潟村産有機玄米あきたこまち100%　
炊飯器で手軽にふっくら炊ける
■特殊製法により、筋状の傷を入れて、
表皮の保護膜を取り除き、
水分を含みやすくした

常温で6ヶ月
有機米（秋田産）

1kg 20¥1,338 (1,239) ●入数

やわらか有機玄米（あきたこまち）

生命力あふれる有機発芽玄米
玄米本来の甘みと旨み
■製造工程でボイルしていない生きた発芽玄米
■玄米と同様に炊飯できる

常温で6ヶ月
有機玄米（秋田産）

有機活性発芽玄米（国内産）

0265 500g ¥777 (720)
0244 2kg ¥2,700

10●入数

5●入数(2,500)

3052

もっちりしていて冷めても美味しい
■低速・低温精米

常温で4ヶ月
有機米（国内産）

2kg 10¥2,376 (2,200) ●入数

有機五分搗き米（国内産）0275

粘りと甘みがある
コシの強い餅ができる
■赤飯やおはぎ、餅づくりに

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機もち玄米（国内産）

1kg 20¥1,058 (980) ●入数

有機もち玄米（国内産）

0259

秋田産有機玄米あきたこまち100%
甘みと旨みがある
■白米と同様に炊飯できる

常温で6ヶ月
有機玄米（秋田産）

500g ¥864 (800) 50●入数

発芽玄米（国内産）

■数量限定品

農薬・化学肥料不使用
甘み、粘りに優れ、香りがよい
■国内産特別栽培玄米コシヒカリ100%

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
特別栽培米（国内産）

特別栽培玄米（コシヒカリ）国内産

3038
3037

5kg
2kg

4

10

¥4,212
¥1,782

(3,900)
(1,650)

●入数

●入数

3038

0244

2232

国内産原料100%　農薬不使用
15種類の穀物・豆をブレンド
色合いよく、もちもちとした食感

常温で1年
有機黒米（国内産）､押麦･黒豆･青豆･大豆（国内産）､有機もち米･胚芽米（国内産）､発芽玄米（国内産）､
丸麦･もちきび･もちあわ（国内産）、有機赤米（国内産）､たかきび･アマランサス･はと麦（国内産）

300g 60¥1,404 (1,300) ●入数

オーサワの十五穀米

■米1合に対して大さじ1杯（約10g）混ぜて

3064

国内産有機米100%
■白米と同様に炊飯できる

常温で4ヶ月
有機米（国内産）

2kg 10¥2,484 (2,300) ●入数

有機胚芽つき白米（国内産）

0258

■もち種
■米に1〜2割混ぜて炊けばきれいな紫色

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
黒米（岩手産）

500g 30¥1,598 (1,480) ●入数

黒米（国内産）
く ろ ご め

国内産原料100%　8種類の雑穀・豆をブレンド
甘みがありもちもちとして食べやすい
■米1合に対して大さじ1杯（約15g）混ぜて

常温で1年
胚芽押麦･玄そば･はと麦･もちきび･もち赤米･黄大豆･もちあわ･とうもろこし（国内産）

オーサワの充実雑穀（国内産）

2209 1kg 20¥2,484 ●入数

2208 250g 30¥734 ●入数(680)
(2,300) 22092208

2200

国内産有機黒米100%
もちもちとしてコクのある味わい
■もち種
■米に1〜2割混ぜて炊けばきれいな紫色

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機黒米（国内産）

200g ¥734 (680)

オーサワの有機黒米（国内産）
く ろ ご め

6636

九州産有機原料100%
16種類の穀物・豆をブレンド
色合いよく、ぷちぷちとした食感
■米1合に対して大さじ1杯（約12g）混ぜて

常温で1年6ヶ月
有機もち玄米・もち麦・もち黒米・発芽玄米・黄大豆・うるち玄米・もち赤米・はだか麦・
焙煎玄米・もちあわ・ひえ・もちきび・はと麦・黒ささげ・なた豆・とうもろこし（熊本産）

オーサワの九州産有機十六穀米

300g 28¥1,512 (1,400) ●入数

80●入数

国内産黒米100%
もちもちとしてコクのある味わい

2231

国内産原料100%　
10種類の穀物・豆をブレンド　
青大豆の風味と食感がよい
■山形産黒神青大豆入り
■米1合に対して
大さじ1杯（約10g）混ぜて

常温で1年
押麦･玄米･青大豆･たかきび･もち赤米･もちきび･
もちあわ･もち黒米･ひえ･アマランサス（国内産）

270g ¥772 (715)

美十穀
び じゅっこく

48●入数

3061

国内産有機赤米100%
あっさりとした味わい
■うるち種
■米に1〜2割混ぜて炊けばきれいな桜色

調製年月日で表示（1年ぐらいを目安に）
有機赤米（国内産）

250g 20¥1,017 (942) ●入数

有機赤米（国内産）
あ か ご め



農薬不使用　
もちもちとした食感、ほのかな甘み

長野のもちきび2220 200g 30¥734 もちきび（長野産） 常温で
1年(680)■数量限定品

農薬不使用　
もちもちした食感と適度な粘り

長野のもちあわ2221 200g 30¥734
(680) もちあわ（長野産） 常温で

1年■数量限定品

米・小麦・シリアル 米・小麦・シリアル

28 29

0278

農薬不使用　
ほのかな甘み、弾力のある歯ごたえ
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてひき肉の代用としても

常温で1年
高きび（長野産）

200g
■数量限定品

30¥712 (660) ●入数

オーサワの高きび（長野産）

3063

農薬・化学肥料不使用　
淡白でやさしい味
■米に1〜2割混ぜて
■スープや粥などにも

常温で1年
ひえ（国内産）

250g 30¥842 (780) ●入数

国内産 稗
ひえ

2228

農薬不使用　
もちもちとした食感と適度な粘り
■米に1〜2割混ぜて
■もちやぜんざいの
材料などにも

常温で1年
もちあわ（岩手･長崎産）

200g 50¥781 (724) ●入数

もちあわ

2226

農薬・化学肥料不使用　
ほのかな甘み、弾力のある歯ごたえ
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてひき肉の代用としても

常温で1年
高きび（岩手産）

200g 50¥699 (648) ●入数

オーサワの高きび（国内産）

6659

もちもちとした食感、
ほのかな甘み
■米に1〜2割混ぜて
■団子やもちの
材料などにも

常温で1年
有機もちきび（北海道産）

200g
■数量限定品

50¥745 (690) ●入数

オーサワの有機もちきび（北海道産） 2227

もちもちとした食感、
ほのかな甘み
■米に1〜2割混ぜて　
■団子やもちの材料などにも

常温で1年
もちきび（岩手･北海道･長崎産）

200g 50¥740 (686) ●入数

オーサワのもちきび 3074

農薬・化学肥料不使用　
豊かな香りとほのかな甘み
■米に1〜2割混ぜて
■そば粥や吸い物、
そば味噌などにも

常温で1年
特別栽培実そば（岩手産）

200g
■数量限定品

¥604 (560) 50●入数

オーサワの岩手産特別栽培実そば 0266

農薬不使用　
豊かな香りとほのかな甘み
■米に1〜2割混ぜて
■そば粥や吸い物、
そば味噌などにも

常温で1年
そばの実（秋田・岩手産）

250g ¥642 (595) 50●入数

オーサワの実そば6658

豊かな香りとほのかな甘み
■米に1〜2割混ぜて
■そば粥や吸い物、
そば味噌などにも

常温で1年
有機実そば（北海道産）

200g 50¥648 (600) ●入数

オーサワの有機実そば（北海道産）

2236

国内産有機たかきび100%
ほのかな甘み、弾力のある歯ごたえ
■茹でてひき肉の代用として
■米に1〜2割混ぜて炊く

常温で1年
有機高きび（青森・岩手産）

200g
■数量限定品

50¥820 (760) ●入数

オーサワの有機高きび

2223

淡白でやさしい味
■米に1〜2割混ぜて
■スープや粥などにも

常温で1年

200g 50¥699 (648) ●入数

ひえ

ひえ（岩手産）

3047

■米に1〜2割混ぜて
■団子やもちの材料などにも

常温で1年
有機もちきび（中国内モンゴル自治区産）

200g 80¥540 (500) ●入数

有機もちきび（内モンゴル産）

3048

内モンゴルの大自然の中で
育った有機もちあわ
もちもちとした食感と
適度な粘り
■米に1〜2割混ぜて
■もちやぜんざいの
材料などにも

常温で1年
有機もちあわ（中国内モンゴル自治区産）

200g 80¥540 (500) ●入数

有機もちあわ（内モンゴル産）0309

もちもちとした食感と
適度な粘り
■米に1〜2割混ぜて
■もちやぜんざいの
材料などにも

常温で1年
有機もちあわ（青森産）

200g 50¥799 (740) ●入数

オーサワの有機もちあわ（国内産）

6617

淡白でやさしい味
■米に1〜2割混ぜて
■スープや粥などにも

常温で1年
有機ひえ（北海道産）

200g

■2018年1月入荷予定
■数量限定品

50¥745 (690) ●入数

オーサワの有機ひえ（北海道産）

2224

歯ごたえがありコクがある　
ほのかな甘みと旨み
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピング、
スープなどにも

常温で1年
はと麦（岩手・北海道・佐賀・富山産）

200g 50¥772 (715) ●入数

はとむぎ（丸粒） 2225

歯ごたえがありコクがある　
食べやすいひき割りタイプ
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピング、
スープなどにも

常温で1年
はと麦（岩手･北海道･栃木･富山産）

200g 50¥772 (715) ●入数

オーサワのはとむぎ（割れ）3069

歯ごたえがありコクがある　
皮付きならではの風味
■玄米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピング、
スープなどにも

常温で1年
はと麦（岩手・富山産）

200g 50¥772 (715) ●入数

はとむぎ（皮付き）

2234

歯ごたえがありコクがある　
皮付きならではの風味
■玄米に1〜2割混ぜて
■茹でてサラダのトッピング、スープなどにも

常温で1年
有機はと麦（岩手産）

150g 100¥658 (610) ●入数

オーサワの有機はと麦（皮付き） 2235

歯ごたえがありコクがある　
ほのかな甘みと旨み
■米に1〜2割混ぜて
■茹でてサラダのトッピング、スープなどにも

常温で1年
有機はと麦（岩手産）

150g 100¥799 (740) ●入数

オーサワの有機はと麦（丸粒）

6624

もちもちとした食感
皮付きならではの風味
食物繊維豊富
■米に1〜2割混ぜて
■茹でてサラダのトッピングなどにも

常温で1年6ヶ月
有機大麦[もち麦（熊本産）]

150g 30¥524 (486) ●入数

オーサワの有機もち麦（熊本県湯前産） 3043

もちもちとした食感でほんのり甘い　
皮付きならではの風味
■米に1〜2割混ぜて
■茹でてサラダのトッピングなどにも

常温で1年
有機大麦[もち麦（熊本産）]

オーサワの有機もち麦（熊本産）

150g 80¥524 (486) ●入数

■数量限定品■数量限定品

■2018年1月再開予定

ゆのまえ

内モンゴルの大自然の中で
育った有機もちきび
もちもちとした食感と
ほのかな甘み
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6620

もちもちとした
食感でほんのり甘い
■玄米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピングや
スープなどにも

常温で1年
有機大麦（岩手産）

250g 50¥561 (520) ●入数

オーサワの有機丸麦（三分搗き）

3049

香ばしくほのかな甘み

■海外認定原料使用
■粥や菓子などにも

常温で6ヶ月
オーツ麦（アメリカ産）

180g 50¥270 (250) ●入数

オートミール（全粒）

2210

農薬・化学肥料不使用
もちもちとした食感でほんのり甘い
■玄米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピングや
スープなどにも

常温で1年
特別栽培大麦（宮城･秋田・岩手産）

300g 60¥453 (420) ●入数

オーサワの丸麦（五分搗き） 2211

農薬・化学肥料不使用　
歯ごたえよくほんのり甘い
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてサラダのトッピングや
スープなどにも

常温で1年
特別栽培大麦（宮城･秋田・岩手産）

300g 48¥453 (420) ●入数

オーサワの押麦（五分搗き）

6138

有機米使用　
米味噌・甘酒・塩こうじづくりに
■生こうじのような風味
■1袋で約1.5kgの米味噌ができる

常温で5ヶ月
有機米（島根・滋賀・北海道産）､麹菌

500g 24¥1,350 (1,250) ●入数

やさかの有機乾燥米こうじ（白米）

6143

有機玄米使用　
玄米こうじならではの香り　
玄米味噌・甘酒・塩こうじづくりに
■生こうじのような風味　
■1袋で約1.5kgの玄米味噌ができる

常温で5ヶ月
有機玄米（島根・滋賀・北海道産）、麹菌

500g 24¥1,506 (1,395) ●入数

オーサワの有機乾燥玄米こうじ

3068

農薬・化学肥料不使用　
ぷちぷちとした食感
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてパスタソースや
スープなどにも

常温で1年
アマランサス（岩手産）

80g 50¥513 (475) ●入数

オーサワの国内産アマランサス 6644

ぷちぷちとした食感

■海外認定原料使用　
■米に1〜2割混ぜて　
■茹でてパスタソースや
スープなどにも

常温で6ヶ月
アマランス（ペルー･ボリビア産）

80g ¥324 (300)

アマランス（全粒）

6625

ぷちぷちとした食感、
クセのない味わい
■米に1〜2割混ぜて　
■スープやサラダ、
リゾットなどにも

常温で1年
有機キンワ（ペルー産）

340g 12¥993 (920) ●入数

オーガニック キンワ（キヌア）粒 2207

麻の実の豊かな風味とコク
■非加熱
■そのまま食べるほか、
飲み物や料理に混ぜて

常温で1年6ヶ月
有機麻の実（カナダ産）

有機麻の実ナッツ（非加熱）

180g 12¥1,782 (1,650) ●入数

100●入数

2219

ぷちぷちとした食感、
クセのない味わい
■米に1〜2割混ぜて
■サラダやスープ、
リゾットなどにも

常温で1年
有機キヌア（ボリビア産）

150g 93¥518 (480) ●入数

オーガニック キヌア

0673

国内産原料使用
ひしお味噌（なめ味噌）が手軽につくれる
■甘酒、醤油、水などを混ぜて醗酵させる
一週間ほどで食べられるが、
熟成させるほど旨みが増す

常温で6ヶ月
大麦（佐賀産）､丸大豆（岡山産）､麹菌

550g 16¥853 (790) ●入数

ひしおの糀
は な

有機玄米を使用した乾燥こうじです。
玄米こうじならではの香りとコクが、
料理や手作り味噌などにより一層の
おいしさを加えます。

0671

佐賀産丸麦使用　
麦味噌づくりに
■生こうじのような風味　
■1袋で約1.5kgの麦味噌ができる

常温で6ヶ月
丸麦（佐賀産）

乾燥麦こうじ

500g 16¥1,112 (1,030) ●入数

■10月〜4月数量限定品

0672

岡山産農薬・化学肥料不使用玄米使用　
玄米こうじならではの香りとコク　
玄米味噌・甘酒・塩こうじづくりに
■生こうじのような風味　
■1袋で約1.5kgの玄米味噌ができる

常温で6ヶ月
玄米（岡山産）

乾燥玄米こうじ

500g 16¥1,188 (1,100) ●入数

■10月〜4月数量限定品

0587

玄米粥を丁寧に裏ごし
滑らかな口当たり
■有機活性発芽玄米使用
■料理の素材としても
■養生食、離乳食にも

29kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､食塩（海の精）

100g 20¥237 ●入数

オーサワの有機活性発芽玄米クリーム
（プレーン）

(220)

2545

玄米粥を丁寧に裏ごし
滑らかな口当たり
飲み口つきで便利
■有機玄米使用
■料理の素材としても
■養生食、離乳食にも

62kcal/袋

常温で1年
有機玄米（山形・秋田産）､食塩（海の精）

200g 20¥378 (350) ●入数

有機絹ごし玄米クリーム（チューブ容器入り）0593

玄米粥を丁寧に裏ごし
滑らかな口当たり
■籾すりしたての

「今ずり」有機玄米使用
■料理の素材としても
■養生食、離乳食にも

62kcal/袋

常温で1年
有機玄米（山形・秋田産）､食塩（海の精）

200g ¥302 (280) 20●入数

有機絹ごし玄米クリーム

6149

九州産有機本葛使用　喉ごし滑らか　
玄米のやさしい甘みと旨み
■国内産有機玄米使用
■じっくりコトコトと炊き上げた玄米粥に葛粉を加え、
とろりと仕上げた
■養生食にも

常温で1年
有機玄米（秋田・山形産）、有機本葛粉（鹿児島・宮崎産）、食塩（海の精）

オーサワの有機葛入り玄米粥

200g ¥248 (230) 20●入数

99kcal/袋

6150

九州産有機本葛粉100%使用　
温めるだけで手軽に飲める　砂糖不使用
■そのまま、または温めて
■本葛ならではの滑らかな喉ごし
■養生食のほか、常備食としても

常温で1年
有機葛粉（鹿児島・宮崎産）、食塩（海の精）

100g 20¥216 (200) ●入数

オーサワの有機くず湯
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2457

有機活性発芽玄米、岡山産はと麦使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた　
■ふっくら、もちもちとした食感　
■伝統海塩「海の精」使用　
■温めるだけで
手軽に食べられる

146kcal/個

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､はと麦（岡山産）､食塩（海の精）

90g×2個 12¥399 (370) ●入数

オーサワの国内産
有機活性発芽玄米おにぎり（はとむぎ入り） 2459

有機活性発芽玄米、和歌山産紫蘇使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた　
■ふっくら、もちもちとした食感　
■紫蘇の豊かな香りと
ほのかな酸味　
■伝統海塩「海の精」使用　
■温めるだけで
手軽に食べられる

131kcal/個

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､紫蘇加工品（和歌山産）､
食塩（海の精）

2458

有機活性発芽玄米、鳴門産わかめ使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた　
■ふっくら、もちもちとした食感　
■磯の香り豊かなわかめ入り　
■伝統海塩「海の精」使用　
■温めるだけで
手軽に食べられる

128kcal/個

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､わかめ加工品（鳴門産）､
食塩（海の精）

90g×2個 12¥399 (370) ●入数90g×2個 12¥399 (370) ●入数

オーサワの国内産
有機活性発芽玄米おにぎり（わかめ入り）

2456

有機活性発芽玄米使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた　
■ふっくら、もちもちとした食感　
■伝統海塩「海の精」使用　
■温めるだけで
手軽に食べられる

126kcal/個

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､食塩（海の精）

90g×2個 12¥399 (370) ●入数

オーサワの国内産
有機活性発芽玄米おにぎり（塩）

オーサワの国内産
有機活性発芽玄米おにぎり（しそ入り）

2301

有機活性発芽玄米、国内産野菜使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■ごぼう、にんじん、切干大根、
椎茸入り
■茜醤油のみで味付け
■温めるだけで
手軽に食べられる

219kcal/パック

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､ごぼう･にんじん･切干
大根･椎茸（国内産）､醤油（茜醤油）

160g 20¥302 (280) ●入数

オーサワの五目入り発芽玄米ごはん

6135

有機玄米使用
国内産野菜をたっぷり加えて炊き上げた
■オーサワの野菜ブイヨン・
カレー粉で味付け
■スパイシーなカレー味
■ノンオイル
■砂糖・動物性原料不使用

106kcal/袋

常温で1年
有機玄米（秋田・山形産）､野菜［玉ねぎ･じゃがいも･にんじん･セロリ･
とうもろこし（国内産）］･トマトピューレ（国内産）､野菜ブイヨン､
カレー粉､食塩（海の精）､香辛料［有機黒こしょう・白こしょう］

180g 20¥280 (260) ●入数

玄米カレーリゾット

2302

有機活性発芽玄米、国内産雑穀使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた 
■ふっくら、もちもちとした食感 
■玄米と6種の雑穀の
味わいが楽しめる
■温めるだけで
手軽に食べられる

240kcal/パック

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､きび･緑米･はと麦･あわ･
丸麦･ひえ（国内産）

160g 20¥313 (290) ●入数

オーサワの雑穀入り発芽玄米ごはん

0609

有機活性発芽玄米使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■温めるだけで
手軽に食べられる

240kcal/パック

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）

160g 20¥270 (250) ●入数

オーサワの
有機発芽玄米ごはん

2463

有機活性発芽玄米使用
豆乳をベースに3種のきのこを加えて炊き上げた
■オーサワの野菜ブイヨンで味付け
■きのこの旨みたっぷり、
クリーミーな味わい
■ノンオイル
■砂糖・動物性原料不使用

108kcal/袋

常温で1年
豆乳（国内産）､有機発芽玄米（秋田・山形産）､玉ねぎ・えのき･
とうもろこし･舞茸（国内産）､野菜ブイヨン､ワイン・マッシュルーム

（国内産）､食塩（海の精）､香辛料（有機黒こしょう・白こしょう）

180g 20¥280 (260) ●入数

オーサワの発芽玄米豆乳きのこリゾット

0610

有機玄米使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■温めるだけで
手軽に食べられる

常温で1年
有機玄米（秋田・山形産）

160g 20¥237 (220) ●入数

有機玄米ごはん

241kcal/パック

6140

有機玄米・もち玄米・黒豆使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた 
■もちもちとした食感と
黒豆の風味
■温めるだけで
手軽に食べられる

常温で1年
有機玄米・もち玄米・黒豆（国内産）、食塩（海の精）

160g 20¥280 (260) ●入数

有機黒豆入り玄米おこわ

265kcal/パック

2462

有機活性発芽玄米使用
トマトをベースに玉ねぎ、にんじん、ごぼう、
とうもろこしを加えて炊き上げた
■オーサワの野菜ブイヨンで味付け
■国内産野菜の旨みたっぷり
■ノンオイル
■砂糖・動物性原料不使用

136kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､玉ねぎ（国内産）､トマトピューレ

（国内産）､にんじん･ごぼう･とうもろこし（国内産）､野菜ブイヨン､
食塩（海の精）､有機黒こしょう､有機白こしょう

200g 20¥280 (260) ●入数

オーサワの発芽玄米トマトリゾット

0618

有機活性発芽玄米使用
■じっくりコトコトと
炊き上げた
■玄米の甘みと
旨みがいきている

80kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､食塩（海の精）

200g 20¥248 (230) ●入数

オーサワの有機活性発芽玄米粥

6139

有機活性発芽玄米使用　
発芽玄米を梅醤入り番茶で炊き上げた

常温で1年
有機発芽玄米（国内産）、ねり梅（龍神梅）、有機ほうじ茶

（京都産）、醤油（茜醤油）、生姜（国内産）

200g ¥237 (220) 20●入数

オーサワの梅醤発芽玄米番茶粥

■有機三年番茶で炊いた
発芽玄米粥にねり梅（龍神梅）、
醤油（茜醤油）、
おろし生姜を加えた
■梅干しの酸味と生姜の風味
■養生食にも

90kcal/袋

2297

有機活性発芽玄米使用　
雑穀や豆、野菜、海藻等30種類もの食材を
バランスよく配合
■じっくりコトコトと炊き上げた
■風味豊かで滋味深い

101kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）、とうもろこし･しめじ･えのき（国内産）､食塩（海の精）､
黒米･赤米･緑米･はと麦･丸麦･きび･あわ･押し麦･ひえ･黒豆･小豆･大豆（国内産）､
松の実･クコの実（中国産）､胡麻･ごぼう･切干大根･にんじん･れんこん･舞茸･椎茸･
昆布･アマランサス･えごま･ひじき･わかめ（国内産）

220g 20¥302 (280) ●入数

壮健粥
そ う け ん が ゆ

0620

有機活性発芽玄米、
有機小豆使用
■じっくりコトコトと
炊き上げた
■玄米と小豆の甘み

80kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）、有機小豆（北海道産）､
食塩（海の精）

200g 20¥248 (230) ●入数

オーサワの有機発芽玄米あずき粥

0589

玄米粥とかぼちゃを
丁寧に裏ごし
滑らかな口当たり
■有機活性発芽玄米使用
■国内産かぼちゃ使用
■料理の素材としても
■養生食、離乳食にも

37kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）、南瓜（国内産）､食塩（海の精）

100g 20¥259 (240) ●入数

オーサワの活性発芽玄米クリーム
（かぼちゃ） 0590

玄米粥と小松菜を
丁寧に裏ごし　
滑らかな口当たり
■有機活性発芽玄米使用
■国内産小松菜使用
■料理の素材としても
■養生食、離乳食にも

34kcal/袋

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､小松菜（宮崎産）､食塩

（海の精）

100g 20¥259 (240) ●入数

オーサワの活性発芽玄米クリーム
（小松菜）

0591

籾すりしたての
「今ずり」有機玄米使用
■じっくりコトコトと
炊き上げた
■玄米の甘みと
旨みがいきている

82kcal/袋

常温で1年
有機玄米（山形・秋田産）､食塩（海の精）

200g 20¥221 (205) ●入数

オーサワの有機玄米粥 2569

籾すりしたての「今ずり」有機玄米、
農薬・化学肥料不使用小豆使用
■じっくりコトコトと
炊き上げた
■玄米と小豆の甘み

94kcal/袋

常温で1年
有機玄米（山形・秋田産）、小豆（北海道産）､食塩（海の精）

200g 20¥221 (205) ●入数

オーサワの玄米あずき粥

2571

国内産有機玄米使用　
ほのかな小豆の甘み
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■温めるだけで
手軽に食べられる

常温で1年
有機玄米（国内産）、小豆（国内産）

160g 20¥248 (230) ●入数

国産小豆の玄米小豆ごはん

2419

国内産有機活性発芽玄米、
農薬・化学肥料不使用小豆使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■小豆のほのかな甘み
■温めるだけで
手軽に食べられる

240kcal/パック

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､小豆（北海道産）

160g 20¥291 (270) ●入数

オーサワの発芽玄米ごはん（小豆入り）

2453

国内産有機玄米・もち玄米、
農薬・化学肥料不使用小豆使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■もちもちとした食感と
小豆のほのかな甘み
■温めるだけで
手軽に食べられる

291kcal/パック

常温で1年
有機玄米（秋田産）、有機もち玄米（富山・秋田・山形産）、
有機小豆（北海道産）、食塩（海の精）

160g 20¥280 (260) ●入数

オーサワの小豆入り玄米おこわ

232kcal/パック

2352

有機玄米、
農薬・化学肥料不使用「龍神梅」使用　
梅干しを丸ごと一つ加えて炊き上げた
■梅の酸味と粥のとろみ
■昔ながらの梅干しの味わい

88kcal/袋

常温で1年
有機玄米（秋田・山形産）、梅干（龍神梅）

200g 20¥237 (220) ●入数

オーサワの龍神梅入り玄米粥
りゅうじんうめ
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2460

有機活性発芽玄米・有機小豆、国内産ごま使用
■圧力鍋で丁寧に炊き上げた
■ふっくら、もちもちとした食感
■小豆のほのかな甘みと
ごまの豊かな風味
■伝統海塩「海の精」使用
■温めるだけで手軽に食べられる

136kcal/個

常温で1年
有機発芽玄米（秋田・山形産）､有機小豆（北海道産）､
胡麻（国内産）､食塩（海の精）

90g×2個 12¥399 (370) ●入数

オーサワの国内産
有機活性発芽玄米おにぎり（小豆入り）

0602

黒豆の風味と噛みごたえ
■有機もち玄米使用
■杵づき
■黒豆6%入り
■焼き餅、雑煮、
油で揚げて大根おろしで
■非常食にも

119kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､有機黒豆

（青森・岩手・北海道産）､食塩（海の精）

300g（6個） 20¥529 (490) ●入数

有機黒豆入玄米もち

2290

有機活性発芽玄米使用
コクと甘みのある杵づき餅
■搗きたての風味そのまま
■強い粘りと風味が生きている

115kcal/個

常温で1年
有機発芽もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）

300g（6個） 20¥540 (500) ●入数

オーサワの有機活性発芽玄米餅

0604

有機もち玄米、岩手産もちきび使用
■有機もち玄米使用
■杵づき
■きびの香りと甘み
■焼き餅、雑煮、
油で揚げて大根おろしで
■非常食にも

122kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､もちきび

（国内産）

300g（6個） 20¥583 (540) ●入数

きび入玄米もち 0605

有機もち玄米、岩手産もちあわ使用
■有機もち玄米使用
■杵づき
■あわの香りと甘み
■焼き餅、雑煮、
油で揚げて大根おろしで
■非常食にも

125kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､もちあわ

（国内産）

300g（6個） 20¥583 (540) ●入数

あわ入玄米もち

0601

よもぎの豊かな風味と口当たり
■有機もち玄米使用
■杵づき
■よもぎ2%入り
■焼き餅、雑煮、
油で揚げて大根おろしで
■非常食にも

117kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､よもぎ（青森産）

300g（6個） 20¥496 (460) ●入数

有機よもぎ入玄米もち0600

杵づきならではの強い粘りとコシ
■有機もち玄米100%
■杵づき
■玄米ならではのコクと風味
■焼き餅、雑煮、
油で揚げて大根おろしで
■非常食にも

120kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）

300g（6個） 20¥475 (440) ●入数

有機玄米もち

6148

杵づきならではの強い粘りとコシ
■有機もち玄米100%
■玄米ならではのコクと風味
■焼き餅、雑煮、油で揚げて
大根おろしで
■非常食にも
■個包装

常温で1年
有機もち玄米（秋田・山形・富山・石川産）

オーサワの有機玄米もち（個包装）

330g（8個） 20¥642 (595) ●入数

■数量限定品

6147

有機玄米もちにレーズンを練り込み、
メープルでほんのり甘く仕上げた
軽食やおやつに
■オーサワの有機メープルシロップ使用
■玄米の香ばしい香りと
レーズン・メープルの
やわらかな甘み

101kcal/個

常温で1年
有機もち玄米（秋田・山形・富山・石川産）、有機レーズン

（アメリカ産）、有機メープルシロップ（カナダ産）

165g（4個） 25¥367 (340) ●入数

オーサワの有機玄米おやつもち
（メープル&レーズン）

0320

青森産小麦100%
天ぷら、菓子などに
■品種：キタカミコムギ

常温で6ヶ月
小麦（青森産）

500g 12¥469 (435) ●入数

国内産薄力粉

6669

北米産有機小麦100%　
小麦の栄養まるごと　
天ぷら、菓子などに
■品種：ソフトホワイト
ウィンター小麦

常温で1年
有機小麦（カナダ・アメリカ産）

500g 40¥507 (470) ●入数

北米産 有機全粒粉（薄力粉） 6670

北米産有機小麦100%　
小麦の栄養まるごと　
パン、うどんなどに
■品種：ハードレッド
スプリング小麦

常温で1年
有機小麦（カナダ・アメリカ産）

500g 40¥507 (470) ●入数

北米産 有機全粒粉（強力粉）0329

岩手産小麦100%
小麦の栄養まるごと
うどん、パンなどに
■準強力粉
■品種：ナンブコムギ
■石臼挽きでゆっくりと
低温製粉

常温で6ヶ月
小麦（岩手産）

500g 20¥314 (291) ●入数

石臼挽き完全粉（全粒粉）

6680

青森産有機小麦100%　
天ぷら、菓子などに
■品種：キタカミコムギ
■ストレート挽き

常温で6ヶ月
有機小麦粉（青森産）

500g ¥540 (500) 12●入数

青森産有機薄力粉6681

岩手産有機小麦100%　
パン、うどんなどに
■品種：ナンブコムギ
■ストレート挽き

常温で6ヶ月
有機小麦粉（岩手産）

500g ¥540 (500) 12●入数

岩手産有機準強力粉

3885

岐阜産小麦100%
天ぷら、菓子などに
■品種：農林61号・
イワイノダイチ

常温で6ヶ月
小麦（岐阜産）

500g 12¥304 (282) ●入数

岐阜県産薄力粉 6668

熊本産小麦100%　
パン、麺、餃子の皮などに
■品種：ミナミノカオリ

冷暗所で1年
小麦（熊本産）

500g 30¥518 (480) ●入数

熊本県産 強力粉6662

岩手産小麦100%
パン、餃子の皮などに
■品種：ゆきちから

常温で6ヶ月
小麦（岩手産）

500g 12¥348 (323) ●入数

岩手県産強力粉

2539

島根産有機もち米100%
杵づき生餅ならではのコシと風味
■もち米の栽培から加工まで一貫生産
■昔ながらの蒸篭（せいろ）蒸しと
杵づきでつくっている
■加熱処理をしていないので
風味が良い
■品種：ヒメノモチ
■個包装

常温で5ヶ月
有機もち米（島根産）

350g（35g×10ヶ入）
■11月〜数量限定品

25¥950 (880) ●入数

有機玄米丸もち（いずも美人） 6145

島根産有機もち玄米100%　
玄米の自然な旨みがいきている　
杵づき生餅ならではのコシと風味
■もち米の栽培から
加工まで一貫生産
■加熱処理をしていないので
風味が良い
■品種：ヒメノモチ
■個包装

常温で5ヶ月
有機もち米（島根産）

350g（50g×7ヶ入）
■11月〜数量限定品

25¥874 (810) ●入数

有機玄米角餅（いずも美人） 6146

島根産有機もち米100%　
白米の甘みと滑らかな食感　
杵づき生餅ならではのコシと風味
■もち米の栽培から
加工まで一貫生産
■加熱処理をしていないので
風味が良い
■品種：ヒメノモチ
■個包装

常温で5ヶ月
有機もち米（島根産）

350g（50g×7ヶ入）
■11月〜数量限定品

25¥864 (800) ●入数

有機白米角餅（いずも美人） 6666

北海道産小麦100%
パン、麺などに
■品種：きたほなみ

常温で1年
小麦（北海道産）

1kg 12¥432 (400) ●入数

北海道産小麦使用地粉（中力粉）6667

熊本産小麦100%　
天ぷら、菓子などに
■品種：シロガネコムギ

冷暗所で1年
小麦（熊本産）

500g 30¥388 (360) ●入数

熊本県産 薄力粉 1867

三重産小麦100%　
パン、麺、菓子などに
■品種：あやひかり

常温で1年
小麦（三重産）

1kg 15¥475 (440) ●入数

三重県産小麦使用 地粉（中力粉）
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3800

国内産有機玄米100%　
玄米そのままの旨みと甘み
■玄米を丸ごと粉末
■パンや菓子の材料、
離乳食などに

常温で1年
有機玄米（国内産）

300g 30¥658 (610) ●入数

オーサワの有機玄米粉 3890

国内産有機玄米100%　
玄米そのままの旨みと甘み
■焙煎した玄米を丸ごと粉末
■パンやスープ、離乳食などに

常温で1年
有機玄米（国内産）

300g 30¥777 (720) ●入数

オーサワの石臼挽き有機焙煎玄米粉

6265

国内産有機活性発芽玄米100%　
発芽玄米そのままの旨みと甘み
■活性発芽玄米を丸ごと粉末
■パンや菓子の材料、
離乳食などに

常温で1年
有機活性発芽玄米（国内産）

300g 50¥788 ●入数

オーサワの
有機活性発芽玄米粉

(730)

3801

国内産有機もち玄米100%　
もち玄米ならではの粘りと旨み
■もち玄米を丸ごと粉末
■団子や餅などに

常温で1年
有機もち玄米（国内産）

300g 30¥706 (654) ●入数

オーサワの有機もち玄米粉

0335

国内産農薬・化学肥料不使用玄米100%
玄米そのままの旨みと甘み
■玄米を丸ごと粉末　
■パンや菓子の材料、
離乳食などに

常温で1年
玄米（秋田産）

300g 30¥561 (520) ●入数

オーサワの玄米粉

0338

国内産農薬・化学肥料不使用もち玄米100%
もち玄米ならではの粘りと旨み
■もち玄米を丸ごと粉末
■団子や餅などに

常温で1年
もち玄米（秋田産）

300g 30¥594 (550) ●入数

オーサワのもち玄米粉

1655

国内産農薬・化学肥料不使用米100%　
小麦粉の代わりとして様々な料理に
■白米をそのまま粉末
■パンやケーキに使うと、
もちもちとした食感に仕上がる
■揚げ衣に使うとカラッと揚がる
■グルテンフリー

常温で6ヶ月
うるち米（国内産）

500g 32¥710 (658) ●入数

オーサワの国内産米粉0325

岩手産小麦100%
パン、麺などに
■品種：ナンブコムギ

常温で1年
小麦（岩手産）

1kg 10¥436 (404) ●入数

南部地粉（中力粉）0326

岩手産小麦100%
パン、うどんなどに
■品種：ナンブコムギ

常温で6ヶ月
小麦（岩手産）

500g 20¥305 (283) ●入数

オーサワの南部地粉（準強力粉）
岩手産小麦100%の小麦タンパク　
パンやコーフーづくりなどに
■フリーズドライ製法
■水で練り、蒸してコーフーに
■パン、麺、ハンバーグなどの
つなぎとして

常温で1年
小麦粉（岩手産）

オーサワの地粉グルテン粉

6673 100g 90¥842 (780) ●入数
0333

0333 200g 60¥1,301 (1,205) ●入数

6276

有機穀物使用　
予備発酵不要の天然酵母　
使い切りタイプ

常温で360日
有機とうもろこし・小麦・馬鈴薯でん粉（ドイツ産）、酵母

30g（3g×10）¥594(550) 30●入数

有機穀物で作った天然酵母
（ドライイースト） 分包

■手軽に風味豊かな
天然酵母のパンが作れる
■小麦粉に直接混ぜて使用
■ホームベーカリーにも
■1包で食パン一斤分

6268

有機穀物使用
予備発酵不要の天然酵母
■手軽に風味豊かな
天然酵母のパンが作れる
■小麦粉に直接混ぜて使用
■ホームベーカリーにも
■1袋で食パン三斤分

常温で360日
有機とうもろこし・小麦・馬鈴薯でん粉（ドイツ産）、酵母

9g ¥172 (160)

有機穀物で作った天然酵母
（ドライイースト）

40●ボール入数
240●入数

6274

有機原料使用　
アルミニウムフリー
■有機濃縮ぶどう果汁、
有機コーンスターチ、
重曹のみを使用

（第一リン酸カルシウム不使用）
■ホットケーキや蒸しパンなどに

冷暗所で2年
有機濃縮ぶどう果汁（ドイツ産）、有機コーンスターチ

（ドイツ産）、重曹

こだわりのベーキングパウダー

30g（10g×3） ¥324(300) 200●入数

3787

岩手産はと麦100%　
特殊焙煎により、ふんわりやわらか
■キメ細かく、溶けやすい
■きな粉の代わりとして
餅にまぶすほか、飲み物などに
■フライの衣として使うと、
フリッターのような食感に

常温で1年
はと麦（岩手産）

50g 30¥561 (520) ●入数

はと麦焙煎粉

0340

国内産特別栽培そば100%
豊かな香り
■低速低温製粉
■そばがきや菓子、
パンなどに

常温で1年
特別栽培そば（秋田･青森･岩手産）

300g ¥572 (530)

オーサワのそば粉（粗挽き）0341

国内産特別栽培そば100%　
香りよく、滑らかな食感
■低速低温製粉
■手打ちそばやスープ、
菓子などに

常温で1年
特別栽培そば（秋田･青森･岩手産）

300g ¥572 (530)

オーサワのそば粉（細挽き）

3887

北海道産有機そば100%
香りよく、味が濃い
■手打ちそばやスープ、
菓子などに

常温で1年
有機そば（北海道産）

300g ¥766 (710)

30●入数30●入数

30●入数

オーサワの有機そば粉（細挽き）

1658

福島県会津若松産有機そば100%　
香りよく味が濃い
■豊かな香りと風味
■手打ちそば、そばがきなどに
■細挽きタイプ

冷暗所で1年
有機そば（福島県会津若松産）

300g
■数量限定品

30¥712 (660) ●入数

たなつもの 有機そば粉（細挽き）

6286

有機大豆100%　
ほんのり甘く、香ばしい
■熱風焙煎
■豆乳に入れて飲むほか、
きな粉餅などに

常温で8ヶ月
有機丸大豆（中国産）

90g 10¥216 (200) ●入数

有機丸大豆きな粉 6284

国内産丸大豆100%の生おから使用　
大豆本来のほのかな甘みと風味
■うの花やコロッケ、
菓子づくりにも

常温で6ヶ月
大豆（国内産）

200g 24¥399 (370) ●入数

おから姫

0354

国内産大粒黒豆100%　
香ばしく、甘みがある
■炭火鉄釜手煎り
■低速低温製粉
■豆乳に入れて飲むほか、
きな粉餅などに

常温で1年
黒豆（国内産）

100g 30¥494 (458) ●入数

大粒 黒豆きなこ 0355

国内産黒豆100%　
甘みが強く香り高い
■炭火鉄釜手煎り
■きな粉専用品種の
小粒黒豆を使用
■豆乳に入れて飲むほか、
きな粉餅などに

常温で6ヶ月
黒豆（岩手産）､食塩（伯方の塩）

100g
■数量限定品

¥356(330)

黒豆きなこ（八幡平）
は ち ま ん た い

100●入数

6287

有機原料100%
香ばしくてコクがある
■大豆60%、ごま40%
■豆乳に入れて飲むほか、
きな粉餅などに

常温で8ヶ月
有機大豆・黒胡麻（中国産）

90g ¥216 (200) 10●入数

有機黒ごまきな粉

1654

国内産有機大豆100%　
香ばしく豆本来の甘みと旨みがある
■直火焙煎
■豆乳に入れて飲むほか、
きな粉餅などに

常温で8ヶ月
有機大豆（国内産）

100g 30¥302 (280) ●入数

オーサワの国内産有機きな粉

■2018年1月再開予定
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6280

北海道産大豆100%　　
大豆のほのかな甘み
■溶けやすい微粉末タイプ　
■特殊製法で大豆特有の
青臭さやえぐみを除去　
■薄力粉の代用として　
■料理や菓子づくりなどに　
■水やお湯で溶かすと豆乳風に

常温で1年
大豆（北海道産）

100g 12¥270(250) ●入数

そのまま使える大豆粉

0655

国内産よもぎ100%　
よもぎの香り豊か
■やわらかい若葉使用
■菓子やパンづくりのほか、
溶いて抹茶風にしても

常温で6ヶ月
よもぎ（青森･長野産）

25g 50¥432 (400) ●入数

オーサワのよもぎ粉末

国内産本葛100%
伝統的な寒晒し製法
微粉末で使いやすい
■本葛ならではの、滑らかな舌触り　
■葛湯や葛練り、ごま豆腐、
とろみ付けなどに

常温で2年
葛粉（宮崎･鹿児島産）

オーサワの本葛（微粉末）

3779 1kg 10¥4,536 (4,200) ●入数

0332 500g 10¥2,484 (2,300) ●入数

0334 100g 100¥540 (500) ●入数

国内産本葛100%
伝統的な寒晒し製法
ブロックタイプ
■本葛ならではの、滑らかな舌触り　
■葛湯や葛練り、ごま豆腐、
とろみ付けなどに

常温で2年
葛粉（近畿･九州産）

国産吉野本葛

0347 1kg 20¥4,482 ●入数

0348 150g 50¥766 (710) ●入数

(4,150)

0334 3779
03470348

6270

有機天然酵母パン使用
■天然酵母でつくった有機食
パンを丸ごと粉砕乾燥
■サクサクとした食感、
香ばしく仕上がる
■砂糖不使用

常温で1年
有機小麦粉（岩手産）、パン酵母、食塩（シママース）、有機
オリーブオイル

100g 20(230) ●入数

オーガニック パン粉

0330

国内産原料100%
天ぷらがカラッと揚がる
■砂糖・動物性原料不使用
■膨張剤不使用
■揚げ衣が冷めても
ベタつかない

常温で1年
小麦粉･馬鈴薯でん粉･こめ粉（国内産）

500g 20(335) ●入数

こな屋さんのてんぷら粉

0368

国内産天然酵母パン使用
■カラッとサクサク揚がり、
歯ざわりも良い
■砂糖不使用

常温で6ヶ月
小麦粉（北海道産）､天然酵母､食塩（シママース）

150g 60¥248

¥361

¥410 (380) ●入数

地粉パン粉

0357

国内産丸芋100%
すりたての風味そのまま
■フリーズドライ製法で粉末化
■水やだし汁を加えるだけで、
粘りのあるとろろができる
■お好み焼きや
料理のつなぎなどに

常温で6ヶ月
丸芋（国内産）

20g ¥261 (242)

フリーズドライ 山いも粉末

50●入数

1659

北海道産馬鈴薯でん粉100%
■北海道斜里岳から流れる清涼な水で晒した
■から揚げや、あんかけなどに

常温で1年
馬鈴薯でん粉（北海道産）

300g 20¥395 (366) ●入数

オーサワの片栗粉 3775

国内産本蕨粉100%
粘り・コシが強く、風味がある
■山菜の蕨の細い根から僅かな量しかとれない
希少な澱粉
■蕨餅や、蕨まんじゅうなどに

常温で3年
蕨根（宮崎･鹿児島産）

50g
■数量限定品

100¥907 (840) ●入数

オーサワの本わらび粉

6285

三重産小麦全粒粉使用　
香ばしい全粒粉の味わい　
砂糖不使用
■膨張剤には天然重曹使用
■ホットケーキのほか、
蒸しパンやドーナッツ、
クッキーなどにも

冷暗所で1年
小麦粉・小麦全粒粉（三重産）、食塩（波の華）、重曹

オーサワの全粒粉入りパンケーキミックス

400g 30¥356 (330) ●入数

0342

岐阜産小麦使用
小麦の味わい豊か
■膨張剤には天然重曹使用
■砂糖不使用
■ホットケーキのほか、
蒸しパンやドーナッツ、
クッキーなどにも

常温で1年
小麦粉（岐阜産）､食塩（アメリカ産）､重曹（中国内モンゴル
自治区産）

400g 20¥392 (363) ●入数

ホットケーキミックス（無糖）

1653

岡山産大豆100%使用　
大豆の自然な甘み　
グルテンフリーパンが簡単に作れる
■1斤分のホームベーカリー用
パンミックス粉
■天然酵母、油、水を
用意するだけで簡単に
グルテンフリーパンが作れる
■砂糖・動物性原料不使用
422kcal/100g

常温で6ヶ月
大豆（岡山産）、コンニャクイモ抽出物（国内産）

200g 10¥479 (444) ●入数

糖質オフ・グルテンフリー 
パンミックス 1656

北海道産大豆100%使用　
クセのないやさしい甘み　
グルテンフリーパンケーキが簡単に作れる
■豆乳または水を加えるだけで
簡単にグルテンフリー
パンケーキが作れる
■大豆の臭さが気にならず
優しい食感に焼きあがる
■砂糖・動物性原料不使用
406kcal/100g

常温で6ヶ月
大豆粉（北海道産）、コンニャクイモ抽出物（群馬産）

200g（100g×2袋） 10¥479(444) ●入数

糖質オフ・グルテンフリー 
パンケーキミックス

2643

■国内産山芋・馬鈴薯でんぷん・
昆布・しいたけ使用
■お好み焼きのほか、
たこ焼きにも

常温で1年
小麦粉（岐阜産）､混合節粉末[かつお・さば（日本近海産）]､山芋粉・馬鈴薯でん粉・昆布パウダー

（国内産）、食塩（アメリカ産）､椎茸パウダー（国内産）､重曹（中国内モンゴル自治区産）

400g 20¥488 (452) ●入数

お好み焼き粉
岐阜産小麦粉・国内産山芋粉使用
ふわっとサックリ焼き上がる　3種のだし入り

1657

国内産有機もち米100%
滑らかでもちもちとした白玉団子ができる
■石臼水挽き製法

常温で2年
有機もち米（国内産）

120g 20¥475 (440) ●入数

有機しらたま粉

3791

北海道産かぼちゃ100%
水を加えるとペースト状に
■加熱処理をしているので、
水を加えるだけで食べられる　
■料理や離乳食などに

常温で1年
かぼちゃ（北海道産）

70g 50¥763 (707) ●入数

かぼちゃフレーク 3793

北海道産とうもろこし100%
水を加えるとペースト状に
■加熱処理をしているので、
水を加えるだけで食べられる
■料理や離乳食などに

常温で1年
とうもろこし（北海道産）

70g 50¥763 (707) ●入数

とうもろこしフレーク

0343

鹿児島県種子島産紫いも100%
紫いもを直火焼きし微粉末化
■加熱処理をしているので、
水を加えるだけで食べられる
■菓子やパンづくりに

常温で1年
紫いも（鹿児島産）

100g 10¥324 (300) ●入数

紫いも粉0359

三重産農薬不使用モロヘイヤ100%
豊かな風味
■天ぷらやお好み焼き、パン､
クッキーなどに

常温で7ヶ月
モロヘイヤ（三重産）

50g 50¥460 (426) ●入数

モロヘイヤ粉末 3888

兵庫県淡路島産玉ねぎ100%
皮もまるごと粉末化
料理に加えるとコクと甘みが出る
■玉ねぎの甘みとコクが凝縮
■スープやカレー、
から揚げ等の隠し味に

冷暗所で1年2ヶ月
玉ねぎ（兵庫産）

玉ねぎ粉

180g ¥1,188 (1,100) 40●入数
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植物性素材でつくったこだわりのラーメン
国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノンフライ乾麺
天然醸造味噌とごまの風味とコクがたっぷり
■国内産丸大豆を使った天然醸造味噌使用
■ピリッと辛く、コクがある
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

403kcal/袋

常温で6ヶ月
めん［小麦粉（北海道･岩手産）､玄米粉（国内産）､小麦たんぱく､食塩（シママース）］､スープ

［胡麻（南米･アフリカ産他）､醤油､食塩（シママース）､醗酵調味料､胡麻油､香辛料（玉ねぎ､
にんにく､ねぎ､唐辛子）､酵母エキス､味噌､メープルシュガー､馬鈴薯でん粉､昆布粉末］

119g（うち麺80g） 20¥226(210) ●入数

6688 オーサワのベジ玄米ラーメン（ごまみそ）

植物性素材でつくったこだわりのラーメン　
国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノンフライ乾麺　
天然醸造味噌の深みのある味わい
■国内産丸大豆を使った天然醸造味噌使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

361kcal/袋

常温で6ヶ月
めん［小麦粉（北海道・岩手産）、玄米粉（国内産）、小麦たんぱく、食塩（シママース）］、
スープ［味噌、醤油、醗酵調味料、メープルシュガー、香辛料（にんにく、生姜、黒こしょう、
唐辛子）、胡麻油、食塩（シママース）、酵母エキス、昆布粉末］

118g（うち麺80g） 20¥216(200) ●入数

6686 オーサワのベジ玄米ラーメン（みそ）

植物性素材でつくったこだわりの有機ラーメン　
国内産有機小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノンフライ乾麺　
有機醤油の上品な味わい

常温で6ヶ月
有機めん[有機小麦粉（北海道・岩手産）、有機玄米粉（国内産）、食塩（シママース）]、有機スープ
[有機醤油・醸造調味料・胡麻油、食塩（シママース）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）、
有機酵母エキス、玉ねぎエキス、にんにくエキス、ねぎエキス、昆布粉末、こしょう（黒・白）]

1488 オーサワのベジ有機玄米ラーメン（しょうゆ）

109g（うち麺78g） ¥297(275) 20●入数
315kcal/袋

植物性素材でつくったこだわりのラーメン　
国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノンフライ乾麺　
本醸造醤油の香り引き立つ
■国内産丸大豆を使った本醸造醤油使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

330kcal/袋

常温で6ヶ月
めん［小麦粉（北海道・岩手産）、玄米粉（国内産）、小麦たんぱく、食塩（シママース）］、
スープ【醤油、醗酵調味料、香辛料[玉ねぎ、にんにく、ねぎ、こしょう（白・黒）]、胡麻油、
食塩（シママース）、メープルシュガー、酵母エキス、馬鈴薯でん粉、昆布粉末】

112g（うち麺80g） 20¥216(200) ●入数

6685 オーサワのベジ玄米ラーメン（しょうゆ）

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノンフライ乾麺
本醸造白たまりを使った香り高く旨みのある塩味
■国内産原料を使った本醸造白たまり使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

327kcal/袋

常温で6ヶ月
めん［小麦粉（北海道･岩手産）､玄米粉（国内産）､小麦たんぱく､食塩（シママース）］､スープ【小麦
醸造調味料（足助仕込三河しろたまり）､醗酵調味料､食塩（シママース）､香辛料[玉ねぎ、にんにく、
ねぎ（エキス）、生姜、こしょう（白・黒）]､胡麻油､メープルシュガー､酵母エキス､馬鈴薯でん粉】

112g（うち麺80g） 20¥216(200) ●入数

6687 オーサワのベジ玄米ラーメン（しお）

■国内産丸大豆を使った有機本醸造醤油使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

6573

九州産小麦粉・秋田産玄米粉使用
無かんすいのノンフライ乾麺
もちもちとした食感、小麦と玄米の自然な甘み
■ソースのからみがよい細平麺
■卵・着色料不使用
■やきそばのほか、ラーメン、鍋物などにも
■2人前

冷暗所で8ヶ月
小麦（九州産）、玄米粉（秋田産）、食塩（天塩）

オーサワのやきそば（玄米粉入り）

160g 20¥367 (340) ●入数
602kcal/袋

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華　
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺　
酸味まろやか、上品な風味の醤油だれ

7707 302g
（うち麺110g×2） 10¥529

(490)

めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、
小麦たんぱく（国内産）、かんすい］、スープ［醤油､
麦芽水あめ、メープルシュガー､米酢､食塩（シマ
マース）、胡麻油､昆布粉末､酵母エキス］

冷蔵で
30日

オーサワのベジ冷し中華（しょうゆだれ）生麺（冷蔵）
■4月〜9月限定品 詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華　
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺　
ごまをふんだんに使った風味豊かなたれ

7704 320g
（うち麺110g×2） 10¥561

(520)

めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦
たんぱく（国内産）、かんすい］､スープ[醤油､胡麻（練り
胡麻･すり胡麻）､米酢､麦芽水あめ､味噌､胡麻油､
玉ねぎ･にんにく･生姜（国内産）､香辛料､酵母エキス]

冷蔵で
30日

オーサワのベジ冷し中華（ごまだれ）生麺（冷蔵）
■4月〜9月限定品 詳細▶P126

北海道産小麦粉使用のこだわり蒸し麺
無かんすい
もちもちとした食感

7700 150g 20¥172
(160)

小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（国内産）､
醸造酢、食塩（海はいのち）､植物油（なたね油）

冷蔵で
45日

オーサワのやきそば（蒸し麺）冷蔵
詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
本醸造白たまりを使った香り高く旨みのある塩味

7705 284g
（うち麺110g×2） 10¥529

(490)

めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、小麦たんぱく（国内産）、
かんすい］、スープ【小麦醸造調味料（足助仕込三河しろたまり）、醗酵調
味料、食塩（シママース）、香辛料[玉ねぎ、にんにく、ねぎ（エキス）、生姜、
こしょう（白・黒）]、胡麻油、メープルシュガー、酵母エキス、馬鈴薯でん粉】

冷蔵で
30日

オーサワのベジ生ラーメン（しお）冷蔵
詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
天然醸造味噌とごまの風味とコクがたっぷり

7703 298g
（うち麺110g×2） 10¥529

(490)

めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく（国内産）､
かんすい］､スープ［胡麻（南米・アフリカ産他）､醤油､食塩（シママース）､
醗酵調味料､胡麻油､香辛料（玉ねぎ、にんにく、ねぎ、唐辛子）､酵母エキス､
味噌､メープルシュガー､馬鈴薯でん粉､昆布粉末］

冷蔵で
30日

オーサワのベジ生ラーメン（ごまみそ）冷蔵
詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
天然醸造味噌の深みのある味わい

7702 296g
（うち麺110g×2） 10¥529

(490)

めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たん
ぱく（国内産）､かんすい］､スープ［味噌､醤油､醗酵調味料､
メープルシュガー､香辛料（にんにく、生姜、黒こしょう、唐辛子）､
胡麻油､食塩（シママース）､酵母エキス､昆布粉末］

冷蔵で
30日

オーサワのベジ生ラーメン（みそ）冷蔵
詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
本醸造醤油の香り引き立つ

7701 284g
（うち麺110g×2） 10¥518

(480)

めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく
（国内産）､かんすい］､スープ【醤油､醗酵調味料､香辛料[にんにく、
ねぎ、玉ねぎ、こしょう（白・黒）]、胡麻油､食塩（シママース）､メープル
シュガー､酵母エキス､馬鈴薯でん粉､昆布粉末】

冷蔵で
30日

オーサワのベジ生ラーメン（しょうゆ）冷蔵
詳細▶P126

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華
北海道産小麦粉を使った無かんすいノンフライ乾麺
つるつるした食感、さっぱりとした醤油味

3734 123g
（うち麺80g） 20¥205

(190)

めん［小麦粉･馬鈴薯でん粉（北海道産）､食塩（オーストラリア産他）］､
スープ［醤油､麦芽水あめ、メープルシュガー､米酢､食塩（シママース）､
胡麻油､昆布粉末､酵母エキス］､ふりかけ【紅生姜[生姜（中国産）､食塩
､赤梅酢（国内産）]､胡麻（南米･アフリカ産他）､青さ･焼海苔（国内産）】

常温で
6ヶ月

オーサワのベジ冷し中華（しょうゆだれ）
■4月〜9月限定品

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華
北海道産小麦粉　無かんすいノンフライ乾麺
つるつるした食感、香り豊かなごま風味

3735 130g
（うち麺80g） 20¥226

(210)

めん［小麦粉･馬鈴薯でん粉（北海道産）､食塩（オース
トラリア産他）］､スープ［醤油､胡麻（練り胡麻・すり胡麻）､
米酢､麦芽水あめ､味噌､胡麻油､玉ねぎ･にんにく･生姜

（国内産）､香辛料､酵母エキス］

常温で
6ヶ月

オーサワのベジ冷し中華（ごまだれ）
■4月〜9月限定品

6574

北海道産そば粉100%
喉越しよく、そば本来の豊かな風味
■つなぎを一切使わず、
そば粉だけで練り上げた本格そば
■食塩不使用　■そば湯まで楽しめる
■茹で時間約4分
362kcal/100g

常温で1年
そば粉（北海道産）

200g 20¥594 (550) ●入数

国産 本十割そば（信州戸隠そば） 0391

北海道産そば粉使用　
国内産よもぎの香り高く喉ごしがよい
■国内産小麦粉・よもぎ粉使用　
■茹で時間3〜4分

常温で5ヶ月
小麦粉（国内産）､そば粉（北海道産）､よもぎ粉（国内産）､クロレラ粉末、食塩（天塩）

240g 30¥378 (350) ●入数

よもぎそば

6575

岩手産農薬・化学肥料不使用韃靼そば粉、有機小麦粉使用　
そばの香り、ほのかな苦み
■食塩は伝統海塩「海の精」使用
■茹で時間6〜7分

364kcal/100g

常温で1年
有機小麦粉（岩手産）、韃靼そば粉（岩手産）、食塩（海の精）

180g
■2017年11月再開予定

35¥540 (500) ●入数

岩手県産 韃靼蕎麦
だ っ た ん

286kcal/100g

3722

国内産そば・小麦粉使用　そばの香り豊かな生麺
■自家製粉の全層挽きそば粉使用　
■そば粉5割　
■茹で時間3分　
■常温で長期保存可能な生麺　
■1袋1〜2人前

常温で90日
そば･小麦粉（国内産）､食塩（天日塩）

240g（120g×2） 12¥475 (440) ●入数

奥出雲生蕎麦
お く い ず も な ま

有機そば粉・小麦粉使用　
やわらかなそばの香りで食べやすい
■有機小麦粉7割、有機そば粉3割使用　
■石臼挽きそば粉使用　■食塩不使用　
■茹で時間4〜5分
■数量限定品

常温で1年6ヶ月
有機小麦粉（オーストラリア産）、有機そば粉（中国・オーストラリア産）、有機小麦たんぱく（中国産）

270g 12¥486 (450) ●入数

黄金の大地 まるごと有機そば
お う ご ん

6584

364kcal/100g

国内産そば粉・小麦粉使用　
甘みあり、香り豊かな太打ち麺
■自家製粉の全層挽きそば粉使用　
■そば粉6割　
■田舎風の太打ち麺　
■茹で時間4分

常温で1年
そば粉（秋田･青森・岩手産）､南部地粉（岩手産）､食塩（天塩）

250g 30¥475 (440) ●入数

田舎そば0370

361kcal/100g

北海道産そば粉100%　そば本来の風味と味わい
■全層挽きそば粉使用　
■つなぎを一切使わず、
そば粉だけで練り上げた本格そば　
■食塩不使用　■そば湯まで楽しめる　
■茹で時間約5分

常温で2年
そば粉（北海道産）

200g 10¥540 (500) ●入数

国産の十割そば3729

0380

国内産小麦粉使用
コシのある平打ち麺
■コシがあり滑らか
■茹で時間4分

常温で2年
小麦粉（国内産）､食塩（海の精）

250g 20¥410 (380) ●入数

かんざきうどん 0381

国内産小麦粉使用
コシが強く煮込みうどんに
■茹で時間20〜30分と長いが
手延べならではのコシが楽しめる　
■圧搾法ごま油使用

常温で1年
小麦粉（北海道･香川産）､胡麻油､食塩（シママース）

小豆島てのべうどん

250g 30¥399 (370) ●入数

■10月〜4月限定品

しょうど し ま

6570

国内産そば・小麦粉使用
喉ごしよい細麺　
そばの香り豊か
■自家製粉の全層挽きそば粉使用
■そば粉3割　
■茹で時間3分

常温で1年
小麦粉（国内産）、そば粉（国内産）、食塩（オーストラリア産）

180g 12¥324 (300) ●入数

出雲そば
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6689

国内産小麦粉使用
熊本産農薬・化学肥料不使用れんこん粉入り
れんこんのほのかな甘み
■れんこん粉は「オーサワコーレン

（節蓮根入り）」と同じ在来種の
熊本あか根を使用
■冷しうどんでも、温かい汁でも
■茹で時間9〜13分

常温で2年
小麦粉（北海道・九州産）、れんこん粉（熊本産）、食塩（天塩）

200g 50¥359 (333) ●入数

蓮根うどん
れ ん こ ん

0398

北海道産小麦粉使用
コシがあり爽やかな喉ごし
■手延べならではのコシ
■圧搾法ごま油使用
■茹で時間5分

常温で2年
小麦粉（北海道産）､食塩（海の精）､胡麻油

20●入数

讃岐手延べひやむぎ

300g ¥392 (363)

さ ぬ き

3718

お湯をかけて3分　ノンフライ・ノンカップ
コシのある麺にカレー風味のつゆがよく合う
■国内産小麦粉でつくった
コシのある手延べ素麺使用　
■かつおと昆布のだしを使った
カレー風味のつゆ
■国内産ねぎのかやく付
■化学調味料不使用
224kcal/袋

常温で6ヶ月
めん : 小麦粉（国内産）､食塩（伯方の塩）､食用植物油（胡麻油） / カレー風味だしの素 : 食塩､
有機砂糖､カレー粉､かつお粉末､酵母エキス､昆布粉末 / かやく : 乾燥ねぎ（国内産）

65g（うち麺55g） 10¥378 (350) ●入数

あっさりカレー風味手延べ
にゅうめん

0385

国内産小麦粉使用
吉野本葛入りでシコシコとしたコシの強い麺
■手延べならではのコシ　
■圧搾法ごま油使用
■茹で時間10分

常温で1年
小麦粉（国内産）､食塩（いそしお）､吉野本葛､胡麻油

200g 20¥408 (378) ●入数

手延 葛うどん6583

有機小麦粉100%　
小麦の旨みがいきたコシのあるうどん
■食塩不使用
■胚乳部位までまるごと使用した
ストレート挽きで、小麦本来の味が
楽しめる
■茹で時間10〜11分
360kcal/100g

常温で1年6ヶ月
有機小麦粉（オーストラリア産）、有機小麦たんぱく（中国産）

270g 12¥432 (400) ●入数

黄金の大地 まるごと有機うどん
おうごん

■数量限定品

0401

国内産小麦粉使用
やや太くコシがある
■手延べならではのコシ
■圧搾法ごま油使用
■茹で時間1分30秒

常温で2年
小麦粉（北海道･香川産）､食塩（シママース）､胡麻油

小豆島てのべそうめん

250g 30¥432 (400) ●入数

しょうど し ま

6576

北海道産有機小麦粉100%　
小麦の旨みがいきた
コシのあるそうめん
■食塩不使用
■茹で時間3〜4分

356kcal/100g

常温で1年6ヶ月
小麦粉（北海道産）

200g 20¥291 (270) ●入数

そうめん（北海道産有機小麦粉使用）

3732

国内産小麦粉使用
コシが強く美味しい素麺ふし
■「ふし」は一番力がかかるところなので
コシが強く美味しい
■圧搾法ごま油使用
■茹でこぼし不要、
汁物の具材にも

常温で2年
小麦粉（国内産）､食塩（いそしお）､胡麻油

100g 20¥183 (170) ●入数

おつゆの友（そうめんふし）6582

有機小麦粉100%　
つるっとした滑らかな食感
■食塩不使用　
■胚乳部位までまるごと使用した
ストレート挽きで、
小麦本来の味が楽しめる
■茹で時間3〜4分

360kcal/100g

常温で3年
有機小麦粉（オーストラリア産）、有機小麦たんぱく（中国産）

270g
■数量限定品

12¥432 (400) ●入数

黄金の大地 まるごと有機そうめん 0396

国内産小麦粉使用
吉野本葛入りで
つるつると滑らかな喉ごし
■手延べならではのコシ
■圧搾法ごま油使用
■茹で時間3分半

常温で2年
小麦粉（国内産）､食塩（いそしお）､吉野本葛､胡麻油

250g 20¥466 (432) ●入数

手延 葛そうめん
おうごん

6571

国内産有機小麦粉100%使用のノンフライ乾麺　
昆布としいたけだしの旨みをいかしたうどんつゆ付　
砂糖・動物性原料不使用
■植物性素材でつくった
有機うどん　
■もちもちとした弾力のある食感
■滑らかな喉ごし
292kcal/100g

常温で6ヶ月
有機めん[有機小麦粉（北海道・岩手産）、食塩（シママース）]、うどんつゆ[有機醤油、有機醸造調味料、
有機ココヤシシュガー、食塩（シママース）、有機酵母エキス、水あめ、しいたけエキス、昆布粉末]

110g（うち麺80g） 20¥248 (230) ●入数

有機うどん

0393

有機デュラム小麦粉100%
コシが強く小麦の香り豊か
■ソースのからみやすい
ショートパスタ
■グラタンやスープなどにも
■茹で時間11分

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

250g 20¥297 (275) ●入数

アルチェネロ 有機マカロニ

353kcal/100g

3721

有機デュラム小麦粉100%
コシが強く小麦の香り豊か
■ソースのからみやすい
ショートパスタ
■茹で時間9〜11分

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

300g 12¥324 (300) ●入数

オーガニックペンネ

355kcal/100g

3736

有機デュラム小麦全粒粉100%
コクのある味わい
■ソースのからみやすい
ショートパスタ
■クリームベースや醤油ベースの
ソースによく合う
■グラタンやスープなどにも
■茹で時間10分

常温で3年
有機デュラム小麦の全粒粉（イタリア産）

300g 12¥345 (320) ●入数

オーガニック全粒粉ペンネ
ぜんりゅうふん

349kcal/100g

6683

有機デュラム小麦粉100%　
かわいい花型パスタ　
もちもちとした食感で美味しい
■サラダやミネストローネ、
グラタンなどに　
■茹で時間7分

353kcal/100g

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

250g 20¥297 (275) ●入数

アルチェネロ 有機パスタ・フラワー 6684

有機デュラム小麦粉100%　
楽しいのりもの型パスタ　
もちもちとした食感で美味しい
■サラダやミネストローネ、
グラタンなどに　
■茹で時間7分

353kcal/100g

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

250g 20¥297 (275) ●入数

アルチェネロ 有機パスタ・のりもの3727

有機デュラム小麦粉100%
もちもちとした滑らかな食感
■細めでサラダやグラタンに
使いやすい
■茹で時間7〜9分

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

300g 12¥324 (300) ●入数

オーガニックマカロニ

342kcal/100g

0394

有機デュラム小麦全粒粉100%　
コクのある味わい
■クリームベースや醤油ベースの
ソースによく合う
■太さ：1.6mm
■茹で時間8分

常温で3年
有機デュラム小麦の全粒粉（イタリア産）

500g 12¥427 (396) ●入数

アルチェネロ 有機全粒粉スパゲッティ
ぜんりゅうふん

355kcal/100g

9050

有機デュラム小麦粉100%　
コシが強く小麦の香り豊か
■イタリアのロンバルディア州カルヴァトーネ産
小麦使用
■コシの強い本格パスタ
■太さ：1.7〜1.8mm
■茹で時間7〜9分

365kcal/100g

常温で3年
有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

オーサワの有機スパゲッティ

500g 12¥324 (300) ●入数

6572

有機デュラム小麦全粒粉100%　
コクのある味わい
■クリームベースや醤油ベースのソースによく合う
■太さ：1.7mm
■茹で時間8〜10分

318kcal/100g

常温で3年
有機デュラム小麦の全粒粉（イタリア産）

500g 24¥410 (380) ●入数

オーサワの有機全粒粉スパゲッティ
ぜんりゅうふん

0407

北海道産小麦粉100%
風味よくソフトな食感
■太さ：1.8mm
■茹で時間10分

常温で3年
小麦粉･小麦たんぱく（北海道産）

300g 20¥375 (348) ●入数

ロングパスタ

360kcal/100g

国内産小麦全粒粉使用
コクがあり小麦の香り豊か

全粒粉ひやむぎ0399 240g 30¥264
(245) 小麦粉（国内産）､食塩（天塩） 常温で

5ヶ月■5月〜9月限定品

北海道産小麦粉使用
つるっと喉ごしがよい

讃岐手延べそうめん0400 250g 20¥507
(470) 小麦粉（北海道産）､食塩（海の精）､胡麻油 常温で

2年■数量限定品
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3715

国内産原料100%
甘みがありもちもちとした食感の半生麺
■山形産発芽玄米粉使用
■グルテンフリー
■茹で上がりが早く、コシがありのびにくい
■様々な麺料理に
■茹で時間2分

常温で6ヶ月
発芽玄米粉（山形産）､馬鈴薯でん粉（北海道産）

120g 100¥399 (370) ●入数

発芽玄米麺

220kcal/100g

6581

熊本県阿蘇産農薬不使用大麦100%使用
コシがあって甘みのある半生麺
■小麦不使用
■様々な麺料理に
■茹で時間3〜4分

冷暗所で4ヶ月
大麦（熊本産）、食塩

110g 80¥270 (250) ●入数

大麦100%でつくった麺

3724

石臼挽き玄米粉使用
もっちりとした食感でコクのある味わい
■グルテンフリー
■茹で時間15〜16分

常温で3年
玄米・米ぬか（アメリカ産）

454g 12¥718 (665) ●入数

玄米スパゲッティスタイル 3725

石臼挽き玄米粉使用
もっちりとした食感でコクのある味わい
■グルテンフリー
■ソースのからみやすい
らせん型パスタ
■茹で時間15〜16分

常温で3年
玄米・米ぬか（アメリカ産）

454g 12¥718 (665) ●入数

玄米スパイラル 3726

石臼挽き玄米粉使用
もっちりとした食感でコクのある味わい
■グルテンフリー
■ソースのからみやすい
ショートパスタ
■茹で時間15〜16分

常温で3年
玄米・米ぬか（アメリカ産）

454g 12¥718 (665) ●入数

玄米ペンネ

6577

有機とうもろこし粉・米粉使用　　
ほんのり甘く、もちっとした食感
■小麦粉・乳化剤不使用
■グルテンフリー
■通常のパスタ同様パスタソースと和えて、
またはサラダやスープ等に
■太さ1.6mm
■茹で時間8〜10分　

357kcal/100g

常温で3年
有機とうもろこし粉・米粉（イタリア産）

250g 12¥591 (548) ●入数

アルチェネロ 有機グルテンフリー・スパゲッティ 6578

有機とうもろこし粉・米粉使用　　
ほんのり甘く、もちっとした食感
■小麦粉・乳化剤不使用
■グルテンフリー
■通常のパスタ同様パスタソースと和えて、
またはグラタン等に
■茹で時間10〜12分

357kcal/100g

常温で3年
有機とうもろこし粉・米粉（イタリア産）

250g 12¥591 (548) ●入数

アルチェネロ 有機グルテンフリー・ペンネ

6579

有機とうもろこし粉・米粉使用　　
ほんのり甘く、もちっとした食感
■小麦粉・乳化剤不使用
■グルテンフリー
■通常のパスタ同様パスタソースと和えて、
またはグラタン等に
■茹で時間10〜12分

357kcal/100g

常温で3年
有機とうもろこし粉・米粉（イタリア産）

250g 12¥591 (548) ●入数

アルチェネロ 有機グルテンフリー・マカロニ

2312

玄米100％使用　
つるっとした食感、軽くてクセのない味　
湯に1分浸けるだけ
■グルテンフリー
■小分けタイプで使いやすい
■炒め物、汁物、サラダなどに
■戻し時間：湯で1分

常温で2年
玄米（タイ産）

120g（40g×3個） 20¥453 (420) ●入数

玄米ビーフン

360kcal/100g

6674

農薬・化学肥料不使用玄米使用　
もちもちした食感でコシがある　
平打ち太麺タイプ
■グルテンフリー
■調理が簡単な平打ち乾麺
■ベトナム式スープ麺「フォー」や
パスタ風、ほうとう風などに
■戻し時間：湯で10分（水の場合30分）

常温で2年
玄米・食塩（タイ産）

135g 24¥453 (420) ●入数

玄米太麺フォー2345

農薬・化学肥料不使用玄米使用　
もちもちした食感でコシがある　
平打ち細麺タイプ
■グルテンフリー
■調理が簡単な平打ち乾麺
■タイ式焼きそば（パッタイ）や
ベトナム式スープ麺（フォー）などに
■戻し時間：湯で1分（水の場合8分）

357kcal/100g

常温で2年
玄米・食塩（タイ産）

135g 24¥453 (420) ●入数

玄米細麺パッタイ

6679

農薬・化学肥料不使用玄米・モロヘイヤ使用　
もっちりとした食感、玄米とモロヘイヤの風味
■グルテンフリー
■茹で上がりが早く、コシがある
■平麺タイプ
■ソースとからめるほか、
サラダなどにも
■茹で時間3分

常温で2年
玄米・モロヘイヤ（タイ産）

250g 12¥422 (391) ●入数

モロヘイヤ玄米パスタ

353kcal/100g

305kcal/袋

1757

有機全粒ライ麦使用
程よい酸味と甘み
■低温で長時間焼き上げた
ドイツの伝統的な黒パン
■トーストするとモチモチした
食感と甘みが際立つ
■砂糖・動物性原料不使用
■保存料不使用

常温で1年
有機全粒ライ麦（ドイツ産）、酵母、食塩

375g（6枚入） 16¥432 (400) ●入数

PEMA 有機全粒ライ麦パン 
（フォルコンブロート） 1758

有機全粒ライ麦使用　程よい酸味と甘み
チアチードのぷちぷちとした食感
■低温で長時間焼き上げた
ドイツの伝統的な黒パン
■トーストするとモチモチした
食感と甘みが際立つ
■砂糖・動物性原料不使用
■保存料不使用

常温で1年
有機全粒ライ麦（ドイツ産）、有機チアシード（パラグアイ産）、
酵母、食塩

375g（6枚入） 16¥486 (450) ●入数

PEMA 有機全粒ライ麦パン 
（フォルコンブロート＆チアシード） 1759

有機全粒ライ麦使用
やさしい甘みとほのかな酸味
■低温で長時間焼き上げた
ドイツの伝統的な黒パン
■トーストするとモチモチした
食感と甘みが際立つ
■砂糖・動物性原料不使用
■保存料不使用

常温で1年
有機全粒ライ麦（ドイツ産）、酵母、食塩

375g（7枚入） 16¥432 (400) ●入数

PEMA 有機全粒ライ麦パン 
（プンパーニッケル）

6291

■国内産小麦粉・よもぎ使用
■酵母の力でふわふわもっちりと蒸し上げた
■よもぎの豊かな香り、自然な甘さがおいしい
■トランス脂肪酸を含まない有機パーム油使用
■動物性原料不使用
■朝食やおやつに最適

常温で35日
小麦粉（国内産）、麦芽水あめ、有機パーム油（コロンビア産）、有機玄米粉（秋田産）、
パン酵母、よもぎ（国内産）、食塩（オーストラリア産）

オーサワのよもぎ玄米蒸しパン（あんなし）

3個 15¥410 (380) ●入数
214kcal/個

秋田産有機玄米粉使用　ふわふわもっちりとした食感　
よもぎの香り豊か　砂糖不使用

6290

6293

秋田産有機玄米粉使用　ふわふわもっちりとした食感　
玄米と小麦の香り際立つ　砂糖不使用

秋田産有機玄米粉使用　ふわふわもっちりとした食感
よもぎの香り豊か　やさしい甘さのつぶあん入り　砂糖不使用

■国内産小麦粉使用
■酵母の力でふわふわもっちりと蒸し上げた
■玄米と小麦の香り際立つ、自然な甘さがおいしい
■トランス脂肪酸を含まない有機パーム油使用
■動物性原料不使用
■朝食やおやつに最適

■北海道産小豆・国内産小麦粉・よもぎ使用
■酵母の力でふわふわもっちりと蒸し上げた
■よもぎの豊かな香り、自然な甘さがおいしい
■トランス脂肪酸を含まない有機パーム油使用
■つぶあんには麦芽水飴とアガベシロップを使用
■動物性原料不使用　■朝食やおやつに最適

常温で35日

常温で35日

小麦粉（国内産）、麦芽水あめ、有機パーム油（コロンビア産）、有機玄米粉（秋田産）、
パン酵母、食塩（オーストラリア産）

つぶあん[小豆（北海道産）、麦芽水あめ、有機アガベシロップ（メキシコ産）、食塩（オーストラリア産）]、小麦粉（国内産）、
麦芽水あめ、有機パーム油（コロンビア産）、有機玄米粉（秋田産）、パン酵母、よもぎ（国内産）、食塩（オーストラリア産）

オーサワの玄米蒸しパン（あんなし）

オーサワのよもぎ玄米蒸しパン（あん入り）

3個

3個

15

15

¥410

¥475

(380)

(440)

●入数

●入数
■10月〜5月限定品

210kcal/個

209kcal/個

ペ ー マ ペ ー マ ペ ー マ



米・小麦・シリアル 米・小麦・シリアル　豆・ごま類

46 47

6311

有機オート麦をベースに
フルーツ・シードを52%ブレンド　
ひまわり・かぼちゃの種が香ばしい　
甘味料・食塩・油脂不使用
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

161kcal/1食（40g）

常温で1年
有機レーズン（トルコ産）、有機オート麦フレーク（フランス産）、有機ひまわりの種（ブルガリア産）、
有機大麦フレーク（フランス産）、有機コーンフレーク・スペルトフレーク（EU産）、有機かぼちゃの種

（オーストリア産）、有機アプリコット（トルコ産）、有機カムート（古代小麦）パフ・アップル（EU産）

480g 6¥926 (858) ●入数

有機シリアル ビオミューズリープレミアム 6312

有機ライ麦をベースに
フルーツ・ナッツを52%ブレンド　
いちじくとプルーンの自然な甘み　
甘味料・食塩・油脂不使用
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

145kcal/1食（40g）

常温で1年
有機ライ麦フレーク（フランス産）、有機いちじく・ナツメヤシ

（トルコ産）、有機アーモンド（イタリア産）、有機小麦ブラン（フラ
ンス産）、有機プルーン（アメリカ産）、有機ゴマ（パラグアイ産）

480g 6¥926 (858) ●入数

有機シリアル フルーツミューズリープレミアム

6310

有機オート麦をベースに
フルーツ・ナッツ・シードを52%ブレンド　
穀物とレーズンの自然な甘み　甘味料・食塩・油脂不使用
■食物繊維が豊富

（1食40g当たり4.4g）　
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

153kcal/1食（40g）

常温で1年
有機オート麦フレーク（フランス産）、有機レーズン（トルコ産）、有機小麦フレーク

（フランス産）、有機ひまわりの種（ブルガリア産）、有機小麦ブラン（フランス産）、有機
ナツメヤシ・アプリコット（トルコ産）、有機ヘーゼルナッツ・アーモンド（イタリア産）

480g 6¥926 (858) ●入数

有機シリアル ハイファイバープレミアム6309

北海道北空知産そば100%　
香ばしくサクサクとした食感　
甘味料・食塩・油脂不使用
■玄そばを蒸し、圧扁、
乾燥させたあとに焼き上げた　
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

常温で1年
そば（北海道産）

80g 12¥432 (400) ●入数

そばの実フレーク 6306

有機小麦外皮100%
歯ごたえよく味わい深い
甘味料・食塩・油脂不使用
■食物繊維が豊富

（1食40g当たり12.5g）
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて
■小さく四角いチップ状で
食べやすい
126kcal/1食（40g）

常温で9ヶ月
有機小麦外皮（フランス産）

200g 6¥390 (362) ●入数

有機ブランチップス

6300

国内産原料100%　十種の穀物をブレンド　
ほのかな甘み、軽い食感　油脂不使用
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

154kcal/1食（40g）

常温で10ヶ月

てんさい含蜜糖（北海道産）､玄米･白米（愛知産）､丸麦（福井･
富山産）､もち黒米（国内産）､もち玄米･たかきび（岩手産）､
食塩（青い海）､はと麦･もちきび･もちあわ･うるちひえ（岩手産）

150g 20¥596 (552) ●入数

十穀シリアル

6013

有機穀物フレークにフルーツ・ナッツ・
シードをブレンドし香ばしく焼き上げた　
食感よく程よい甘さ
■有機穀物フレークをベースに
有機砂糖・ひまわり油で焼き上げた
■食物繊維が豊富（1食40g当たり3.5g）
■噛むほどに広がる風味と甘み
■食塩不使用
■そのまま食べるほか、豆乳などをかけて

165kcal/1食（40g）

常温で1年
有機小麦フレーク（フランス産）、有機レーズン（トルコ産）、有機ライ麦フレーク（フランス産）、有機砂糖（ブラジル
産）、有機オート麦フレーク・大麦フレーク（フランス産）、有機ヒマワリ油（EU産）、有機イチジク（トルコ産）、有機
アーモンド（イタリア産）、有機ナツメヤシ（トルコ産）、有機ひまわりの種（ブルガリア産）、有機りんご（EU産）

200g 6¥498 (462) ●入数

有機フルーツグラノーラ

2293

有機オート麦をベースに
ドライフルーツと穀物をブレンド　
食感よく甘酸っぱい
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

217kcal/1食（50g）

常温で1年
有機オート麦フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機転化糖、
有機砂糖（アルゼンチン産）、有機食用ひまわり油（オランダ産）、有機小麦
フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機ライスパフ（有機米、
有機とうもろこし、有機小麦、有機砂糖）、有機ココナッツ（スリランカ産）、
有機乾燥フルーツ（レーズン・りんご・いちご片）、食塩（デンマーク産）

375g 12¥918 (850) ●入数

オーガニック ミューズリー（フルーツ） 2359

有機オート麦をベースに
数種の穀物をブレンド　
ほろ苦いココアの香り
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

222kcal/1食（50g）

常温で1年
有機オート麦フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機転化糖、
有機砂糖（アルゼンチン産）、有機食用ひまわり油（オランダ産）、有機小麦
フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機ライスパフ（有機米、
有機とうもろこし、有機小麦、有機砂糖）、有機ココナッツ（スリランカ産）、
有機ココアパウダー（オランダ・スペイン産）、食塩（デンマーク産）

375g 12¥918 (850) ●入数

オーガニック ミューズリー（ココア） 6302

有機オート麦をベースに
有機ライ麦・小麦ふすまなどをブレンド　
食感よく香ばしい
■食物繊維が豊富（1食50g当たり7g）　
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて
190kcal/1食（50g）

常温で1年
有機オート麦フレーク（デンマーク産）、有機ライ麦（デンマーク・ドイツ産）、有機転化糖、有機穀物
フレーク（有機小麦ふすま、有機デーツ、有機レーズン）、有機ライ麦フレーク（有機全粒ライ麦、有機
とうもろこし、有機オート麦、有機砂糖、有機コーングルコースパウダー、食塩）、有機大麦（オランダ産）、
有機オート麦（デンマーク産）、有機小麦ふすま（デンマーク・ドイツ産）、有機食用ひまわり油（オランダ産）、
はちみつ（ブラジル産）、有機キノア（ボリビア産）、有機ラズベリー（セルビア産）

375g 12¥918 (850) ●入数

オーガニック ミューズリー（ファイバー）

2361

有機オート麦をベースに
ドライフルーツと穀物をブレンド　
いちごとレーズンの自然な甘み　甘味料・食塩・油脂不使用
■全粒穀類72%入り
■大きないちごスライス入り
■そのまま食べるほか、
豆乳などかけて

常温で1年
有機オート麦フレーク・有機小麦フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー
産）、有機大麦フレーク（ドイツ産）、有機そばフレーク（チェコ・ウクライナ産）、
有機レーズン（トルコ産）、有機乾燥いちご片（ポーランド・スペイン・エジプト産）

オーガニック ミューズリー（オリジナル）

176kcal/1食（50g）

375g 12¥918 (850) ●入数

2292

有機オート麦をベースに
数種の穀物をブレンド　
香ばしく程よい甘さで食べ飽きない
■そのまま食べるほか、
豆乳などをかけて

222kcal/1食（50g）

常温で1年
有機オート麦フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機転化糖、有機砂糖（アルゼンチン産）、有機食用ひ
まわり油（オランダ産）、有機小麦フレーク（デンマーク・スウェーデン・ノルウェー産）、有機ライスパフ（有機米、有機とう
もろこし、有機小麦、有機砂糖）、有機ココナッツ（スリランカ産）、有機ヘーゼルナッツ（トルコ産）、食塩（デンマーク産）

375g 12¥885 (820) ●入数

オーガニック ミューズリー（プレーン）

2362

有機オーツ麦にアーモンド・ごま・カレンツをブレンドし香ばしく焼き上げた
甘酒とメープルのやさしい甘み　
ほのかな酒粕の風味
■「オーサワの有機メープルシロップ」、「オーサワの有機玄米甘酒（なめらか）」使用
■砂糖・食塩不使用
■そのまま食べるほか、豆乳やライスミルクなどをかけて

常温で4ヶ月
有機オーツ麦（アメリカ産）、酒粕（国内産）、有機メープルシロップ（カナダ産）、なたね油（オーストラリア産）、有機玄米甘酒（オーサワの有機玄米甘酒）、有機アーモンド（アメリカ産）、
有機黒胡麻（パラグアイ産）、有機カレンツ（アメリカ産）

オーサワのグラノーラ（玄米甘酒×酒粕）

60g 40¥453 (420) ●入数

2655

北海道産
色鮮やかで風味がよい
■品種：きたのおとめ/しゅまり
■赤飯や煮豆、菓子づくりに

常温で1年
有機小豆（北海道産）

有機栽培小豆（北海道産） 6164

岩手産　
小粒で皮が薄く甘みがある
■品種：エリモショウズ　
■赤飯や煮豆、菓子づくりに

常温で1年
有機小豆（岩手産）

オーサワの有機栽培小豆（岩手産）

1kg 20¥2,109 (1,953) ●入数300g 40¥1,004 (930) ●入数

2657

北海道産
大粒で甘み、風味が強い
■品種：とよみ
■煮豆や菓子づくりなどに

常温で1年
有機大納言小豆（北海道産）

有機栽培大納言（北海道産）

300g 40¥1,026 (950) ●入数

■数量限定品 ■2017年11月再開予定

北海道産　農薬・化学肥料不使用
小粒で皮が薄く甘みがある
■品種：エリモショウズ
■赤飯や煮豆、菓子づくりに

常温で1年
小豆（北海道産）

■数量限定品

オーサワの国内産小豆（北海道産）

2647 1kg 10¥1,814 (1,680) ●入数

2646 200g 50¥540 (500) ●入数

26472646

北海道産　
旨みがある
■品種：ユキホマレ/トヨムスメ
■煮豆や豆乳、味噌づくりなどに

常温で1年
有機大豆（北海道産）

有機栽培大豆（北海道産）

2650 1kg 15¥1,620 (1,500) ●入数

2651 300g 40¥561 (520) ●入数

2651 2650

6166

岩手産
柔らかく甘みがある
■品種：南部白目
■煮豆や豆乳、味噌づくりなどに

常温で1年
有機大豆（岩手産）

オーサワの有機栽培大豆（岩手産）

1kg 20¥1,404 (1,300) ●入数

岩手産　農薬・化学肥料不使用
小粒で皮が薄く甘みがある
■品種：岩手大納言
■赤飯や煮豆、菓子づくりに

常温で1年
小豆（岩手産）

オーサワの国内産小豆（岩手産）

■数量限定品 17561755

1756 1kg 20¥1,814 (1,680) ●入数

1755 300g 50¥723 (670) ●入数
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2653

北海道・青森産　
艶と甘みがある
■品種：いわいくろ
■煮豆や豆ごはんなどに

常温で1年
有機黒豆（北海道産）

300g
■数量限定品

40¥1,004 (930) ●入数

有機栽培黒豆

ポクポクした食感で食べやすい
■海外認定原料使用　
■別名：ガルバンゾー、チクピー豆　
■カレーやスープ、サラダなどに

常温で1年
ひよこ豆（トルコ・イタリア産）

オーサワのひよこ豆

6168 1kg ¥1,857 (1,720)
6167 300g ¥648 (600)

10●入数

30●入数

青森産　農薬・化学肥料不使用
大粒で甘みがある
■品種：おおすず
■煮豆や豆乳、味噌づくりなどに

常温で1年
大豆（青森産）

オーサワの国内産大豆（青森産）

2649 1kg 10¥1,347 (1,248) ●入数

2648 300g 30¥453 (420) ●入数
26492648 6167 6168

6158

北海道産　
農薬・化学肥料不使用
■柔らかく煮上がる　
■煮豆やスープなどに

常温で1年
うずら豆（北海道産）

200g 50¥648 (600) ●入数

オーサワのうずら豆（北海道産）

6159

北海道産　農薬・化学肥料不使用　
甘みが強く濃厚な味わい
■品種：黒千石　
■外皮が黒く中は緑色の
小さな黒豆　
■煮上がるのが早い　
■煮豆や豆ごはんなどに

常温で1年
黒豆（北海道産）

200g 50¥604 (560) ●入数

オーサワの極小黒豆（北海道産）6157

北海道産　艶と甘みがある
■品種：いわいくろ　
■煮豆や豆ごはんなどに

常温で1年
黒豆（北海道産）

180g 20¥453 (420) ●入数

北海道産特別栽培 黒豆

0290

4種の小粒な豆をブレンド　
彩りよく、コクと甘みがある
■Bio・QAI・IMO認定原料使用　
■下煮せずに煮込める　
■スープのほか、サラダなどにも

常温で1年
赤レンズ豆･緑レンズ豆･グリーンスプリットピー･イエロースプリットピー（トルコ･アメリカ・
カナダ産）

120g ¥291 (270)

スープブレンドビーン

0292

甘みがあり柔らかく、クセがない
■Bio・QAI・IMO認定原料使用　
■下煮せずに煮込める　
■スープやカレー、サラダなどに

常温で1年
赤レンズ豆（トルコ産）

120g ¥248 (230)

赤レンズ豆

100●入数

100●入数

2656

北海道産
ホクホクして甘みがある
■品種：福良金時　
■煮豆や豆ごはん、甘納豆などに

常温で1年
有機金時豆（北海道産）

300g 40¥1,004 (930) ●入数

有機栽培金時豆

2256

3種の豆をブレンド　
食感よく、旨みがある
■海外認定原料使用　
■サラダに適した3種類の豆を組みあわせた　
■サラダのほか、煮込み料理などにも

常温で1年
ひよこ豆･キドニービーン･ブラックビーン（アメリカ･トルコ産）

120g ¥291 (270)

サラダブレンドビーン

100●入数

0291

コクと甘みがあり、クセがない
■Bio・IMO認定原料使用　
■下煮せずに煮込める　
■スープやカレー、サラダなどに

常温で1年
緑レンズ豆（トルコ産）

120g ¥259 (240)

緑レンズ豆

100●入数

2641

国内産農薬・化学肥料不使用えごま100%　
香ばしくさくさくとした食感
■えごまは別名ジュウネンと
呼ばれるシソ科の一年草
■遠赤外線とマイナスイオン効果に
よる特殊焙煎
■ふりかけ、ドレッシングなどに

常温で1年
えごま（岡山産）

100g

■数量限定品
■2018年1月再開予定

30¥669 (620) ●入数

オーサワの焙煎えごま 2390

国内産農薬・化学肥料不使用えごま100%　
香ばしく甘みがある
■えごまは別名ジュウネンと
呼ばれるシソ科の一年草
■焙煎後、石臼ですり潰し
ペースト状にした
■和え物やパンなどに

常温で1年
えごま（岡山・宮城産）

100g

■数量限定品
■2018年1月再開予定

20¥756 (700) ●入数

オーサワのえごまペースト0327

国内産農薬・化学肥料不使用えごま100%　
えごま特有の香りと豊かな風味
■えごまは別名ジュウネンと
呼ばれるシソ科の一年草
■石臼挽きで微粉末化した
■飲料に混ぜるほか、
料理や菓子づくりにも

常温で1年
えごま（岡山・宮城産）

180g
■数量限定品

45¥540 (500) ●入数

オーサワのえごまパウダー

国内産農薬不使用白ごま100%　
香り高く、甘みがありまろやか
■昔ながらの薪火をつかった釜煎り法
■皮付きのごまを石臼挽きにした
■パンやごま豆腐、和え物などに
■砂糖不使用

常温で1年6ヶ月
白胡麻（鹿児島産）

60g 20¥864 (800) ●入数

国内産ねりごま（白） 2043

国内産農薬不使用黒ごま100%　
濃厚で香り高く、甘みがある
■昔ながらの薪火をつかった釜煎り法
■皮付きのごまを石臼挽きにした
■パンやごま豆腐、和え物などに
■砂糖不使用

常温で1年6ヶ月
黒胡麻（長崎･鹿児島産）

60g 20¥864 (800) ●入数

国内産ねりごま（黒）2042

2044

有機黒ごま100%　
香ばしくコクがあり、滑らか
■手作業による遠赤直火焙煎
■臼で繰り返し挽いているので、
より液状に近く滑らか
■ドレッシングやたれなどに
■砂糖不使用

常温で1年
有機黒胡麻（ボリビア産）

250g 15¥1,134 (1,050) ●入数

有機黒ごまペースト2046

有機白ごま100%
香ばしくコクがあり、滑らか
■濃厚で甘みがある
■皮付きのままペースト状にした
■手作業による遠赤直火焙煎
■臼で繰り返し挽いているので、
より液状に近く滑らか
■ドレッシングやタレなどに　
■砂糖不使用

常温で1年
有機白胡麻（エチオピア産）

250g 15¥1,220 (1,130) ●入数

有機白ごまペースト



豆・ごま類 ふりかけ・漬物・佃煮

50 51

0293 有機すりごま（白）
有機白ごま100%

0295 有機いりごま（白）
有機白ごま100%

有機ごま100%

オーサワの有機すりごま・いりごまシリーズ
有機ごま100%

みたけ有機すりごま・いりごまシリーズ

6442

黒ごま100%
口当たりまろやかで甘みとコクがある
■使いやすいチューブタイプ
■ごまを丹念に練り上げた
■砂糖不使用
■炒め物や和え物になどに

常温で1年
いり黒胡麻（パラグアイ・メキシコ・ミャンマー・ベトナム産）

120g 10¥356 (330) ●入数

旨みねりごま（黒）6443

白ごま100%
口当たりまろやかで甘みとコクがある
■使いやすいチューブタイプ
■ごまを丹念に練り上げた
■砂糖不使用
■炒め物や和え物などに

常温で1年
むき白胡麻（パラグアイ・メキシコ・グァテマラ・エチオピア産）

120g 10¥356 (330) ●入数

旨みねりごま（白）

0294 有機すりごま（黒）
有機黒ごま100%

0296 有機いりごま（黒）
有機黒ごま100%

■香ばしく豊かな香り
■粒を程よく残した粗挽き製法

■豊かな風味と甘み
■鉄釜でふっくら香ばしく煎り上げた

常温で6ヶ月

70g
有機白胡麻（パラグアイ産）

80g
有機白胡麻（パラグアイ産）

70g
有機黒胡麻（パラグアイ・ボリビア産）

80g
有機黒胡麻（パラグアイ・ボリビア産）

6465 有機すりごま（白）
有機白ごま100%

6467 有機いりごま（白）
有機白ごま100%

6466 有機すりごま（黒）
有機黒ごま100%

6468 有機いりごま（黒）
有機黒ごま100%

■ごまの風味豊か
■粗挽き製法

■豊かな香ばしさ
■遠赤直火焙煎で芯まで香ばしく煎り上げた

常温で1年

70g
有機白胡麻（パラグアイ・ボリビア・エチオピア産）

80g
有機白胡麻（パラグアイ・ボリビア・エチオピア産）

70g
有機黒胡麻（パラグアイ・ボリビア・メキシコ産）

80g
有機黒胡麻（パラグアイ・ボリビア・メキシコ産）

60¥243 (225) ●入数各 10¥270 (250) ●入数各

0663

ごまの旨みと香りがよい
■塩分9%（重量比）
■ごはんや和え物などに

常温で6ヶ月
黒胡麻（パラグアイ･ミャンマー産）､食塩（天塩）

ゴマ塩（黒）

110g ¥324 (300)

0662

ごまの旨みと香りがよい
■塩分9%（重量比）
■ごはんや和え物などに

常温で6ヶ月
白胡麻（パラグアイ･スーダン産）､食塩（天塩）

ゴマ塩（白）

110g ¥324 (300)100●入数 100●入数

0670

有機黒ごま、伝統海塩「海の精」使用　
黒すりごまの豊かな風味と程よい塩味
■塩分9%（重量比）
■ごはんや和え物などに

常温6ヶ月
有機黒胡麻（ボリビア産）、食塩（海の精）

オーサワの有機黒ごま塩

40g ¥270 (250) 50●入数

0310

国内産白ごま100%　
甘い香り
■煎ってごま塩やすりごま、切りごまに

常温で1年
白胡麻（茨城産）

オーサワの国内産 洗いごま（白）

100g ¥658 (610)

0302

国内産黒ごま100%　
香りが強く、甘みがある
■煎ってごま塩やすりごま、切りごまに

常温で1年
黒胡麻（茨城産）

オーサワの国内産 洗いごま（黒）

100g ¥658 (610)100●入数 100●入数

6469

鹿児島県喜界島産白ごま100%
香り高く、まろやかな口当たり
■遠赤直火焙煎で、
ごま本来の旨みと風味を
引き出した

常温で1年
白胡麻（鹿児島産）

国産いり胡麻（白）

35g ¥540 (500) 40●入数

■数量限定品

0621

海の精食養豆みそ、国内産特別栽培野菜使用　
豆みそのコクと旨み
■細かく刻んだ根菜に豆みそを合わせて、
鉄釜で長時間炒り上げた
■玄米ごはんにふりかけて

常温で1年
豆味噌（海の精・食養豆みそ）､特別栽培ごぼう（鹿児島・熊本・北海道産）、特別栽培れんこん

（熊本･佐賀産）､特別栽培にんじん（鹿児島･熊本産）､胡麻油（香宝）、特別栽培生姜（鹿児島産）

70g 36¥810 (750) ●入数

オーサワの鉄火みそ（豆みそ）6459

海の精麦みそ、国内産特別栽培野菜使用　
麦みそのやさしい甘み
■細かく刻んだ根菜に麦みそを合わせて、
鉄釜で長時間炒り仕上げた
■玄米ごはんにふりかけて

常温で1年
麦味噌（海の精・麦味噌）、特別栽培ごぼう（鹿児島・熊本・北海道産）、特別栽培れんこん

（熊本・佐賀産）、特別栽培にんじん（鹿児島・熊本産）、胡麻油（香宝）、特別栽培生姜（鹿児島産）

オーサワの鉄火みそ（麦みそ）

70g 40¥810 (750) ●入数

有機黒ごまと海の精を使用した
有機ごま塩です。黒すりごまの
豊かな香りと程よい塩味が玄米
ごはんによく合います。
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6461

北海道産ちりめん・天然真昆布、国内産山椒使用　
上品な旨みと爽やかな山椒の香り
■ちりめんの上品な風味と
爽やかな山椒の香りを
昆布の旨みが引き立てる
■天然醸造の調味料で
ふっくらと炊き上げた
■ごはんにふりかけて、
おにぎりやお茶漬けにも
■しっとりタイプ

常温で6ヶ月
ちりめんこうなご（北海道産）、醤油、真昆布（北海道産）、てん
さい含蜜糖（北海道産）、本みりん、清酒、米酢、山椒（国内産）

35g 40¥490 (454) ●入数

ちりめん山椒×こんぶ（ふりかけ）

3574

炊いたごはんに混ぜるだけ
鳴門産わかめ使用
磯の風味豊か
■化学調味料不使用

常温で3ヶ月
わかめ（鳴門産）､てんさい糖（北海道産）､食塩（伯方の
塩）､昆布粉末（北海道産）

35g 30¥324 (300) ●入数

わかめごはんの素 6458

国内産ひじき・ごま使用　
ひじきの旨みと爽やかな紫蘇の香り
■ひじきの風味・歯ごたえを
生かしたやわらかい食感
■紫蘇の香りが爽やか
■混ぜごはんやパスタにも
■しっとりタイプ

常温で6ヶ月
ひじき（国内産）、粗糖（鹿児島産）、食塩（伯方の塩）、いり胡麻［胡麻（国内産）］、
醗酵調味料、昆布粉末［真昆布（北海道産）］、赤紫蘇漬［赤紫蘇（国内産）］

45g 50¥511 (474) ●入数

国産ごまひじき

0668

炊いたごはんに混ぜるだけ　
北海道産わかめ・天然昆布粉末使用　
わかめの風味と昆布の旨み
■甘味料・化学調味料不使用

常温で6ヶ月
わかめ（北海道産）、食塩（伯方の塩）、昆布粉末（北海道産）

30g 50¥475 (440) ●入数

オーサワのわかめごはんのもと 0669

炊いたごはんに混ぜるだけ
北海道産わかめ・天然昆布粉末使用
わかめの風味と爽やかな紫蘇の酸味
■有機ごまの香ばしさがご飯に合う
■甘味料・化学調味料不使用

常温で6ヶ月
わかめ（北海道産）、有機白胡麻（グアテマラ・ボリビア産他）、食塩（伯方の塩）、梅酢、
昆布粉末（北海道産）、もみ紫蘇

30g 50¥453 (420) ●入数

オーサワのしそわかめごはんのもと

6456

奈良県西吉野産有機赤紫蘇使用
豊かな紫蘇の風味と程よい酸味
■天日乾燥
■化学調味料不使用
■梅酢のやわらかな酸味と
ほのかな塩味
■ごはんのお供に、
おにぎりや雑炊、
パスタやサラダなどにも

常温で1年
有機赤紫蘇（奈良産）、梅酢（奈良産）、食塩（内モンゴル産）

40g
■数量限定品

150¥464 (430) ●入数

オーサワのしそふりかけ 0675

和歌山産梅、国内産ごま使用
梅のかりかりとした食感
爽やかな紫蘇の風味
■しっとりタイプ
■あたたかいごはんにふりかけて、
おにぎり、お茶漬けなどにも

常温で6ヶ月
梅漬［紫蘇梅酢、梅（和歌山産）、食塩］、粗糖（鹿児島産）、赤紫蘇漬［赤紫蘇

（国内産）、食塩、梅酢］、いり胡麻（国内産）、発酵調味料、梅肉［梅（和歌山産）、
食塩］、梅酢［梅（和歌山産）、食塩］、昆布粉末（北海道産）

45g 50¥511 (474) ●入数

国産かりかり梅しそ 6103

国内産農薬不使用生姜使用
生姜のシャキシャキとした食感と辛み
かつおの風味がごはんによく合う
■薬味や調味料としても
■化学調味料不使用

常温で5ヶ月
生姜･かつお節（国内産）､漬け原材料[醤油､麦芽水飴､米酢､粗糖､
醤油もろみ､食塩（再結晶塩）､かつおだし､昆布だし､みりん､梅酢]

80g 60¥432 (400) ●入数

生姜ごはんの友

和歌山産農薬不使用梅・紫蘇使用
熟成されたまろやかな味わい
■天日干し
■塩分約18%
■三年ものなので、塩味のカドが取れて
まろやかな味わい
■柔らかく食べやすい

常温で1年
梅・紫蘇（和歌山産）､食塩（シママース）

龍神梅 三年梅干

■数量限定品

1989 280g 12¥1,512 (1,400) ●入数

1974 150g 96¥777 (720) ●入数

りゅうじんうめ

19891974

1976

和歌山産農薬不使用梅・紫蘇使用
熟成されたまろやかな味わい
■天日干し
■塩分約18%
■小粒で柔らかく食べやすい

常温で1年
梅・紫蘇（和歌山産）､食塩（シママース）

150g
■数量限定品

96¥1,123 (1,040) ●入数

龍神梅 三年梅干（小梅）
りゅうじんうめ

和歌山産農薬不使用梅・紫蘇使用　
酸味まろやかで香り高い
■天日干し
■塩分約18%
■梅干本来の酸味

常温で1年
梅・紫蘇（和歌山産）､食塩（シママース）

龍神梅

0426 1kg 4¥3,888 (3,600) ●入数（樽）
0425 300g 12¥1,382 (1,280) ●入数（ビン）

0428 8kg 1¥25,920 (24,000) ●入数（樽）
0427 4kg 2¥14,256 (13,200) ●入数（樽）

りゅうじんうめ

042604250424 04280427

0424 120g 36¥626 (580) ●入数（カップ）

奈良産有機梅・紫蘇使用
大粒で肉厚、酸味まろやかで紫蘇の香り高い
■天日干し
■塩分18〜20%

常温で1年
有機梅（奈良産）､食塩（内モンゴル産）､有機赤紫蘇（奈良産）

オーサワの有機しそ漬け梅干

6758 700g 16¥2,451 (2,270) ●入数
1970 170g 32¥648 (600) ●入数

1970 6758

奈良産有機梅使用
大粒で肉厚、果肉が柔らかく酸味まろやか
■天日干し
■塩分18〜20%

常温で1年
有機梅（奈良産）､食塩（内モンゴル産）

オーサワの有機白干し梅干

6759 700g 16¥2,160 (2,000) ●入数
1972 170g 32¥604 (560) ●入数

1972 6759

群馬産農薬不使用梅・紫蘇使用
しっかりとした塩味
■天日2度干し
■塩分約20%
■木樽熟成
■肉厚

常温で1年
梅･紫蘇（群馬産）､食塩（海の精）

海の精 上州梅干

0457 1kg 4¥3,186 (2,950) ●入数（樽）
0456 300g 18¥993 (920) ●入数（カップ）

04570456

じょうしゅう

0432

3年以上樽で熟成
まろやかな酸味　肉厚・大粒
■天日干し
■塩分約18%
■梅の香りがフワッと立ちのぼる
■果肉はソフトでみずみずしい

常温で1年
梅（神奈川産）､食塩・紫蘇（国内産）

300g 12¥1,080 (1,000) ●入数

オーサワの小田原三年梅干6455

瀬戸内海音戸産片口いわし・
国内産ひじき使用　
磯の香りとほのかな甘み
■ごはんにふりかけて
■サラダやパスタ、炒飯などにも
■しっとりタイプ
■化学調味料不使用

常温で3ヶ月
片口いわし（瀬戸内海音戸産）、ひじき（国内産）、てんさい糖（北海道産）、
食塩（伯方の塩）、醗酵調味料、昆布粉末（北海道産）

40g 30¥453 (420) ●入数

ひじきちりめん

3570

熊本産大根葉使用　
食べやすい大根葉のふりかけ
■化学調味料不使用　
■おにぎりやパスタに
からめても

常温で1年
大根葉（熊本産）､有機醤油､洗双糖（種子島産）､食塩

（天塩）､醗酵調味料､魚醤（魚介類）

30g 30¥324 (300) ●入数

菜彩ふりかけ大根葉
さいさい
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梅干しに白い結晶のようなものがありますが大丈夫？
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0438

国内産梅使用
程よい酸味、紫蘇の香りが際立つ
小粒タイプ
■天日干し
■塩分約16%
■鮮かな赤色

常温で1年
小梅（奈良・和歌山・三重産）､紫蘇（奈良・和歌山産）､食塩（海の精）

120g 18¥691 ●入数

紅玉小梅

(640)

べ に た ま

1983 1984

国内産特別栽培梅、有機紫蘇使用
酸味がマイルドで程よい旨み
■天日干し
■塩分約17%
■鮮かな赤色

常温で1年
特別栽培梅（奈良・和歌山・三重産）､有機紫蘇（奈良・和歌山産）､食塩（海の精）

特別栽培 紅玉梅干

1984 200g 18¥918 (850) ●入数（カップ）
1983 120g 24¥577 (535) ●入数（カップ）

1986 1.5kg（500g×3袋） 4¥6,534 (6,050) ●入数（箱）
1985 800g 6¥3,564 (3,300) ●入数（カップ）

べ に た ま

0422

奈良産特別栽培梅使用　
大粒で肉厚、果肉が柔らかくまろやかな酸味
■国内産有機紫蘇使用
■「林州梅」とは奈良吉野の在来種
■天日干し
■塩分約17%
■鮮やかな赤色

常温で1年
梅（奈良産）、有機紫蘇（奈良・和歌山産）、食塩（海の精）

海の精 紅玉梅干 林州

120g 24¥567 (525) ●入数

べ にたま 　 　 　 　 　 りんしゅう

0449

国内産有機梅干100%
豊かな香り、マイルドな酸味
■国産有機「紅玉梅干」の梅肉を
ペーストにした本格派練り梅
■まぜごはん、おにぎり、
梅あえ、梅たたき、梅だれ、
ドレッシングなどに
■梅紫蘇の香り豊か

常温で6ヶ月
有機梅（奈良･三重産）､有機紫蘇（奈良・和歌山産）､
食塩（海の精）

■2018年1月より価格改定 ¥1,144 (1,060)

有機 紅玉ねり梅（しそ入）
べ に た ま

1978

国内産有機梅干100%
マイルドな酸味
使いやすいチューブタイプ
■国産有機「紅玉梅干」の梅肉をペーストにした
本格派練り梅
■和え物やサラダなどに

常温で6ヶ月
有機梅（奈良産）､有機紫蘇（奈良・和歌山産）､食塩（海の精）

■2018年1月より価格改定 ¥680 (630)

有機 紅玉ねり梅（チューブ）
べ に た ま

6756

奈良・三重産有機梅使用　　
かりかりとした食感とまろやかな酸味　
料理に便利な刻みタイプ
■そのまま食べるほか、
ごはんと混ぜておにぎりやお茶漬けなどに

常温で6ヶ月
有機梅（奈良・三重産）、漬け原材料［梅酢（奈良産）、食塩］

60g ¥486 (450)

海の精 かりかり梅（刻み）

30●入数

1951

和歌山産有機南高梅の梅干100%　
やわらかな酸味
■自家農園で梅の栽培から
加工まで一貫して行っている　
■昔ながらの酸っぱい
梅そのままの味わい　
■和え物やサラダなどに

常温で1年
有機梅（和歌山産）､食塩（天日塩）

300g 60¥928 (860) ●入数

有機ねり梅 2881

国内産原料100%　番茶・生姜入り　
湯を注ぐだけで梅醤番茶に
■有機紅玉ねり梅、
天然醸造生醤油、
国内産番茶・生姜使用
■小さじ1〜2杯を湯に溶いて

常温で1年
有機梅干（奈良産）、醤油（国内産）､番茶（島根産）､生姜

（高知・長崎産）

130g 12¥1,317 (1,220) ●入数

紅玉梅醤 番茶・生姜入り
べにたまうめしょう

1982

国内産原料使用　農薬不使用｢龍神梅」使用
梅酢・紫蘇・刻み生姜入り
番茶を注いで梅醤番茶に
■農薬不使用龍神梅・梅酢・紫蘇、
天然醸造醤油、国内産生姜使用
■さわやかな味わいで飲みやすい
■小さじ1〜2杯を湯や番茶に溶いて

常温で1年
梅肉（和歌山産）､醤油（茜醤油）､梅酢･紫蘇（和歌山産）､生姜（国内産）

250g 24¥1,944 (1,800) ●入数

龍神梅 梅醤（生姜入）
りゅうじんうめ   うめしょう

0687

奈良産梅干、茜醤油使用　
番茶を注いで梅醤番茶に
■奈良産梅干に茜醤油をミックス
■梅醤番茶、ごはん、冷奴、和え物に
■小さじ1〜2杯を湯や番茶に溶いて

冷暗所で1年
梅干（奈良産）､醤油（茜醤油）

オーサワうめしょう

250g 12¥1,296 (1,200) ●入数

1909

国内産原料使用　番茶入り
お湯を注ぐだけで梅醤番茶に
■国内産有機梅干、
天然醸造醤油使用
■栽培期間中農薬・
化学肥料不使用番茶使用
■小さじ1〜2杯を湯に溶いて

常温で1年
有機梅干（奈良産）､醤油（国内産）､番茶（島根産）

250g 12¥1,998 (1,850) ●入数

梅醤エキス 濃縮番茶入り
うめしょう

1910

国内産原料使用　番茶・生姜入り
お湯を注ぐだけで梅醤番茶に
■国内産有機梅干、
天然醸造醤油使用
■栽培期間中農薬・
化学肥料不使用番茶使用
■小さじ1〜2杯を湯に溶いて

常温で1年
有機梅干（奈良産）､醤油（国内産）､番茶（島根産）､生姜

（高知･長崎産）

250g 12¥2,106 (1,950) ●入数

梅醤エキス 濃縮番茶&生姜入り
うめしょう

1908

タンポポの根エキス入り
お湯を注ぐだけで梅醤たんぽぽ茶に
■国内産有機梅干、
天然醸造醤油に
タンポポの根エキスをブレンド
■小さじ1〜2杯を湯に溶いて

常温で1年
有機梅干（奈良産）､醤油（国内産）､タンポポの根

（ポーランド産）

250g 12¥3,780 (3,500) ●入数

梅醤たんぽぽ
うめしょう

1985

6761

国内産有機原料使用
有機番茶、生姜入り
お湯を注ぐだけで梅醤番茶に
■伝統製法梅干、天然醸造醤油、有機番茶使用
■分包タイプで携帯に便利
■お好みで葛を加えて

常温で1年6ヶ月
有機醤油･梅干･番茶･生姜（国内産）

180g（9g×20包） 36¥1,686 (1,562) ●入数

オーサワの有機梅醤エキス（番茶入り）分包
うめしょう

0685

和歌山産農薬不使用青梅100%　
果汁をじっくり煮詰め濃縮
■青梅を圧搾した果汁を10時間以上かけて煮詰めた
■酸っぱい
■そのまま、または湯やお茶に溶いて

常温で2年
青梅（和歌山産）

50g 25¥2,592 (2,400) ●入数

オーサワ梅のエキス

6754

奈良・和歌山・三重産特別栽培青梅100%　　
果汁をじっくり煮詰め濃縮
■青梅を圧搾した果汁を
8〜10時間かけて煮詰めた
■酸っぱい
■そのまま、または湯や
お茶に溶いて

常温で1年
青梅（奈良･和歌山･三重産）

65g 35¥2,700 (2,500) ●入数

特別栽培梅エキス（王隠堂） 0682

国内産有機梅100%
■1瓶で青梅2kg分　
■甘酸っぱい　
■そのまま、または湯や
お茶に溶いて　
■料理の隠し味にも

常温で3年
有機青梅（奈良・三重産）

40g ¥2,160 (2,000)

有機梅肉エキス

36●入数

0694

国内産有機梅肉エキス100%使用　
食べやすい粒タイプ
■有機米粉使用　
■水やぬるま湯で飲む、
またはそのまま舐める　
■1日15〜30粒を目安に

常温で2年
有機梅肉エキス（奈良・三重産）、有機米粉（国内産）

90g（約600粒）
¥3,780 (3,500)

有機梅肉エキス（粒）

36●入数

100g ¥615 (570) 48●入数

250g 24¥1,036 (960) ●入数
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和歌山産農薬不使用青梅使用　
食べやすい粒タイプ
■1日5〜10粒を目安に、
水かぬるま湯で飲む他、
そのまま舐める

常温で1年

龍神 梅肉エキス粒 梅玉
りゅうじん

6750
40g（約200粒） 12¥2,160 (2,000) ●入数
6751
90g（約450粒） 12¥4,320 (4,000) ●入数

梅エキス（和歌山産）､上新粉（国内産）､甜菜繊維（北海道産）

6750 6751

1969

和歌山産青梅100%
果汁をじっくり煮詰め濃縮
■青梅を圧搾した果汁を
約20時間かけて煮詰めた
■酸っぱい
■そのまま、
または湯やお茶に溶いて

常温で3年
青梅（和歌山産）

90g ¥3,240 (3,000)

梅炫 梅エキス
う め け ん

36●入数

1967

和歌山産青梅使用
食べやすい粒タイプ
■1日10〜20粒を目安に、
水かぬるま湯で飲む他、
そのまま舐める

常温で2年
梅エキス（和歌山産）､甘藷（鹿児島･宮崎産）､でん粉（アメ
リカ産他）､食物繊維（欧州･南米産）､牡蠣殻末（広島産）

90g（約450粒）
¥3,240 (3,000)

梅炫 梅エキス（粒）
う め け ん

36●入数

2973

本葛と国内産有機梅肉を麦芽で糖化
甘酸っぱくて食べやすい
■そのまま食べる
または湯に溶いて
■子供にも食べやすい
■砂糖不使用

常温で1年
本葛（南九州産）､麦芽（カナダ産）､有機梅肉エキス

（奈良・三重産）

160g 12¥2,484 (2,300) ●入数

梅肉エキス&本葛 6755

和歌山産梅干果肉100%使用
程よい酸味
■梅干の成分をそのまま濃縮
■携帯に便利

常温で1年
梅干し果肉（和歌山産）、紫蘇加工品（愛知産）

16g（約53粒）¥626 (580)

梅ぼしさん（しそ梅干100%） 0454

和歌山産梅干使用　
程よい酸味

常温で2年
梅干パウダー（和歌山産）､もち米粉（国内産）､梅干果肉

（和歌山産）

10g（約110粒）¥345 (320)

うめつぶ

■梅干を粉末にして固めた小粒タイプ
■中箱には4種類のおみくじ付
■携帯に便利

144●入数72●入数

0499

宮崎産有機大根使用
自然な甘みと程よい塩味
■天日干し大根使用
■氷点熟成
■砂糖・化学調味料不使用

冷暗所で1年
有機大根（宮崎産）、漬け原材料［米糠（埼玉産）、食塩（海の精）、昆布（北海道産）､唐辛子

（宮崎・埼玉産）］

150g以上1個詰 30¥513 (475) ●入数

オーサワの一本漬けたくあん 6747

国内産大根使用
熟成による奥深い味わいと、乳酸発酵による強い酸味
■半年以上樽でねかせた発酵漬物
■塩分控えめ（約3.5%）
■砂糖・化学調味料不使用

冷暗所で4ヶ月
大根（九州・山形産）、漬け原材料[糠（国内産）、食塩（ふんわりいそ塩）、昆布（北海道産）、
渋柿の皮（和歌山産）、唐辛子（国内産）]

120g 30¥388 (360) ●入数

オーサワの熟成たくあん

0469

国内産特別栽培大根使用
もろみの風味高く、自然な甘みと程よい塩味
■べったら漬けをもろみに漬け込んだ
■農薬不使用大根使用
■天然醸造調味料使用
■氷点熟成
■砂糖・化学調味料不使用

冷暗所で3ヶ月
特別栽培大根（埼玉産）､漬け原材料[醗酵調味料､玄米甘酒､醤油､米味噌､米酢､唐辛子

（国内産）､食塩（天塩）]

150g以上1個詰 ¥522 (484)

オーサワのもろみべったら漬

30●入数

6739

宮崎産有機大根使用　
味わい深くコクのある味わい
■天日干し大根使用
■天然醸造調味料使用
■氷点熟成
■砂糖・化学調味料不使用

常温で1年
有機大根（宮崎産）、漬け原材料[有機醤油、有機米味噌

（海の精 国産有機玄米味噌）]

100g以上1個詰 ¥507 (470)

海の精 国産有機もろみ漬だいこん

30●入数

0471

国内産減農薬割り干し大根・
昆布・にんじん使用　
パリパリとした食感、程よい甘みと辛み
■青首大根を皮ごと使用
■天然醸造調味料使用
■砂糖・化学調味料不使用

冷暗所で5ヶ月
割り干し大根（国内産）､昆布・にんじん（国内産）､胡麻（パラグアイ産）､唐辛子

（国内産）､漬け原材料[米飴､醤油､本みりん､梅酢､米酢､酵母エキス]

120g (340)

オーサワのぱりぱり漬け

¥367 60●入数

国内産野菜100%使用　
歯ごたえよく、爽やかな程よい酸味
■有機生姜・農薬不使用紫蘇葉使用
■茜醤油使用
■砂糖・化学調味料不使用

常温で5ヶ月
きゅうり（宮崎産）、なす（徳島産他）、有機生姜（千葉産）、紫蘇葉（宮崎産）、昆布（北海道産）、
漬け原材料[米飴、梅酢、みりん、醤油（茜醤油）、昆布だし、食塩（海の精）]

オーサワのしば漬

120g 60¥356 (330) ●入数

6741

国内産野菜100%使用　
歯ごたえよく、すっきりとした甘み
■有機大根・にんじん・生姜・
農薬不使用紫蘇葉使用
■茜醤油使用
■砂糖・化学調味料不使用

常温で8ヶ月
有機大根（宮崎産）、きゅうり（宮崎産）、なす（徳島産他）、有機にんじん（鹿児島・宮崎産）、有機生姜（千葉産）、なた豆（宮崎産）、紫蘇葉

（宮崎産）、昆布（北海道産）、漬け原材料[有機ぶどう果汁（アルゼンチン産）、醤油（茜醤油）、みりん、梅酢、昆布だし、食塩（海の精）]

オーサワの福神漬

120g 60(370) ●入数¥399

6740

0470

国内産特別栽培大根使用
玄米甘酒で漬けこんだ自然な甘み
■氷点熟成
■砂糖不使用
■化学調味料不使用

冷暗所で3ヶ月
特別栽培大根（埼玉産）､漬け原材料［玄米甘酒（埼玉産）､食塩（天塩）］

オーサワのべったら漬

150g 30¥496 (460) ●入数

■12月〜数量限定品

6742

国内産原料100%使用　
深みのある風味とパリッとした食感
■農薬不使用きゅうり使用
■下漬けから伝統海塩

「海の精」を使用
■天然醸造調味料使用
■低温熟成
■砂糖・化学調味料不使用

常温で8ヶ月
きゅうり（埼玉・群馬産）、漬け原材料[醤油、純米みりん粕

（愛知産）、食塩（海の精）、梅酢、玄米味噌、昆布（北海道産）]

150g 30¥486 (450) ●入数

海の精 きゅうり諸味漬

6744

国内産ザーサイ100%使用
なたね油とごま油で風味豊かに炒めた
歯ごたえよくピリッとした辛み
■化学調味料不使用
■スライスタイプ

常温で5ヶ月
ザーサイ（九州・千葉・茨城産）、粗糖、なたね油、酵母エキス、
醤油、梅酢、ごま油、食塩（メキシコ産他）、唐辛子（島根産）

100g ¥356 (330)

国産 味ざーさい

40●入数

6748

しっかり味がしみ込んだメンマ　
しなやかな歯ごたえ
■やわらかいメンマを
本醸造醤油等で煮込んだ
■化学調味料・漂白剤不使用

常温で6ヶ月
メンマ（台湾産）、醤油、米醗酵調味料、胡麻油、粗糖（鹿児島産）、
酵母エキス、食塩（球美の塩）、唐辛子（島根産）

80g ¥291 (270)

煮込みメンマ

20●入数

0444

九州産農薬不使用らっきょう100%使用
歯切れよくパリパリとした食感　甘さ控えめ
■本醸造米酢・三河みりん使用
■砂糖・化学調味料不使用

常温で5ヶ月
らっきょう（九州産）､漬け原材料[麦芽水飴､米酢､みりん､
食塩（シママース）]

オーサワの国内産甘酢らっきょう

100g 60¥723 (670) ●入数

6732

国内産原料100%
生姜の辛みと梅酢の風味
■国内産契約栽培生姜使用
■国内産有機梅・紫蘇使用
■伝統海塩「海の精」でつくった
紅玉梅酢使用
■砂糖・化学調味料不使用
■刻みタイプ

冷暗所で6ヶ月
生姜（高知産）､漬け原材料[梅酢（紅玉梅酢）]

紅しょうが（刻み）

60g 30¥345 (320) ●入数

こう ば い

6743

国内産原料100%
生姜の辛みと梅酢の風味
■国内産契約栽培生姜使用
■国内産有機梅・紫蘇使用
■伝統海塩「海の精」でつくった
紅玉梅酢使用
■砂糖・化学調味料不使用
■スライスタイプ

常温で6ヶ月
生姜（高知産）、漬け原材料[梅酢（紅玉梅酢）]

海の精 しょうが紅梅漬

100g 30¥486 (450) ●入数

6730

国内産生姜100%使用
風味豊かな生姜の香りと、歯触りのよい食感
ほんのり甘酸っぱい
■生姜は辛みの少ない
やわらかな部分を使用
■本醸造米酢使用
■化学調味料不使用

冷暗所で6ヶ月
生姜（国内産）､漬け原材料[米酢､粗糖､食塩（伯方の塩）]

国産 がりしょうが

50g 40¥297 (275) ●入数

■数量限定品
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愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
食感よく、大根の甘みと唐辛子の辛みが絶妙

道長 はりはりキムチ（冷蔵）7813 110g 1¥349
(324)

切干大根（愛知産）、漬け原材料［トマトピューレ、白梅酢、たまり醤油、白たまり（足助仕込三河しろ
たまり）、みりん、りんご（長野産）、にんじん（愛知産）、食塩（カンホアの塩）、にんにく（愛知産）、
唐辛子（韓国産）、粗糖（鹿児島産）、生姜（長崎産）、鰹節（鹿児島・静岡産）、昆布（北海道産）］

冷蔵で
6ヶ月詳細▶P127■10月〜5月限定品

愛知産農薬・化学肥料不使用大根・ゆず100%使用
歯ごたえよく、ゆずの爽やかな風味

道長 ゆず大根（冷蔵）7814 150g 1¥360
(334)

大根（愛知産）、漬け原材料［粗糖（鹿児島産）、
米酢（福井産）、みりん（愛知産）、食塩（カンホア
の塩）、ゆず（愛知産）、昆布（北海道産）］

冷蔵で
30日■11月〜3月限定品 詳細▶P127

北海道産昆布・するめ100%使用
昆布とするめの深みのある味わい

道長 松前漬（冷蔵）7815 100g 1¥442
(410)

昆布（北海道産）、するめ（北海道産）、にんじん（愛知産）、
漬け原材料［白たまり（足助仕込三河しろたまり）、みりん・
たまり醤油（愛知産）、粗糖（鹿児島産）］

冷蔵で
3ヶ月■12月数量限定品 詳細▶P127

秋田産原料100%
大根の自然な甘みといぶしの上品な風味

愛菜ものがたり（いぶりだいこん）冷蔵7816 100g 20¥540
(500)

大根・玄米・米糀・食塩（秋田産） 冷蔵で
6ヶ月■3月〜数量限定品 詳細▶P127

愛知産農薬・化学肥料不使用きゅうり100%使用　
歯ごたえよく、さっぱりとした味わい

道長 きゅうりのかっぱ漬（冷蔵）7812 100g 1¥360
(334)

きゅうり（愛知産）、漬け原材料［白たまり（足助
仕込三河しろたまり）、たまり醤油、みりん、梅酢、
生姜（長崎産）、食塩、粗糖（鹿児島産）］

冷蔵で
4ヶ月詳細▶P127■8月〜9月数量限定品

愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
熟成された大根の風味と程よい酸味

道長 古式一丁漬（冷蔵）7810 100g 1¥308
(286)

大根（愛知産）、漬け原材料［米ぬか（愛知産）、
食塩（メキシコ産）、なすの葉・柿の皮（愛知産）］

冷蔵で
3ヶ月詳細▶P127

6735

九州産農薬不使用高菜100%使用　
高菜本来の旨みと爽やかな風味
■じっくりと乳酸発酵させた
■シャキシャキとした食感
■砂糖・化学調味料不使用

常温で5ヶ月
高菜（九州産）、漬け原材料［梅酢、麦芽水飴、食塩

（オーストラリア産）、ウコン粉（沖縄産）］

130g ¥270 (250)

きざみ高菜漬

60●入数

0659

特別栽培米ぬか100%使用
ご家庭で本格ぬか漬けを
■水と塩を混ぜ、ぬか床に
■ぬか床を作って一週間ぐらいから、
ぬか漬けが楽しめる
■乾燥唐辛子1本入り
■化学調味料不使用

常温で10ヶ月
米ぬか（国内産）、唐辛子（島根産）

500g 12¥259 (240) ●入数

オーサワのぬか漬の素（乾燥）
誰でも簡単、すぐに漬けられる生ぬか床
■「醗酵学の博士号をもつ今井瑞博」が考案した

「麹菌」を使用し、ぬかの旨みを引き出した
■捨て漬け不要
■化学調味料不使用

常温で1年
米ぬか（長野産）､食塩（オーストラリア産）､唐辛子（九州産）

麹屋甚平熟成ぬか床

0473 1kg 12¥594 ●入数（補充用） (550)

●容器サイズ：縦195mm×横275mm×高さ85mm
0472 2kg 6¥1,512 ●入数（容器付） (1,400)

●容器サイズ：縦155mm×横210mm×高さ80mm
6736 1.2kg 6¥864 ●入数（容器付） (800)

こ う じ や じ ん べ い

0472

6737

そのまま使える補充用乾燥ぬか
■「醗酵学の博士号をもつ
今井瑞博」が考案した「麹菌」を
使用し、ぬかの旨みを引き出した　
■ぬか床の環境がよくなるよう
米糀を加えた　
■食塩入り　
■化学調味料不使用

常温で1年
米ぬか（国内産）､食塩（オーストラリア産）､米糀（国内産）、
唐辛子（九州産）

補充用 麹屋甚平熟成ぬか（乾燥）

400g ¥291 (270) 12●入数

0467

やさしいぬか漬け風味の
浅漬けができる
■浅漬けから本格漬けまでできる
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

常温で1年
米ぬか糀､米糀､食塩（シママース）､酵母菌､乳酸菌

麹屋甚平 浅漬の素

500ml ¥388 (360) 20●入数

6738

国内産原料100%　
手軽に美味しい浅漬けができる
■植物性乳酸発酵液が発酵を助ける
■野菜と混ぜて30分〜1時間ほどで
おいしい浅漬けができる
■1包（3g）で野菜100〜200gが
漬けられる
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

常温で1年
食塩（海の精）、純米酒（福島産）、純米みりん（愛知産）、昆布

（北海道産）、しいたけ（大分・熊本産）、乳酸発酵液（静岡産）

海の精 浅漬けのもと

30g（3g×10P）¥432 (400) 60●入数

1997

三重産青海苔使用　磯の風味豊か、甘さをおさえた自然な味わい　
砂糖・化学調味料不使用
■植物性素材でつくった佃煮
■本醸造醤油・本みりん使用
■甘すぎないさっぱりした味で、海苔の風味豊か
■ごはんのお供、おにぎりに
■使いやすい小容量タイプ

常温で1年
本醸造醤油、青海苔（ひとえぐさ:三重産）、麦芽水飴、本みりん、昆布エキス、寒天

オーサワのりつく

100g 12¥496 (460) ●入数

2381

上品でまろやかな辛み
化学調味料不使用
■信州産えのき茸使用
■伝統と味にこだわってつくった
■ピリっとした辛みがあとをひく
■そのまま食べるほか、和えものなどに

常温で1年
えのき茸（長野産）､醤油､麦芽水飴､本みりん､唐辛子（島根産）、食塩（海の精）､昆布エキス､酵母エキス､玄米酢

200g 15¥378 (350) ●入数

元祖の本辛なめ茸 2382

手づくりならではの美味しさ
化学調味料不使用
■信州産えのき茸使用
■伝統と味にこだわってつくった
■クセが少なく、さっぱりとした味わい
■そのまま食べるほか、和えものなどに

常温で1年
えのき茸（長野産）､醤油､麦芽水飴､本みりん､食塩（海の精）､昆布エキス､酵母エキス､玄米酢

200g 15¥378 (350) ●入数

元祖の本造りなめ茸

北海道産昆布、山形産しその実使用　直火釜でじっくりと炊き上げた佃煮　
昆布の旨みと爽やかなしその風味

しその実昆布・佃煮（冷蔵）7771 100g 80¥411
(381)

醤油、昆布（北海道産）、麦芽水飴、粗糖（種子島産）、
紫蘇の実（山形産）、醗酵調味料、かつおだし

冷蔵で
3ヶ月詳細▶P128

北海道産昆布、国内産ごま使用　直火釜でじっくりと炊き上げた佃煮　
昆布の旨みとごまの香ばしい風味

ごま昆布・佃煮（冷蔵）7772 100g 80¥390
(362)

醤油、昆布（北海道産）、麦芽水飴、粗糖（種子島産）、
胡麻（国内産）、醗酵調味料、かつおだし

冷蔵で
3ヶ月詳細▶P128

愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
パリッとした歯ごたえと爽やかな甘み

道長 あとひきだいちゃん（甘酢漬け大根）冷蔵7817 150g 1¥334
(310)

大根（国内産）、漬け原材料[粗糖（鹿児島産）、
米酢（福井産）、みりん（愛知産）、りんご（長野産）、
食塩（カンホアの塩）]

冷蔵で
30日詳細▶P127

こ う じ や じ ん べ いこうじやじんべい

6729

熊本産農薬・肥料不使用大根使用　
割り醤油に漬けるだけ　玄米食によく合う漬物
■大根を塩漬けにした後、寒干しした
■味わい深く、食感が良い
■醤油を同量〜倍量の水で割った調味液に漬け、
1〜2日おいてから食べる
■便利なスライスタイプ

常温で1年
大根（熊本県津奈木町産）、食塩（天塩）

愛つなぎ寒漬（寒漬大根）スライス

100g
■6月〜数量限定品

100¥432 (400) ●入数

国内産大豆100%　大豆の油分を圧搾法でカット
■湯戻し5分　■代用肉として

常温で1年
大豆（国内産）

オーサワの国内産大豆ミート

100g ¥475 (440) 50●入数

■ハンバーグやあんかけ、炒め物などに

1813 ひき肉風

80g ¥464 (430) 50●入数

■から揚げや炒め物、煮物などに

1817 バラ肉風
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2350

小麦たんぱく使用の植物たんぱく食品　
うす味付きでそのまま使える　代用肉として
■砂糖不使用
■ハンバーグやミートソースなどに

常温で2年
小麦たんぱく（カナダ･アメリカ･オーストラリア・国内産）､大豆たんぱく（アメリカ･カナダ･国内産）､
なたね油､小麦でん粉（アメリカ･カナダ･オーストラリア・国内産）､醤油､食塩（天塩）､昆布粉末

215g ¥494 (458) 24●入数

オーサワのベジミート 穀物で作った畑の肉（ひき肉タイプ） 2351

小麦たんぱく使用の植物たんぱく食品　
うす味付きでそのまま使える　代用肉として
■砂糖不使用
■炒め物やカツ、煮物などに

常温で2年
小麦たんぱく（アメリカ･カナダ産他）､醤油､食塩（天塩）､なたね油

200g ¥494 (458) 24●入数

オーサワのベジミート 穀物で作った畑の肉（ブロックタイプ）

2279

植物たんぱく食品　
代用肉として
■湯戻し35分で4〜5倍に膨らむ　
■鶏肉のような食感　
■から揚げや炒め物、煮物などに

常温で360日
エンドウたん白（フランス産他）､粉末状大豆たん白･大豆食物繊維･
脱脂大豆（アメリカ･中国産等）､とうもろこしでん粉（アメリカ産等）

80g 24¥378 (350) ●入数

大豆からあげ 6181

有機大豆100%　湯戻し10分
代用肉として
■大豆特有の雑味が少ない
■食物繊維：16g/100g
■たんぱく質：52g/100g
■から揚げや炒め物、
煮物などに

常温で1年6ヶ月
有機大豆（オーストリア・イタリア・ルーマニア産）

200g ¥756 (700) 12●入数

有機大豆ミート（バラ肉タイプ） 6182

有機大豆100%　湯戻し10分
代用肉として
■大豆特有の雑味が少ない
■食物繊維：16g/100g
■たんぱく質：52g/100g
■ハンバーグやあんかけ、
炒め物などに

常温で1年6ヶ月
有機大豆（オーストリア・イタリア・ルーマニア産）

300g ¥918 (850) 12●入数

有機大豆ミート（ひき肉タイプ）

6183

国内産大豆100%使用　
クセがなく食べやすい
■テンペとはインドネシアでの伝統的な発酵食品で、
ゆでた大豆を「こうじ」の一種テンペ菌で発酵させたもの　
■そのまま食べるほか、煮物、ステーキ、揚げ物などに
米と一緒に炊いても

常温で10ヶ月
大豆（国内産）､テンペ菌､米酢

100g 10¥270 (250) ●入数

テンペ（レトルト） 2289

おから入りのこんにゃく　
代用肉として
■火を通すとお肉のような食感　
■から揚げや焼肉などに

常温で6ヶ月
おから（岩手産）､こんにゃく粉（群馬産）､やまいも（国内産）､水酸化カルシウム

340g 12¥401 (372) ●入数

おからこんにゃく（ベジタリアンミート）

0658

小麦たんぱくを有機醤油だけで煮詰めた植物たんぱく食品　
代用肉として
■醤油で長時間煮込んでいるためコクがある
■ブロックタイプ
■そのまま、または塩抜きしてさまざまな料理に

常温で1年

小麦たん白（国内産、アメリカ･カナダ･オーストラリア産）､有機醤油

180g 24¥421 (390) ●入数

セイタン

ふっくら滑らかな食感　
膨張剤不使用
■職人による手巻きにこだわった　
■煮物、鍋物、カツなどに

常温で2年
小麦粉（アメリカ・オーストラリア産）、小麦たんぱく（アメ
リカ・カナダ・オーストラリア・北海道・愛知・岐阜産）

マルヨネの車麩

6070

6071

12枚
6枚

12

12

¥572
¥302

(530)
(280)

●入数

●入数

6071

1610

国内産大豆100%使用　
消泡剤・膨軟剤不使用
大豆の風味がいきている
■大豆を生のまま搾った「生搾り製法」で
大豆の風味がいきている
■しっかりとした歯ごたえ
■煮物、揚げ物などに

常温で6ヶ月

大豆（国内産）、にがり（塩化マグネシウム）

6枚（50g） 10¥432 (400) ●入数

オーサワの高野豆腐

0487

北海道産小麦粉使用
風味よくしっかりとした食感
■汁物、煮物、炒め物などに

常温で1年

小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（アメリカ･カナダ･オーストラリア産）､天然重曹

40g 25¥262 (243) ●入数

切り板麩

埼玉産大豆・えごま使用
大豆の甘みとえごまの香ばしい風味

えごまテンペ（冷蔵）7762 75g 40¥345
(320)

大豆・えごま（埼玉産）、米酢（国内産）、テンペ菌
（小麦:アメリカ・カナダ・オーストリア・国内産）

冷蔵で
1ヶ月

北海道産特別栽培大豆100%使用
低温加熱処理製法
栗のような甘みと大豆本来の旨み

丸大豆テンペ（冷蔵）7764 100g 144¥291
(270)

大豆（北海道産）、米酢（福井産）、米粉（秋田産）、
テンペ菌（小麦:秋田産）

冷蔵で
1ヶ月

詳細▶P127

詳細▶P127

生おからとこんにゃく粉でつくった植物たんぱく食品　
代用肉として

豆富屋さんのうの花こんにゃく（ひき肉タイプ）（冷蔵）7763 200g 20¥588
(545)

大豆・こんにゃく粉（茨城産）、水酸化カルシウム 冷蔵で
60日詳細▶P127

0494

北海道産小麦粉100%　
滑らかな食感　
膨張剤不使用
■吸い物、味噌汁、煮物などに

常温で1年
小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（北海道産）

30g 60¥276 (256) ●入数

こがね麸

1878

国内産原料100%　
弾力がありもちもちとした食感　
膨張剤不使用
■出汁しみがよく、煮崩れしにくい
■職人の手焼きでつくられた山芋麸
■煮物、鍋物、炒め物などに

常温で1年
小麦粉・小麦たんぱく（北海道産）、山芋粉（国内産）

40g 10¥421 (390) ●入数

オーサワのもちもち山芋麸

青森産全粒粉使用　もっちりとした食感　
コクと旨みがある　膨張剤不使用
■職人による手巻きにこだわった
■煮物、鍋物、カツなどに

常温で1年
全粒粉（青森産）、小麦グルテン（アメリカ･カナダ･オーストラリア・北海道・愛知・岐阜産）

オーサワの車麩

1866 6枚 60¥291 (270) ●入数

1877 12枚 60¥432 (400) ●入数 18771866



海 藻・乾物 海藻・乾物
切干大根に含まれる糖分が茶色に変色しますが、食しても問題ありません。

切干大根が茶色に変色していますが、大丈夫ですか？
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6081

九州産あらげきくらげ
大きくて肉厚、歯ごたえがよい
■水に浸すと5〜8倍にもどる　
■酢の物や炒め物などに

常温で1年
きくらげ（九州産）

20g 150¥540 (500) ●入数

九州産 乾燥きくらげ

1883

九州産原木栽培
切れ端部分だけを集めたお徳用
豊かな香りと旨み
■石づきがなく、
可食部100%で無駄がない
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（宮崎･熊本･鹿児島・大分産）

50g 50¥734 (680) ●入数

オーサワの九州産乾しいたけ（切れ端） 1611

新潟産舞茸使用　遠赤外線乾燥
舞茸の凝縮した味、香り、食感
■香り・味・食感がよく
生に近い味わい
■水戻りが早く、
香り高いだしがとれる
■お鍋やお吸い物、お味噌汁、
煮びたし、天ぷらなどに

常温で1年
まいたけ（新潟産）

■数量限定品

30g 100¥638 (591) ●入数

乾燥まいたけ（新潟産）1882

九州産原木栽培
食感よく香り高い
■石づきがなく、
可食部100%で無駄がない
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

オーサワの九州産乾しいたけ（スライス）

40g ¥864 (800) 50●入数

九州産原木栽培　
豊かな香りと旨み
■肉厚で食感がよい　
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

オーサワの九州産乾しいたけ（どんこ）

0492

0493

100g 50¥1,706 (1,580) ●入数
50g 50¥896 (830) ●入数

04920493

6075

九州産原木栽培
豊かな香りと旨み
■傘が薄く、開いているので
水戻りが早い
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

40g
■数量限定品

¥680 (630)

九州産乾しいたけ（香信）お徳用
こうしん

50●入数

1618

九州産原木栽培
欠けた葉の部分だけを集めたお徳用
豊かな香りと旨み
■石づきがなく、
可食部100%で無駄がない
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

50g

■入荷不定期
■数量限定品

¥604 (560)

九州産乾しいたけ（カケ葉）

50●入数

1619

九州産原木栽培
豊かな香りと旨み
■規格未選別
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

90g ¥1,404 (1,300)

九州産乾しいたけ（未選別）

30●入数

こうし ん

0509

九州産原木栽培
豊かな香りと旨み
■傘が薄く、開いているので
水戻りが早い
■煮物や汁物などに

常温で1年
椎茸（大分・宮崎・熊本・鹿児島産）

65g ¥1,123 (1,040)

九州産乾しいたけ（香信）

50●入数

6074

九州産有機あらげきくらげ　
大きくて肉厚、歯ごたえがよい
■水に浸すと8〜10倍にもどる　
■酢の物や炒め物などに

常温で1年
有機きくらげ（宮崎・長崎産）

20g ¥604 (560)

オーサワの有機乾燥きくらげ（九州産）

100●入数

6076

大分産えのき使用　
シャキシャキとした食感　
香り高く旨みのあるだしがとれる
■低温低風乾燥後天日干し
■えのき茶としても

常温で6ヶ月
えのき茸（大分産）

20g ¥368 (341)

干しえのき

50●入数

1614

広島産有機大根使用
■甘みが強く、
しっかりとした歯ごたえ
■煮物や、サラダなどに

常温で6ヶ月
有機大根（広島産）

50g 30¥324 (300) ●入数

広島県産有機千切り大根

1879

長崎産有機大根使用
天日乾燥
■甘みが強く、しっかりとした歯ごたえ
■煮物やサラダなどに

常温で6ヶ月
有機大根（長崎産）

オーサワの有機切干大根（長崎産）

100g
■数量限定品

100¥410 (380) ●入数

1615

広島産有機大根使用
■甘みが強く、
しっかしとした歯ごたえ
■漬け物や、煮物などに

常温で6ヶ月
有機大根（広島産）

50g 30¥324 (300) ●入数

広島県産有機割干し大根 1622

広島産有機ごぼう使用
■風味よく歯ごたえがある
■煮物や、汁物などに

■数量限定品

常温で6ヶ月
有機ごぼう（広島産）

25g 30¥324 (300) ●入数

広島県産有機千切りごぼう

1624

シャキシャキとした歯ごたえと
ほのかな苦み
■ユリ科の本萱草のつぼみと
茎を乾燥させたもの
■ぬるま湯で40〜50分戻し
茎の固いところを除き、
炒め物や煮物、スープなどに

常温で1年
ゆりの花･茎（中国産）

50g 24¥248 (230) ●入数

金針菜
き ん し ん さ い

2536

栃木産ゆうがおの実使用　
天日乾燥
■漂白剤不使用
■煮物や酢の物などに

常温で6ヶ月
ゆうがおの実（栃木産）

30g ¥442 (410)

無漂白かんぴょう

200●入数

0510

徳島産里芋の茎使用
天日乾燥
■独特の甘みと歯ごたえ
■あく抜きして煮物や
汁物などに

常温で1年
里芋の茎（徳島産）

25g ¥375 (348)

割菜（芋がら）
わ り な

120●入数

1865

国内産原料100%
コシが強く、つるつるとした食感
■九州産甘蔗でん粉・
北海道産馬鈴薯でん粉使用
■湯戻し2〜3分
■増粘剤・漂白剤不使用
■サラダや酢の物、
炒め物などに

常温で2年
甘藷でん粉（九州産）、馬鈴薯でん粉（北海道産）

100g 25¥259 (240) ●入数

国産はるさめ
りょくとう

0516

農薬不使用緑豆100%使用
コシが強く喉ごしがよい
■使いやすい両切りカット
■サラダや酢の物、
炒め物などに

常温で2年
緑豆でん粉（中国 山東省産）

100g 20¥216 (200) ●入数

緑豆はるさめ 2534

農薬不使用緑豆100%使用
つるつるした食感で喉ごしがよい
■小玉タイプ
■湯戻し3分
■個包装

常温で2年
緑豆でん粉（中国 山東省産）

75g（15g×5個） 20¥194 (180) ●入数

スープで食べる春雨



海 藻・乾物 海藻・乾物
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3547

国内産100%
歯ごたえよく彩りきれいな5種の海藻をミックス　
乾燥タイプ
■サラダ、刺身のつま、
酢の物などに
■保存に便利な
チャック付き袋

常温で1年
わかめ〔茎わかめ･わかめ〕･赤まふのり･赤とさかのり･白とさかのり（国内産）

12g 10¥328 (304) ●入数

国内産海藻ミックス

0518

農薬・化学肥料不使用
ムカゴコンニャク100%使用
■小玉タイプ
■湯戻し5分
■漂白剤不使用
■味のしみ込みがよい

常温で1年
水あめ、こんにゃく［こんにゃく粉･タピオカでん粉（インドネシア産）］

100g（25g×4個）
24¥291 (270) ●入数

乾燥しらたき 1613

滋賀産大豆100%使用
大豆のほのかな甘み
■比叡山延暦寺御用達
■形が不揃いな徳用タイプ
■そのまま汁物や雑炊、
煮物などに入れて
■湯通ししてお浸しなどにも

常温で8ヶ月
大豆（滋賀産）

60g 50¥594 (550) ●入数

比叡ゆば（徳用ゆば）
ひ え い

2530

島根産有機鷹の爪100%
■香り高く、色鮮やか
■辛みがいきている
■様々な料理のスパイスに

常温で1年
有機鷹の爪（島根産）

5g 50¥194 (180) ●入数

有機鷹の爪 2535

青森産にんにく100%使用
■にんにくの芳醇な香り
■炒め物や漬物、
パスタ料理などに

常温で1年
にんにく（青森産）

25g 50¥540 (500) ●入数

青森県産乾燥スライスにんにく

長崎・三重産ひじき使用　軽く水洗いするだけ　
豊かな磯の風味とやわらかな食感戻しひじき（冷蔵）7749 100g 40¥259

(240) ひじき（長崎・三重産） 冷蔵で
2ヶ月詳細▶P128

3555

無漂白寒天使用
食物繊維豊富でノンカロリー
汁物にはそのまま入れるだけで手軽
■食物繊維豊富（8.1g/10g）
■手軽で便利な細切りタイプ
■サラダや酢の物、冷やし中華の
具材等さまざまな使い方が出来る
■寒天サラダ8gで角寒天1本分
■保存に便利なチャック付袋

常温で2年
天草（モロッコ･韓国・インドネシア・国内産）

30g 20¥540 (500) ●入数

寒天サラダ

0594

大分県産天然ひじき　
食感よく、磯の香り豊か
■天日干し
■11〜12月にかけて
早採りした新芽の寒ひじき
■上品な味わい

常温で1年
ひじき（大分産）

25g

■2017年11月再開予定
■数量限定品

30¥432 (400) ●入数

オーサワの若ひじき0575

三重産あらめ　
磯の香り豊か
■戻してから炒め煮、
煮物などに

常温で1年
あらめ（三重産）

28g ¥328 (304)

刻あらめ
きざみ

40●入数

0545

水戻し・裏ごし不要

■粉末寒天4gで
角寒天約1本分に相当
■料理や菓子づくりなどに

常温で2年
海藻［オゴ草（チリ産）､天草（モロッコ産）］

20g（4g×5袋）
¥291 (270)

粉末寒天

100●入数

0608

国内産天然ひじき　
磯の香り高く、ふっくら柔らか
■天日干し
■切らずに使えて便利
■やわらかく食べやすい

常温で1年
ひじき（九州・愛媛・山口産）

30g ¥622 (576)

芽ひじき（国内産）

100●入数

0517

無漂白寒天使用

■料理や菓子づくりなどに

常温で2年
海藻［天草（モロッコ･国内・インドネシア･韓国産）､オゴ草（インドネシア・南アフリカ産）］

2本入 ¥345 (320)

無漂白 特級寒天

120●入数

■数量限定品

0520

国内産本葛粉100%
歯ごたえよく、つるつるした食感
■葛きりや鍋物などに

常温で2年
葛粉（近畿･九州産）

100g 30¥691 (640) ●入数

葛きり 0540

伊勢志摩産天然ひじき
食感よく、磯の香り豊か
■天日干し
■茎の太い部分を使用
■煮物やサラダに

常温で1年
ひじき（三重県伊勢志摩産）

30g 50¥540 (500) ●入数

長ひじき（伊勢志摩産）6699

伊勢志摩産天然ひじき
磯の香り高く、ふっくら柔らか
■天日干し
■切らずに使えて便利
■やわらかく食べやすい

常温で1年
ひじき（三重県伊勢志摩産）

30g 30¥503 (466) ●入数

芽ひじき（伊勢志摩産） 0595

長崎産天然ひじき　
程よい食感、磯の香り豊か
■天日干し
■対馬海流の荒波に揉まれ育った
■茎と芽の部分を使用

常温で1年
ひじき（長崎産）

28g 30¥626 (580) ●入数

オーサワの長ひじき（長崎産）

3540

鳴門産わかめ
糸のように細く、シコシコとした食感
■乾燥タイプ
■塩抜き不要

常温で1年
湯通し塩蔵わかめ（鳴門産）

15g 50¥384 (356) ●入数

鳴門糸わかめ 0607

伊勢志摩産わかめ　
肉厚で磯の香り豊か
■乾燥タイプ
■塩抜き不要

常温で1年
湯通し塩蔵わかめ（三重県伊勢志摩産）

20g 30¥464 (430) ●入数

オーサワの伊勢志摩産カットわかめ

0550

鳴門産わかめ
肉厚で歯ごたえがよい
■乾燥タイプ
■塩抜き不要

常温で1年
湯通し塩蔵わかめ（鳴門産）

30g 50¥745 (690) ●入数

オーサワカットわかめ（鳴門産）

0606

鳴門産わかめ　
肉厚で歯ごたえがよい
■乾燥タイプ
■塩抜き不要

常温で1年
湯通し塩蔵わかめ（鳴門産）

45g 30¥939 (870) ●入数

オーサワの鳴門産カットわかめ

■数量限定品

島根産天然わかめ　
風味よく、濃厚な味わい

オーサワの島根産天然カットわかめ6715 22g 10¥496
(460)

湯通し塩蔵わかめ（島根産） 常温で
1年■数量限定品　■再開未定

熊本県湯島産天然わかめ　
丁寧に手摘み　磯の風味豊か

湯島産手摘み 塩蔵さしみわかめ（冷蔵）7745 130g 15¥306
(284)

わかめ（熊本県湯島産）、食塩 冷蔵で
150日詳細▶P128

■数量限定品

■2017年11月より価格改定 ¥540 (500)
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6693

北海道日高産天然昆布
柔らかく煮上がり早い
■天日乾燥　
■煮物や昆布巻き、佃煮などに

常温で1年
昆布（北海道産）

100g 50¥1,028 (952) ●入数

日高産 早煮昆布

3558

希少な北海道知床産天然昆布
濃厚でコクのある澄んだだしがとれる
■煮物や鍋物などに

常温で1年
昆布（北海道産）

100g 30¥1,836 (1,700) ●入数

オーサワの羅臼昆布
ら う す

3556

北海道日高産天然昆布
柔らかくだしも美味しい万能昆布
■1等昆布使用
■天日乾燥
■煮物、昆布巻き、佃煮などに

常温で1年
昆布（北海道産）

100g 50¥1,183 (1,096) ●入数

日高産 みついし昆布

0554

北海道稚内産天然昆布
香り高く甘みがあり、澄んだだしがとれる
■天日乾燥
■鍋物、湯豆腐、漬物などに

常温で1年
昆布（北海道産）

100g 20¥1,890 (1,750) ●入数

利尻昆布6714

北海道函館産天然昆布　
上品な旨みのあるだしがとれる
■肉厚で上品な旨みのあるだしがとれる
■鍋物、吸い物、佃煮などに

常温で1年
昆布（北海道産）

75g 50¥507 (470) ●入数

オーサワの真昆布

0555

北海道稚内産天然昆布
澄んだ香り高いだしがとれる
■天日乾燥
■鍋物、湯豆腐、漬物などに

常温で1年
昆布（北海道産）

120g 40¥1,890 (1,750) ●入数

徳用出し昆布（利尻）

6694

北海道日高産天然昆布
コクと旨みがあるだしがとれる
■天日乾燥　
■だしのほか、佃煮などにも

常温で1年
昆布（北海道産）

80g 50¥680 (630) ●入数

日高産 カット出し昆布 6707

北海道日高産天然昆布　
そのままでも食べられる極細切り
■天日乾燥　
■食塩不使用だが、
自然な塩味がある　
■野菜に混ぜて浅漬けに、
混ぜごはんやお茶漬けにも　
■調味料不使用

常温で1年
昆布（北海道産）

30g 100¥356 (330) ●入数

オーサワの刻み みついし昆布

6695

北海道日高産天然昆布の根
粘りがあり、あっさりとしていてクセがない
■天日乾燥　
■肉厚でもっちりとした食感　
■根昆布水、だし昆布などに

常温で1年
昆布（北海道産）

60g 35¥648 (600) ●入数

根昆布

北海道南かやべ産真昆布使用
香り高く旨みが濃い
■天然真昆布入り
■料理や昆布茶などに

常温で1年
真昆布･根昆布（北海道産）

(600)50g ¥648 100●入数

北海道函館産天然がごめ昆布
使いやすい細切りタイプ
香り高く粘りがある
■がごめ昆布は昆布の中でも
特に粘りが強い　
■汁物、酢の物などに

常温で10ヶ月
がごめ昆布（北海道産）

50g 60¥950 (880) ●入数

0558 根昆布粉末

3536 細切りがごめ昆布

6690

青森産天然真昆布・
北海道産天然がごめ昆布使用
香り高く粘りがある
酢不使用
■天日乾燥　
■滑らかな口当たり　
■麺類、汁物、おにぎり等に

常温で4ヶ月
真昆布（青森産）､がごめ昆布（北海道産）

■数量限定品

オーサワのとろろ昆布（がごめ入）

40g 150¥345 (320) ●入数

6703

伊勢志摩産　乾燥タイプ
水に戻せば芽かぶとろろ
■わかめの芽の部分をスライス
■乾燥タイプ
■独特のねばねば感・つるっとした
喉越しが美味しい
■水に戻して芽かぶとろろや汁物、
麺類などにも

常温で6ヶ月

芽かぶ（三重産）

20g 30¥432 (400) ●入数

ねばねば芽かぶ

6702

北海道函館産天然がごめ昆布
しっとり柔らか細切りタイプ
香り高く粘りがある
■天日乾燥　
■がごめ昆布は昆布の中でも
特に粘りが強い　
■汁物、酢の物などに

常温で4ヶ月
がごめ昆布（北海道産）

50g 200¥572 (530) ●入数

がごめ昆布

0559

高知産
コリコリとした食感と豊かな磯の風味
■天日乾燥
■汁物や酢の物、サラダなどに

常温で1年
ふのり（高知産）

20g 30¥432 (400) ●入数

黒潮・土佐 ふのり

6698

北海道産
磯の香り高く、コリコリとした食感
■天然
■手摘み
■天日乾燥
■汁物や酢の物、サラダなどに

常温で1年
ふのり（北海道産）

20g 40¥471 (437) ●入数

北海道産 ふのり 0619

伊勢志摩産　
磯の香り高く、しっかりとした食感
■天然
■手摘み
■天日乾燥
■汁物や酢の物、サラダなどに

常温で1年
ふのり（三重県伊勢志摩産）

オーサワの伊勢志摩産ふのり

18g 30¥324 (300) ●入数

ふわ っとした食 感で、
口の中に昆布の旨みが
広がり、そのまま食べても
とても美味しいです。
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3544

三重県桑名産海苔
香り高く甘みがある
■酸処理なし

常温で4ヶ月
乾海苔（三重県桑名産）

1帖（10枚） 100¥691 (640) ●入数

城南漁協 桑名焼海苔3534

瀬戸内海産海苔　生産者限定品　
食感よく香り高い
■1年間常温熟成させた
■酸処理なし

常温で1年
乾海苔（瀬戸内海産）

12¥518 (480) ●入数

熟成焼のり

8切56枚（全形7枚分）

3553

三重県桑名産海苔　
香り高く甘みがある　
手軽に使えて便利
■そばやちらし寿司などに　
■酸処理なし

常温で6ヶ月
乾海苔（三重県桑名産）

15g 100¥306 (284) ●入数

城南漁協 きざみのり
じょうなん

6717

有明海産海苔使用
圧搾法ごま油の風味と塩味が絶妙
■有明海産ウップルイ海苔使用
■海苔の濃い旨みと
香りが楽しめる
■酸処理なし
■初摘み

常温で6ヶ月
乾海苔（有明海産）､胡麻油､食塩（浜御塩焼塩）

8切44枚（板のり5.5枚）
30¥540 (500) ●入数

ひと味ちがうごま油風味 
味付のり（初摘みのり）3557

鹿児島県出水産海苔使用　自然風味の味付け海苔
化学調味料・アレルゲン25品目不使用
■パリパリした海苔の食感と、
自然風味の味付けが後をひく　
■酸処理なし
■化学調味料不使用

常温で9ヶ月

乾海苔（鹿児島産）､雑穀醗酵調味料（胡麻･食塩・粟・稗・黍）､てんさい
含蜜糖（国内産）､はちみつ（国内産）､食塩（天日塩）､昆布（北海道産）､
味醂、鰹節､乾椎茸（九州産）､帆立煮汁､乾唐辛子（兵庫産）

8切8枚5袋詰（板のり5枚）
20¥540 (500) ●入数

とっておき味おかずのり6718

鹿児島県出水産海苔使用　
圧搾法ごま油と浜御塩で味付け　韓国風の味付海苔
■パリパリした海苔と
程よい塩味が後をひく
■化学調味料不使用
■酸処理なし
■おにぎりやおつまみ、
お子様のおやつに

常温で6ヶ月
乾海苔（鹿児島産）、胡麻油、食塩（浜御塩焼塩）

8切40枚（板のり5枚）
30¥572 (530) ●入数

とっておき旨しお海苔

3532

良質な瀬戸内海音戸産片口いわし使用
風味良いだし汁が取れる　酸化防止剤不使用
■「ちりめんじゃこ」とは片口いわしの稚魚で、
成長の度合いによって、

「ちりめんじゃこ」→「かえり」→
「煮干またはいりこ」と呼ばれる
■食塩等の味付けは一切なし

常温で6ヶ月
片口いわし（瀬戸内海音戸産）

150g 30¥496 (460) ●入数

いりこ3528

瀬戸内海音戸産片口いわし使用
ソフトな食感と程よい塩味　酸化防止剤不使用
■「ちりめんじゃこ」とは片口いわしの稚魚で、
成長の度合いによって、

「ちりめんじゃこ」→「かえり」→
「煮干またはいりこ」と呼ばれる
■水揚げした鮮度の良い
片口いわしを漁港で釜炊き
■食塩等の味付けは一切なし

常温で3ヶ月
片口いわし（瀬戸内海音戸産）

40g 30¥518 (480) ●入数

音戸ちりめん 3531

良質な瀬戸内海音戸産片口いわし使用
そのまま、または佃煮等に　酸化防止剤不使用
■「ちりめんじゃこ」とは片口いわしの稚魚で、
成長の度合いによって、

「ちりめんじゃこ」→「かえり」→
「煮干またはいりこ」と呼ばれる
■食塩等の味付けは一切なし

常温で6ヶ月
片口いわし（瀬戸内海音戸産）

80g 30¥388 (360) ●入数

かえり
お ん ど

2568

国内産枯節100%使用　
香り高く、上品な旨み
■砕片状なので振りかけやすく、
料理になじみやすい

常温で1年
かつお･かれぶし（鹿児島県枕崎産）

20g 20¥432 (400) ●入数

おかか 6723 6721

国内産殻付しじみ　
砂抜き・加熱済みで便利

国内産大粒殻付あさり使用　
砂抜き・加熱済みで便利

■しっかりとした身入り　
■みそ汁やスープの具材などに

■しっかりとした身入り　
■みそ汁やパスタなどに

常温で1年 常温で1年
しじみ（福岡産） あさり（愛知・熊本産）

150g 120g12 12¥345 ¥345(320) (320)●入数 ●入数

レトルトしじみ レトルトあさり

国内産いわし100%使用　
獲れたての生しらすをすぐに釜あげ　
ふっくら柔らかな食感

国産釜あげしらす（冷蔵）7890 50g
（25g×2） 24¥324

(300)
いわし稚魚（国内産）、食塩 冷蔵で

30日詳細▶P128

3559

吉野川産青のり100%
色合いよく風味豊か
■お好み焼き、焼きそば等に

常温で6ヶ月
青のり（徳島産）

8g 30¥442 (410) ●入数

青のり（吉野川産） 0560

青 と々新鮮で香りが特に良い四万十川産
汁物、天ぷら、酢の物に
■素朴な磯風味　
■磯のりとは一味違う
”川”の香りが独特で美味しい

常温で6ヶ月
ひとえぐさ（高知産）

16g 30¥756 (700) ●入数

四万十川の川青さのり

沖縄県久米島産100%使用
手摘みで収穫　太くて歯ごたえがある
■塩蔵タイプで長期保存可
■1本1本が太くて歯ごたえがあり、ヌメリが多くておいしい
■塩抜き後、酢の物や天ぷら、雑炊などに

■数量限定品

常温で6ヶ月
もずく（沖縄県久米島産）､食塩（天日塩）

久米島産天然太もずく（塩蔵）

3554 500g 10¥993 (920) ●入数

3551 100g×2袋 20¥540 (500) ●入数

35543551

じょうなん

四万十川産青のり100%
色鮮やかで風味豊か

四万十川の青のり粉0577 6g 30¥345
(320)

青のり（高知産） 常温で
6ヶ月■2018年4月再開予定

鹿児島県出水産　磯の香り豊かで甘みがある
■柔らかい若芽の部分のみを使用し、じっくり焼き上げた　■酸処理なし

No.0616・No.6691：常温で1年／No.0622：常温で9ヶ月
乾のり（鹿児島産）

オーサワ焼のり（鹿児島県出水産）

■数量限定品
板のり10枚

40¥1,058 (980) ●入数

0616 オーサワ焼のり（鹿児島県出水産）一等級一番摘み
希少な一等級一番摘み
色、艶、口どけが良い
贈答品などにも

板のり10枚
40¥885 (820) ●入数

6691 オーサワ焼のり（鹿児島県出水産）
色、艶、歯切れが良い
ご家庭用
普段使いに

2切10枚（板のり5枚）
40¥410 (380) ●入数

0622 手巻き焼のり（鹿児島県出水産）
おにぎりや細巻きなどに
半形サイズ

いず み
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3677

植物性素材でつくったこだわりカレー
風味豊かな国内産きのこ使用
程よい辛さの中辛タイプ
■国内産まいたけ・ぶなしめじ・平茸使用
■北海道産小麦粉使用
■スパイスから調合した
本格派
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

139kcal/袋

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、まいたけ・ぶなしめじ・なたね油・平茸（国内産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、小麦粉

（北海道産）、おろし生姜・おろしにんにく（国内産）、白菜エキス、酵母エキス、食塩（海の精）、メープルシュガー（カナダ産）、
醤油、クミン（イラン・インド産）、ナツメッグ（インドネシア産）、パプリカ（スペイン産）、コリアンダー（モロッコ・カナダ産）、
ターメリック（中国産）、ガラムマサラ（中国・インド産他）、赤唐辛子・シナモン（中国産）、カルダモン（グァテマラ産）

210g 20¥367 (340) ●入数

オーサワのベジきのこカレー 3650

植物性素材でつくったこだわりカレー
ぽくぽくとした食感のひよこ豆入り
塩分60%減
■国内産特別栽培にんじん使用
■北海道産小麦粉使用
■スパイスから調合した
本格派
■塩分1食当り1.4gと
当社比60%減（当社従来品
ベジカレー中辛と比較）
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

195kcal/袋

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、ひよこ豆（アメリカ・メキシコ・トルコ産）、特別栽培にんじん（国内産）、なたね油（国内産）、
有機トマトペースト（アメリカ産）、小麦粉（北海道産）、馬鈴薯でん粉・りんごジュース（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、
酵母エキス、おろし生姜・おろしにんにく（国内産）、醤油、白菜エキス、カレー粉、食塩（海の精）、コリアンダー（モロッコ・
カナダ産）、クミン（イラン・インド産）、シナモン・赤唐辛子（中国産）、クローブ（マダガスカル・タンザニア産）

210g 20¥367 (340) ●入数

オーサワのベジひよこ豆カレー 6175

植物性素材でつくったこだわりカレー　
豆と野菜をたっぷりつかったキーマ風　
スパイシーな中辛タイプ

常温で2年
レンズ豆（アメリカ産他）、ローストオニオン、野菜［れんこん（国内産）、特別栽培にんじん（国内産）］、
粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産大豆ミート）・かぼちゃペースト（国内産）、有機トマトペースト

（アメリカ産）、メープルシュガー（カナダ産）、なたね油、食塩（海の精）、醤油、小麦粉（北海道産）、
りんごピューレ（国内産）、香辛料、酵母エキス、おろし生姜・おろしにんにく（国内産）、味噌

150g 20¥356 (330) ●入数

オーサワのベジキーマカレー
（レンズ豆入り）

■「オーサワの国内産大豆ミート（ひき肉風）」を
加え、キーマカレー風に仕上げた
■特別栽培にんじん、国内産れんこん・
玉ねぎ・かぼちゃ使用
■レンズ豆と大豆ミートの
食感が絶妙
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

137kcal/袋

2331

■国内産ひじき・にんじん入りの
豆腐ハンバーグ
■国内産大豆とにがりを
つかった豆腐使用
■砂糖・動物性原料
不使用
■そのまま、または温めて

153kcal/袋

常温で2年
ハンバーグ（脱水豆腐､玉ねぎ（国内産）､パン粉､ひじき･にんじん（国内産）､
小麦たん白､メープルシュガー（カナダ産）､馬鈴薯でん粉･なたね油（国内産）､
醤油､食塩､胡麻油､こしょう､ナツメッグ）、 ソース［えのき茸（国内産）､醗酵
調味料､椎茸（国内産）､醤油､メープルシュガー（カナダ産）､馬鈴薯でん粉

（国内産）､玄米発酵調味料､食塩（海の精）､酵母エキス、昆布粉末（国内産）］

130g 20¥390 (362) ●入数

豆腐ハンバーグ（和風）
手軽なマクロビオティック惣菜　
ふんわりやわらかな豆腐ハンバーグ
醤油味のきのこソース

3666

■国内産特別栽培野菜使用
■北海道産小麦粉使用
■スパイスから調合した
本格派
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

155kcal/袋

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、特別栽培かぼちゃ・じゃがいも・にんじん（国内産）、なたね油・りんごジュース・
馬鈴薯でん粉（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、小麦粉（北海道産）、醤油、食塩（海の精）、酵母
エキス、有機トマトペースト（アメリカ産）、白菜エキス、おろし生姜・おろしにんにく・味噌（国内産）、
カレー粉、クミン（イラン・インド産）、コリアンダー （モロッコ・カナダ産）、ターメリック・シナモン（中国産）

210g 20¥356 (330) ●入数

オーサワのベジカレー（甘口）
植物性素材でつくったこだわりカレー
野菜の旨みたっぷり　マイルドな甘口タイプ

3667

■国内産特別栽培野菜使用
■北海道産小麦粉使用
■スパイスから調合した
本格派
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

149kcal/袋

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、特別栽培かぼちゃ・じゃがいも・にんじん（国内産）、なたね油（国内産）、
有機トマトペースト（アメリカ産）、馬鈴薯でん粉・りんごジュース（国内産）、小麦粉（北海道産）、醤油、食塩

（海の精）、酵母エキス、メープルシュガー（カナダ産）、白菜エキス、おろし生姜・おろしにんにく（国内産）、
カレー粉、クミン（イラン・インド産）、味噌（国内産）、コリアンダー（モロッコ・カナダ産）、赤唐辛子

210g 20¥356 (330) ●入数

オーサワのベジカレー（中辛）
植物性素材でつくったこだわりカレー
野菜の旨みたっぷり　程よい辛さの中辛タイプ

3687

■国内産特別栽培にんじん・さつまいも、
国内産ごぼう・れんこん使用
■北海道産小麦粉使用
■スパイスから調合した
本格派
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■1人前

136kcal/袋

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、特別栽培にんじん（国内産）、ごぼう・れんこん（国内産）、特別栽培さつまいも（国内産）、
醤油、なたね油（国内産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、馬鈴薯でん粉・りんごジュース（国内産）、小麦粉（北海道
産）、酵母エキス、おろし生姜（国内産）、香辛料［カレー粉（インド・中国産他）、クミン（イラン・インド産）、コリアンダー

（モロッコ産）、ガラムマサラ（中国・インド産他）、ターメリック・赤唐辛子（中国産）］、醗酵調味料、メープルシュガー
（カナダ産）、おろしにんにく（国内産）、食塩（海の精）、味噌・にんじんペースト・昆布粉末（国内産）

200g 20¥356 (330) ●入数

オーサワのベジ根菜カレー
植物性素材でつくったこだわり和風カレー
根菜たっぷり　程よい辛さの中辛タイプ

6174

手軽なマクロビオティック惣菜
オーサワの全粒粉車麩と
国内産野菜使用　
車麩のもっちりとした食感と野菜の旨み
■全粒粉を使用した車麩と
国内産野菜を煮込んだ、
すき焼き風の煮物
■「オーサワの車麩」を使用
■長ねぎ、えのき、にんじん、
しらたき入り
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

87kcal/袋

常温で2年
長ねぎ・えのき茸・にんじん・しらたき・車麩（国内産）、米飴、
醗酵調味料、醤油、なたね油（国内産）、酵母エキス、食塩

（海の精）、水酸化カルシウム（しらたき用凝固剤）

全粒粉車麩のすき焼き風

140g 20¥401 (372) ●入数

2326

手軽なマクロビオティック惣菜　
具だくさんで味わい深い
■国内産特別栽培大豆、
無漂白かんぴょう使用
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

五目豆

常温で2年
特別栽培大豆･にんじん（国内産）､ごぼう･椎茸･ひじき･かんぴょう

（国内産）､醤油､メープルシュガー（カナダ産）､醗酵調味料､昆布
粉末（国内産）､食塩（海の精）､玄米醗酵調味料

114kcal/袋

100g 20¥319 (296) ●入数

6024

手軽なマクロビオティック惣菜　
切干大根の甘みをいかした
■国内産野菜・椎茸使用
■国内産大豆をつかった、
こだわり油揚げ使用
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

常温で2年
切干大根（国内産）､特別栽培にんじん（国内産）､椎茸･油揚げ（国内産）､
醗酵調味料､醤油､白胡麻（中南米･アフリカ産）､メープルシュガー

（カナダ産）､昆布粉末（国内産）､食塩（海の精）､玄米醗酵調味料

65kcal/袋

100g 20¥319 (296) ●入数

切干大根（煮物）

3651

手軽なマクロビオティック惣菜
甘酸っぱく柔らかな食感
■コーフーと豆腐でつくった
ベジミートボール（4ヶ入り）
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

常温で2年
コーフー（小麦たん白）、脱水豆腐、玉ねぎ（国内産）、パン粉、小麦たん白、馬鈴薯でん粉、
メープルシュガー（カナダ産）、醤油、こしょう、にんにく・生姜（国内産）、食塩、ソース［特別栽培
玉ねぎ（国内産）、椎茸（国内産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、米酢、メープルシュガー

（カナダ産）、馬鈴薯でん粉（国内産）、食塩（海の精）、醤油、おろし生姜（国内産）、酵母エキス］

ベジミートボールの甘酢あんかけ

179kcal/袋

150g（固形量60g） 20¥432 (400) ●入数

3652

手軽なマクロビオティック惣菜
旨みの染み込んだ厚揚げが美味しい
■国内産大豆をつかった、
こだわり厚揚げ使用
■ベジミートひき肉タイプに
にんじん、椎茸を加えた
そぼろあんかけ
■砂糖・動物性原料
不使用
■そのまま、または温めて

常温で2年
厚揚げ（国内産）、粒状植物性たんぱく（小麦たんぱく、大豆たんぱく、
なたね油、小麦でん粉、醤油、食塩、昆布粉末）、特別栽培にんじん（国内産）、
椎茸（国内産）、醤油、醗酵調味料、メープルシュガー（カナダ産）、なたね油・
馬鈴薯でん粉・おろし生姜（国内産）、食塩（海の精）、酵母エキス

厚揚げのそぼろあんかけ

170kcal/袋

150g 20¥401 (372) ●入数

2328

手軽なマクロビオティック惣菜
根菜たっぷり、滋味あふれる味わい
■国内産野菜使用
■国内産大豆をつかった、
こだわり油揚げ使用
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

常温で2年
特別栽培にんじん（国内産）､ごぼう･れんこん･たけのこ･油揚げ

（国内産）､醤油､醗酵調味料､メープルシュガー（カナダ産）､
昆布粉末（国内産）､玄米醗酵調味料､食塩（海の精）

84kcal/袋

100g 20¥340 (315) ●入数

野菜煮物

3685

■食箋料理にも
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

常温で2年
特別栽培小豆･かぼちゃ（国内産）､食塩（海の精）

180g 20¥345 (320) ●入数

オーサワのあずきかぼちゃ
国内産特別栽培小豆・かぼちゃ使用
塩で小豆とかぼちゃの自然な甘みを引き出した

2330

■国内産特別栽培にんじん、
国内産椎茸・ごぼう入りの豆腐ハンバーグ
■国内産大豆とにがりを
つかった豆腐使用
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて

156kcal/袋

常温で2年
ハンバーグ（脱水豆腐、玉ねぎ（国内産）、パン粉、特別栽培にんじん（国内産）、椎茸・ごぼう

（国内産）、小麦たん白、メープルシュガー（カナダ産）、馬鈴薯でん粉・なたね油（国内産）、
醤油、食塩、胡麻油、 こしょう、ナツメッグ）ソース［ローストオニオン、有機トマトペースト（アメ
リカ産）、にんじん、メープルシュガー（カナダ産）、オリーブ油、おろしにんにく（中国産）、酵母
エキス、食塩（海の精）、馬鈴薯でん粉（国内産）、玄米発酵調味料、こしょう、ローリエ］

豆腐ハンバーグ（洋風）
手軽なマクロビオティック惣菜
ふんわりやわらかな豆腐ハンバーグ
トマトベースの洋風仕立て

130g 20¥390 (362) ●入数

3683

■おから入りこんにゃく「蒟肉ミンチ」使用
■砂糖・動物性原料
不使用
■そのまま、または温めて

102kcal/袋

常温で2年
昆布だし・椎茸だし・おから・大豆ペースト・玉ねぎ（国内産）、パン粉、やまいも（国内産）、小麦たん白

（アメリカ・カナダ産）、馬鈴薯でん粉・こんにゃく粉（国内産）、バナナ（フィリピン産）、醤油、
食塩（海の精）、オリーブ油（イタリア産他）、こしょう、ナツメッグ（インドネシア産等）、水酸化カルシ
ウム、ソース［ローストオニオン（国内産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、有機アガベシロップ

（メキシコ産）、特別栽培にんじん（国内産）、オリーブ油（イタリア産）、おろしにんにく（国内産）、
酵母エキス、食塩（海の精）、馬鈴薯でん粉（国内産）、こしょう（ブラジル産）、ローリエ（トルコ産）］

オーサワのベジハンバーグ
（トマトソース）

手軽なマクロビオティック惣菜
お肉のようなジューシーな食感のベジハンバーグ
まろやかなトマトソース味

110g 20¥390 (362) ●入数

大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、油揚［大豆（国内産）、なたね油（オーストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウ
ム（にがり）］、にんじん（国内産）、醤油、ねぎ（国内産）、醗酵調味料、こんにゃく（国内産）、粗糖（鹿児島産）、なたね油

（オーストラリア産）、青大豆（国内産）、ごぼう（国内産）、はちみつ（国内産）、乾しいたけ（大分・熊本・宮崎・愛媛産）、
食塩（シママース）、かつお節（鹿児島産）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）、海藻粉、水酸化カルシウム

国内産大豆・野菜100%使用　
だしのきいた甘さ控えめのうの花

味付うの花料理（冷蔵）7920 150g 1¥329
(305)

冷蔵で
30日詳細▶P129

6170

マクロビオティックおでん　
温めるだけで手軽に食べられる　
素材の旨みをいかした上品な味
■天然の旨みをいかし、じっくりと煮込んだ
■大根、がんもどき、高野豆腐、
しらたき、結び昆布の5種類入り
■枝豆・れんこん・にんじん・
椎茸・大和芋入りの
オリジナルがんもどき使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料・保存料不使用

常温で1年
特別栽培大根（国内産）､がんもどき［大豆･枝豆･れんこん･にんじん･椎茸･大和芋（国内産）､なたね油､食塩

（海の精）にがり（粗製海水塩化マグネシウム）］､高野豆腐［大豆（国内産）､にがり］､しらたき［こんにゃく粉､石灰
（貝殻焼成カルシウム）］､醤油､昆布（北海道産）､みりん（もち米､米麹､米焼酎）､食塩（天塩）､酵母エキス

オーサワのこだわりおでん（5種入り）

370g 20¥550 (510) ●入数

■9月〜3月限定品
176kcal/袋

184kcal/袋

2353

マクロビオティックおでん
温めるだけで手軽に食べられる
1品増やしたいときにも
■大根、厚揚げ、こんにゃくの3種類入り
■天然醸造調味料使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料・保存料不使用

常温で1年
だし汁（昆布）、特別栽培大根（国内産）、厚揚げ[大豆（国内産）、
にがり（粗製海水塩化マグネシウム）]、こんにゃく[こんにゃく粉、石灰

（貝殻焼成カルシウム）]、醤油、みりん、食塩（天塩）、酵母エキス

オーサワのこだわりおでん（3種入り）

320g 20¥432 (400) ●入数

■9月〜3月限定品
163kcal/袋
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3688

アマランサスときのこのベジクリームソース
クリーミーでコクがある
■アマランサスのぷちぷちとした食感がたらこ風
■国内産アマランサス・野菜・ぶなしめじ使用
■乳製品不使用
■砂糖・動物性原料不使用
■茹でたパスタにからめて
■1人前

130kcal/袋

常温で2年
アマランサス（岩手産）、豆乳（国内産）、特別栽培玉ねぎ・にんじん（国内産）、ぶなしめじ

（国内産）、オリーブ油（イタリア産）、食塩（海の精）、米粉（国内産）、おろしにんにく
（青森産）、小麦粉（北海道産）、酵母エキス、黒こしょう（ブラジル産）

180g 20¥399 (370) ●入数

オーサワのベジパスタソース（たらこ風）

3681

植物性素材でつくった
こだわりカレー
野菜の旨みをいかした甘口タイプ
アレルゲン27品目不使用
■国内産野菜使用
■砂糖・動物性原料不使用
■朝食やお弁当の
おかずなどにも
■そのまま、または温めて
■2食入り

常温で2年
ローストオニオン（国内産）、特別栽培じゃがいも・にんじん（国内産）、有機とうもろこし（スペイン
産）、かぼちゃペースト・なたね油・馬鈴薯でん粉（国内産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、有機
トマトペースト・レーズン（アメリカ産）、酵母エキス、食塩（海の精）、おろし生姜・おろしにんにく

（国内産）、白菜エキス、カレー粉、クミン、コリアンダー、シナモン、ターメリック

200g（100g×2袋）
20¥474 (439) ●入数

オーサワキッズシリーズ
こどものベジカレー 3682

有機トマトペーストを
ふんだんにつかったベジミートソース
野菜の旨みをいかした甘口タイプ
アレルゲン26品目不使用（大豆使用）
■「オーサワの国内産大豆ミート（ひき肉風）」使用
■砂糖・動物性原料
不使用
■茹でたパスタに
かけるだけ
■ドリアやグラタン、
サンドイッチなどにも
■2食入り

常温で2年
有機トマトペースト（アメリカ産）、ローストオニオン・粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産
大豆ミート）、特別栽培にんじん（国内産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、馬鈴薯でん粉・
椎茸・かぼちゃペースト・にんじんペースト（国内産）、食塩（海の精）、酵母エキス、醗酵
調味料、オリーブ油、おろしにんにく（国内産）、こしょう、ナツメッグ、クローブ、ローリエ

140g（70g×2袋）
20¥401 (372) ●入数

オーサワキッズシリーズ
こどものベジパスタソース（ミートソース風）3684

植物性素材でつくった
こだわりシチュー
クリーミーでまろやかな味わい
アレルゲン27品目不使用
■国内産野菜使用
■コーン粒入り
■乳製品不使用
■砂糖・動物性原料不使用
■そのまま、または温めて
■ドリアやグラタン、パスタ
ソースなどにも
■2食入り

常温で2年
有機とうもろこし（スペイン産）、特別栽培玉ねぎ・じゃがいも・
にんじん（国内産）、馬鈴薯でん粉（国内産）、有機アガベ
シロップ（メキシコ産）、かぼちゃペースト（国内産）、酵母エキス、
食塩（海の精）、野菜エキス、こしょう（マレーシア産他）

200g（100g×2袋）
20¥474 (439) ●入数

オーサワキッズシリーズ
こどものコーンクリームシチュー

6173

植物性素材でつくった有機ベジミートソース　
甘さをおさえ、有機野菜の旨みを凝縮
■ひき肉の代わりに有機大豆ミートを使用
■トマトをはじめ有機野菜たっぷり
■隠し味に「オーサワの
有機ウスターソース」を使用
■砂糖・動物性原料不使用
■1人前

74kcal/袋

常温で2年
野菜［有機玉ねぎ・にんじん・にんにく（国内産）］、有機トマトペースト（アメリカ・イタリア産
他）、有機粒状植物性たん白（スイス産）、有機ウスターソース、馬鈴薯でん粉（北海道産）、
有機濃縮ぶどう果汁（アルゼンチン産他）、食塩（メキシコ・オーストラリア・沖縄産）、香辛料

（エジプト・オーストラリア・トルコ・マレーシア・ベトナム・インドネシア産他）

オーサワの有機ベジパスタソース
（ミートソース風）

140g 20¥367 (340) ●入数

6177

植物性素材でつくったカルボナーラ風ソース　
チーズのようなコクのある味わい
■豆乳をベースにしたコクのあるソースに、
燻製玉ねぎの風味が食欲をそそる
■隠し味にねり粕とココナッツミルクを使い、
奥深い味に仕上げた
■「オーサワの国内産大豆ミート（バラ肉風）」使用
■国内産玉ねぎ・パプリカ使用
■卵・乳製品不使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■茹でたパスタにからめて
■1人前

常温で2年
豆乳（国内産）、特別栽培玉ねぎ（国内産）、赤パプリカ（国内産）、燻製玉ねぎ〔玉ねぎ（国内産）、オリーブ油（ギリシャ産）、こしょう（マレーシア産）、食塩（オース
トラリア産）〕、小麦粉（国内産）、粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産大豆ミート）、オリーブ油（イタリア産）、スイートコーンパウダー（国内産）、ココナッツ
ミルク、かぼちゃペースト（国内産）、食塩（海の精）、味噌、ねり粕、酵母エキス、メープルシュガー（カナダ産）、黒こしょう（ブラジル産）、おろしにんにく（国内産）

オーサワのベジパスタソース（カルボナーラ風）

140g 20¥367 (340) ●入数

2349

有機トマトペーストを
ふんだんにつかったベジミートソース
完熟トマトの旨みを凝縮
■「オーサワのベジミート
穀物でつくった畑の肉

（ひき肉タイプ）」使用
■酸化防止剤不使用の
ワインを使用
■砂糖･動物性原料不使用
■茹でたパスタにかけて
■1人前

123kcal/袋

常温で2年
有機トマトペースト（アメリカ産）、特別栽培にんじん（国内産）、ベジミート（ひき肉タイプ）、
椎茸だし、ローストオニオン・椎茸（国内産）、オリーブ油（イタリア産）、メープルシュガー

（カナダ産）、赤ワイン・小麦粉（国内産）、おろしにんにく（中国産）、酵母エキス、食塩
（海の精）、パプリカ、ナツメッグ、こしょう、ローリエ

140g 20¥313 (290) ●入数

オーサワのベジパスタソース
（ミートソース風）

156kcal/袋

6130

米と一緒に炊くだけ
大豆ミートの程よい食感と昆布出汁の上品な旨み
■とり肉の代わりに大豆ミートを使用したとり釜めし風ごはんの素
■「オーサワの国内産大豆ミート（バラ肉風）」使用
■天然醸造醤油使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■米2合用（2〜3人前）

常温で2年
粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産大豆ミート）、にんじん・ごぼう・昆布だし（国内産）、米飴、
醤油、醗酵調味料、なたね油、食塩（海の精）、酵母エキス、メープルシュガー（カナダ産）

オーサワベジ釜めしの素（とり釜めし風）

170g ¥421 (390) 20●入数

6116

からめるだけで本格パスタ　
爽やかなトマトの酸味とバジルの香り
■有機トマト・バジル使用
■温めて、ゆで上がったパスタに
からめるだけ
■スープや煮込み料理などにも

常温で3年
有機トマト・食用オリーブ油・バジル（イタリア産）、食塩、
有機玉ねぎ（イタリア産）、有機砂糖（コスタリカ産）

350g 12●入数

アルチェネロ 有機パスタソース
（トマト&バジル） 6117

からめるだけで本格パスタ　
トマトと野菜の旨みとコク
■有機野菜使用
■にんじん・玉ねぎ・セロリなどの
香味野菜の旨みが生きた
パスタソース
■温めて、ゆで上がった
パスタにからめるだけ
■スープや煮込み料理にも

常温で3年
有機トマト・ズッキーニ・なす・にんじん・玉ねぎ・食用
オリーブ油・セロリ（イタリア産）、有機砂糖（コスタリカ産）、
食塩、有機バジル（イタリア産）

350g 12●入数

アルチェネロ 有機パスタソース
（トマト&香味野菜） 3833

炊きたてごはんに混ぜるだけ
具だくさんで酸味と甘みのバランスがよい
■国内産にんじん・たけのこ・無漂白かんぴょう・
椎茸・ひじき・油揚げ入り
■天然醸造調味料使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■米2合用（2〜3人前）

常温で2年
米酢､特別栽培にんじん（国内産）､ひじき･たけのこ（国内産）､
有機アガベシロップ（メキシコ産）､米飴､かんぴょう･椎茸･
油揚げ（国内産）､醤油､メープルシュガー（カナダ産）､醗酵
調味料､食塩（海の精）､酵母エキス･昆布粉末（国内産）

150g 20¥463 (429) ●入数

オーサワの具だくさん
ちらし寿司の素

6105

炊いた玄米ごはんに混ぜるだけ
ごぼうの風味豊か
■国内産にんじん・ごぼう・椎茸・ひじき・
油揚げ入り
■天然醸造調味料使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■米2合用（2〜3人前）

常温で2年
特別栽培にんじん（国内産）、ごぼう・椎茸だし・椎茸

（国内産）、醤油、ひじき・油揚げ（国内産）、醗酵調味料、
食塩（海の精）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、昆布
粉末（国内産）、なたね油、酵母エキス

120g 20¥410 (380) ●入数

オーサワの玄米によく合う
ごぼうごはんの素 6112

米と一緒に炊くだけ
国内産野菜と椎茸の美味しさたっぷり
■国内産にんじん・ごぼう・れんこん・椎茸・
油揚げ入り
■天然醸造調味料使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■米2合用（2〜3人前）

常温で2年
昆布だし（国内産）、特別栽培にんじん（国内産）、ごぼう・れんこん（国内産）、
醤油、椎茸・椎茸だし（国内産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、油揚げ

（国内産）、米飴、食塩（海の精）、醗酵調味料、米酢（国内産）なたね油、酵母
エキス、メープルシュガー（カナダ産）、昆布粉末（国内産）

150g 20¥399 (370) ●入数

オーサワ五目ごはんの素6111

米と一緒に炊くだけ
国内産きのこの旨みたっぷり
■国内産舞茸・ぶなしめじ・椎茸・エリンギ入り
■天然醸造調味料使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■米2合用（2〜3人前）

常温で2年
昆布だし・舞茸（国内産）、醤油、ぶなしめじ（国内産）、特別栽培にんじん

（国内産）、椎茸・椎茸だし（国内産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、
米飴、エリンギ（国内産）、食塩（海の精）、醗酵調味料、米酢（国内産）、
なたね油、酵母エキス、メープルシュガー（カナダ産）、昆布粉末（国内産）

140g 20¥399 (370) ●入数

オーサワきのこごはんの素

¥615 (570) ¥615 (570)

6131

植物性素材でつくったケチャップライスの素
温かいごはんに混ぜるだけ
トマトの程よい酸味と野菜の旨み
■「オーサワの国内産大豆ミート（ひき肉風）」使用
■砂糖・動物性原料・化学調味料不使用
■1袋でごはん約300g分

常温で2年
玉ねぎ・にんじん（国内産）、有機とうもろこし（スペイン産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、有機アガベ
シロップ（メキシコ産）、ローストオニオン（国内産）、なたね油、粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産
大豆ミート）、りんご酢、食塩（海の精）、酵母エキス、白菜エキス、白こしょう（マレーシア産他）

オーサワのケチャップライスの素（チキンライス風）

120g ¥382 (354) 20●入数

6176

植物性素材でつくったこだわりハヤシ　
トマトの程よい酸味とデミグラスのコク
■「オーサワのコクと旨みのデミグラスルウ」・

「有機立科豆みそ」使用　
■「オーサワの国内産大豆ミート（バラ肉風）」使用
■砂糖・動物性原料不使用　
■そのまま、または温めて　
■1人前

158kcal/袋

常温で2年
玉ねぎ・粒状大豆たんぱく（オーサワの国内産大豆ミート）、ローストオニオン・小麦粉（北海道産）、有機トマトペースト

（アメリカ産）、野菜エキス（国内産）、なたね油（北海道産）、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エキス、赤ワイン（国内
産）、デミグラスルウ（オーサワのデミグラスルウ）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩・スイートコーンパウダー（国内産）、
有機豆味噌（有機立科豆みそ）、ココアパウダー（オランダ産）、黒こしょう、ナツメッグ、セロリーシード、オレガノ

オーサワのベジハヤシ

180g 20¥378 (350) ●入数
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2405

国内産本葛粉100%使用
粘りが強く、まったりとした口当たり
■ごまと本葛粉のみを使用
■芳醇なごまの香り
■添加物不使用
■容器ごと湯煎し温めた後、
水で冷やすと出来たての風味に

常温で4ヶ月
黒胡麻（ミャンマー産）､本葛粉（鹿児島産）

100g 80¥324 (300) ●入数

オーサワの胡麻豆腐（黒） 2404

国内産本葛粉100%使用
粘りが強く、まったりとした口当たり
■ごまと本葛粉のみを使用
■芳醇なごまの香り
■添加物不使用
■容器ごと湯煎し温めた後、
水で冷やすと出来たての風味に

常温で4ヶ月
白胡麻（パラグアイ産）､本葛粉（鹿児島産）

100g 80¥324 (300) ●入数

オーサワの胡麻豆腐（白）

2377

イタリア産有機トマト100%
甘みが強く濃厚な味わい
■フレッシュな美味しさ
■トマトジュース漬け
■食塩・添加物不使用
■パスタソースや
煮込み料理などに

常温で3年
有機トマト･トマトジュース（イタリア産）

400g 24¥313 (290) ●入数

オーガニックホールトマト（イタリア産） 6102

イタリア産有機トマト100%
みずみずしく甘みがある
■収穫したばかりのトマト使用
■トマトジュース漬け
■食塩・添加物不使用
■パスタソースや
煮込み料理などに

常温で3年
有機トマト･トマトジュース（イタリア産）

400g（固形量240g） 24●入数

アルチェネロ 有機ホールトマト

¥328 (304)

0130

完熟有機トマト100%使用
トマト本来の自然な甘みと豊かな旨み
■添加物不使用
■パスタソースや
スープのベースなどに

常温で2年
有機トマト（アメリカ・国内産他）、食塩（天日塩）、有機レモン果汁

320g 12¥356 (330) ●入数

ヒカリ 有機トマトピューレー6115

イタリア産有機トマト100%
やわらかな酸味と甘み　紙パック入り

常温で2年
有機トマト（イタリア産）

600g（200g×3P） 8●入数

アルチェネロ 有機トマトピューレー
（3パック入り）

■新鮮なトマトからつくった、裏ごしタイプの
トマトピューレー
■1パックにトマト約8個分
■2倍濃縮
■食塩・添加物不使用
■パスタソースや
煮込み料理などに

¥556 (515)

6118

ギリシャ産有機オリーブ100%使用
フレッシュな果実感と自然な甘み
■手摘みで丁寧に収穫
■酸味料・酸化防止剤不使用
■種抜きなので食べやすく、
料理にも使いやすい

常温で2年6ヶ月
有機オリーブ（ギリシャ産）、食塩、有機レモン果汁（イタリア産）

315g 6¥972 (900) ●入数

オーガニック オリーブ粒
（グリーン）

6119

ギリシャ産有機完熟オリーブ100%使用　
柔らかくフルーティーで濃厚な味わい
■完熟した有機オリーブを
手摘みで丁寧に収穫
■酸味料・酸化防止剤不使用
■種抜きなので食べやすく、
料理にも使いやすい

常温で2年6ヶ月
有機オリーブ（ギリシャ産）、食塩、有機ワインビネガー（ギリシャ産）

315g 6¥1,026 (950) ●入数

オーガニック オリーブ粒
（ブラック・カラマタ産）

滋賀産大豆使用の生ゆば　
とろけるような食感と大豆の自然な甘み比叡とろゆば（冷蔵）7730 180g 30¥648

(600)
大豆（滋賀産） 冷蔵で

2ヶ月詳細▶P128

北海道産小麦粉100%
しっかりとした小麦の風味ともちもちとした食感
おでんの具や鍋ものなどに

北海道産小麦使用 ちくわぶ（冷蔵）7733 160g 50¥237
(220)

小麦粉（北海道産） 冷蔵で
30日■10月〜2月限定品 詳細▶P129

0653

国内産有機トマト100%　
完熟トマトの風味豊か
■トマトジュース漬け
■食塩不使用
■添加物不使用
■パスタ、煮込み料理などに

常温で3年
有機トマト･トマトジュース（国内産）

400g
■数量限定品

12¥561 (520) ●入数

国産有機まるごとトマト

6129

広島産在来種生芋100%使用　
もちもちとした食感で味しみがよい
■アクが少ない為、下茹で不要　
■煮物や鍋物などに

常温で4ヶ月
有機こんにゃく芋（広島産）、水酸化カルシウム

180g ¥270 (250) 20●入数

オーサワの有機 生芋糸こんにゃく6134

広島産在来種生芋100%使用　
もちもちとした食感で味しみがよい
■アクが少ない為、下茹で不要
■煮物や田楽などに

常温で4ヶ月
有機こんにゃく芋（広島産）、水酸化カルシウム

200g 20¥270 (250) ●入数

オーサワの有機 生芋こんにゃく（板）

0615

国内産有機黒豆100%使用
黒豆本来の風味
■伝統海塩「海の精」使用
■煮豆などに

常温で1年
有機黒豆（青森・岩手・北海道産）､食塩（海の精）

230g（固形量140g） 10¥302 (280) ●入数

有機黒豆の水煮0614

国内産有機大豆100%使用
大豆本来の旨み
■伝統海塩「海の精」使用
■煮物やスープ、サラダなどに

常温で1年
有機大豆（青森・岩手産）､食塩（海の精）

230g（固形量140g） 10¥280 (260) ●入数

有機大豆の水煮

6104

京都産たけのこ100%　
柔らかな食感、甘みが強くえぐみがない
■朝掘りを新鮮なうちに加工
■pH調整剤不使用
■煮物や汁物、
炊き込みごはんなどに

常温で6ヶ月
たけのこ（京都産）

150g 20¥636 (589) ●入数

京都山城たけのこ（水煮カットタイプ）

6123

有機ひよこ豆100%
ぽくぽくとした食感
■食塩不使用
■粗くつぶしてコロッケに、
カレーやスープ、サラダなどに

常温で1年
有機ひよこ豆（イタリア産）

230g（固形量140g） 10¥302 (280) ●入数

有機ひよこ豆の水煮

6132

農薬・化学肥料不使用国内産玉ねぎ100%
水も調味料も一切使わずに仕上げた　炒め玉ねぎのような甘みと旨み
■1袋に玉ねぎ約1個分　■食塩不使用、ノンオイル
■料理にコクを与え、深みのある味わいに仕上げる
■野菜スープやカレー、ドレッシングなどの料理の素材としてそのまま使える
■離乳食などにも

常温で1年
玉ねぎ（長野・北海道産）

200g 10¥540 (500) ●入数

オーサワのとろり甘い濃厚玉ねぎ

有機たけのこ100%　
柔らかな食感、えぐみが少ない
■朝掘りを新鮮なうちに加工
■pH調整剤不使用
■煮物や汁物、
炊き込みごはんなどに

常温で9ヶ月
有機たけのこ（中国産）

有機たけのこ水煮（中国産）ホール

6128 250g 25¥267(248) ●入数

6122 100g 30¥157(146) ●入数

国内産大豆使用の豆腐でつくった油揚げ使用　
だしをきかせて甘さ控えめに味付け7732 6枚 1¥378

(350)
油揚［大豆（国内産）、なたね油、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）

（長崎産）］、粗糖（鹿児島産）、醤油、醗酵調味料、食塩（青い海）、
かつお節（鹿児島産）、昆布（北海道産）、さば節（静岡産）

冷蔵で
3ヶ月

味付いなりあげ（冷蔵）
詳細▶P129

国内産大豆100%使用　
滑らかな食感と大豆の旨み　消泡剤不使用7852 300g 20¥216

(200) 大豆（青森・秋田産）、にがり（塩化マグネシウム） 冷蔵で
30日榛名の恵み・充填豆腐（冷蔵）詳細▶P129

国内産大豆100%使用　
くずれにくいので炒め物や豆腐ステーキなどに　消泡剤不使用7853 220g 1¥302

(280)
大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、にがり

（粗製海水塩化マグネシウム）
冷蔵で
21日

水切り押し豆腐（冷蔵）
詳細▶P129

国内産小麦100%使用　味しみがよく、もちもちとした食感　
煮物や鍋物、汁物などに7735 150g 50¥216

(200)
グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）、
小麦粉（愛知産）

冷蔵で
3ヶ月

もち麩（冷蔵）
■10月〜4月限定品 詳細▶P129

滋賀産大豆使用の生ゆば、国内産かぼちゃ粉末使用　
スクランブルエッグのような食感

卵のようなとろとろゆば（冷蔵）7855 100g 50¥475
(440)

大豆（滋賀産）、かぼちゃ粉末（国内産）、食塩
（石垣の塩）、クチナシ色素

冷蔵で
2ヶ月詳細▶P128

6122

国内産有機大豆100%使用　
滑らかな食感と大豆の豊かな風味　消泡剤不使用7856 240g

（120g×2） 1¥205
(190)

有機大豆（北海道・青森産）、にがり（粗製
海水塩化マグネシウム）

冷蔵で
20日

国産有機なめらか絹豆腐（冷蔵）
詳細▶P129

有機米・米こうじ使用　
甘酒や粕汁、粕漬け、菓子づくりなどにも7857 200g 20¥453

(420) 有機米・米こうじ（栃木産） 冷蔵で
3ヶ月■1月〜数量限定品

有機酒粕（冷蔵）
詳細▶P129

国内産大豆100%使用　大豆の旨みが残った、しっとりタイプ　
うの花料理やお菓子づくりに生おから（冷蔵）7731 200g 1¥205

(190) 大豆（山形・秋田・新潟・北海道産） 冷蔵で
1ヶ月詳細▶P129

やましろ

■数量限定品

ご家庭で手軽に豆乳ヨーグルトがつくれる　
植物性乳酸菌使用　砂糖・乳製品不使用7858 3g

（1.5g×2包） 40¥972
(900)

有機タピオカデキストリン、ラクトバチルス
プランタラム（KS-1株）

冷蔵で
1年

豆乳専用種菌 ソイヨーグル（冷蔵）
詳細▶P130

ご家庭で手軽に豆乳ヨーグルトがつくれる　
植物性乳酸菌使用　砂糖・乳製品不使用7859 15g

（1.5g×10包） 20¥4,320
(4,000)

有機タピオカデキストリン、ラクトバチルス
プランタラム（KS-1株）

冷蔵で
1年

豆乳専用種菌 ソイヨーグル（冷蔵）
詳細▶P130

北海道産小麦100%使用　もちもちとした食感と小麦の甘み　
プレーンとよもぎの2種類入り7734 100g

（50g×2個） 30¥518
(480)

プレーン：グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）
よもぎ：グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）、よもぎ（宮城産）

冷蔵で
30日

京なま麩（プレーン・よもぎ）（冷蔵）
詳細▶P129

国内産こんにゃく使用　
ぷりぷりとした食感、あおさの風味爽やか

ばた練りさしみこんにゃく2418 250g 1¥345
(320)

こんにゃく粉･あおさ（国内産）､水酸化カルシウム 冷暗所で
3ヶ月■4月〜9月限定品

6133

広島産在来種生芋100%使用　
もちもちとした食感で味しみがよい
■アクが少ない為、下茹で不要
■煮物や鍋物などに

常温で4ヶ月
有機こんにゃく芋（広島産）、水酸化カルシウム

180g
■10月〜3月限定品

20¥270 (250) ●入数

オーサワの有機 生芋玉こんにゃく

6109

北海道産小豆100%　
小豆本来の甘み
■そのまま料理などに使える
■甘みを加えてあんこや、
ぜんざいなどに
■食塩不使用

常温1年
小豆（北海道産）

230g 10¥259 (240) ●入数

国内産 小豆の水煮

ひえい

はるな

■2017年12月より価格改定 ¥781 (724)

国内産有機もち米・米・米こうじ使用　
自然な甘さと旨み7854 200g 12¥462

(428) 有機もち米・米・米こうじ（国内産） 冷蔵で
4ヶ月■3月〜数量限定品

有機みりん粕（冷蔵）
詳細▶P129



加 工食品 加工食品　入門食品

76 77

2334

伊勢志摩産あおさのり使用　
磯の風味とゆずの香り
■お湯を注ぐだけの簡単スープ
■フリーズドライ
■有機ねぎ・醤油・白ごま使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

4.6kcal/1食

常温で1年1ヶ月

有機醤油、酵母エキス、馬鈴薯でん粉（国内産）、食塩（伯方の塩）、醗酵調味料、
具［ひとえぐさ（三重産）、有機ねぎ（国内産）、ゆず（国内産）、有機胡麻（パラグアイ産）］

1食分（3.5g）¥151 (140)

あおさのりスープ

10●ボール入数
120●入数

6010マクロビオティック一週間体験セット
温めたりお湯を注ぐだけ　手軽にマクロビオティック
■厳選された自然食材と、マクロビオティック品質基準に基づいた食品のラインナップで、
簡単においしさと爽快感を体験することが可能になりました
■1日3食7日分でのご使用をおすすめしていますが、単品でもご利用になれます
■贈り物にもご利用ください
■7日間メニュー、マクロビオティックガイドブック付

※パッケージは変更になることがございます。

セット価格 1¥15,660 (14,500) ●入数

 品名  入数  品名  入数  品名  入数  品名  入数

オーサワの有機発芽玄米ごはん 2 オーサワの有機活性発芽玄米粥 4 オーサワのベジハンバーグ（トマトソース） 1 オーサワの赤だしみそ汁  6

オーサワの五目入り発芽玄米ごはん 2 オーサワの有機発芽玄米あずき粥 4 野菜煮物  2 オーサワの一本漬けたくあん 1

オーサワの雑穀入り発芽玄米ごはん 2 オーサワのベジカレー（甘口） 1 五目豆  2 龍神梅（カップ） 1

オーサワの国内産有機活性発芽玄米おにぎり（しそ入り） 2 オーサワのベジハヤシ 1 切干大根（煮物） 2 オーサワの有機黒ごま塩  1

オーサワの国内産有機活性発芽玄米おにぎり（わかめ入り） 2 全粒粉車麩のすき焼き風  1 オーサワの有機立科みそ汁  6 有機熟成三年番茶（ティーバッグ） 1

オーサワの国内産有機活性発芽玄米おにぎり（小豆入り） 3 ※ 各商品の詳しい説明は商品ページをご参照ください。

6016

お湯を注ぐだけで本格派具だくさんみそ汁　
香り高く深い味わい
■有機大豆と有機米を使用した有機米味噌に
植物性だしを加えた
■有機豆腐、有機ほうれん草、
有機ねぎの3種の具材入り
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

34kcal/1食

常温で6ヶ月
調味味噌［有機米味噌、有機純米料理酒、食塩（シママース）、酵母エキス、たまねぎ粉末、昆布粉末、
しいたけエキス、酒精］、具［有機ほうれん草（タイ産）、有機豆腐、有機ねぎ（タイ産）、豆腐用凝固剤］

52.5g（3食入） ¥248 (230)

オーサワの有機みそ汁（生みそタイプ）

10●入数

6012

国内産立科麦みそ・有機八丁味噌使用　
コクがあり、濃厚な味わい
■お湯を注ぐだけの簡単みそ汁
■フリーズドライ
■国内産わかめ・なめこ入り
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

27kcal/1食

常温で1年

麦味噌（国内産立科麦みそ）､有機豆味噌（有機八丁味噌）､なめこ（国内産）､ねぎ（国内産）､
酵母エキス､馬鈴薯でん粉、わかめ（国内産）､昆布粉末

1食分(9.2g) ¥205 (190)

オーサワの赤だしみそ汁

10●ボール入数
120●入数

2336

有機立科米みそ使用　
野菜の旨みと芳醇な香り
■お湯を注ぐだけの簡単みそ汁
■フリーズドライ
■国内産有機油揚げ・小松菜・ねぎ入り
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

27kcal/1食

常温で1年6ヶ月

有機米味噌（有機立科米みそ）､有機小松菜（奈良･島根産）､有機ねぎ（和歌山･島根･三重･
高知産）､有機油揚げ（国内産）､酵母エキス､昆布粉末

1食分（7.5g）¥205 (190)

オーサワの有機立科みそ汁

10●ボール入数
120●入数

6015

お湯を注ぐだけで本格派みそ汁　
香り高く、味わい深いみそ汁が手軽に楽しめる
■有機米味噌に植物性だしを加えた
■調味味噌にわかめを練り込んだ即席生みそ汁
■約160mlの熱湯を注ぐ
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

常温で6ヶ月
有機米味噌、有機純米料理酒、わかめ（中国産他）、酵母エキス、有機たまねぎ粉末、
昆布粉末、食塩（オーストラリア産他）、有機にんにく粉末、酒精

オーサワのわかめ入り有機みそ汁（生みそタイプ）

87.6g（14.6g×6食入） ¥302 (280) 12●入数
25kcal/1食

2335

沖縄産もずく使用　
もずくの食感よく、ほのかなゆずの香り
■お湯を注ぐだけの簡単スープ
■フリーズドライ
■有機ねぎ・醤油・白ごま使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

9.2kcal/1食

常温で1年1ヶ月

有機醤油、酵母エキス、馬鈴薯でん粉（国内産）、食塩（伯方の塩）、醗酵調味料、
具［もずく（沖縄産）、有機ねぎ（国内産）、ゆず（国内産）、有機胡麻（パラグアイ産）］

1食分（3.5g）¥151 (140)

沖縄産もずくスープ

10●ボール入数
120●入数

6006

国内産野菜、有機玄米使用　
玄米と野菜の旨み
■有機玄米と国内産野菜を
じっくり煮込んで裏ごしした
滑らかなスープ
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■そのまま、または温めて

56kcal/袋
57kcal/袋

常温で1年
かぼちゃ・玉ねぎ・にんじん・セロリ（国内産）、有機玄米

（国内産）、食塩（海の精）

180g 20¥302 (280) ●入数

玄米と野菜のポタージュ（かぼちゃ） 6005

国内産五穀・野菜使用
素材の旨みがいきたやさしい味わい
■国内産有機玄米使用
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■そのまま、または温めて

常温で1年
トマトピューレ（愛知産）､野菜［玉ねぎ･にんじん･じゃがいも･セロリ･にんにく（国内産）]､
金時豆（国内産）､有機玄米（国内産）､オリーブオイル（イタリア産）､押麦（国内産）､食塩

（海の精）､きび･あわ（国内産）､香辛料【有機こしょう［黒・白（スリランカ産）］】

160g 20¥302 (280) ●入数

五穀と野菜のトマトスープ（ミネストローネ） 3075

国内産特別栽培野菜・有機玄米使用
4種の野菜と玄米の旨みが溶け込んだスープ
■国内産特別栽培野菜と国内産有機玄米を
じっくり煮込んだ後、丁寧に漉したスープ
■塩などの味付けは一切なし
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用
■甘いものがやめられない方に
■そのまま、または温めて
20kcal/袋

常温で1年6ヶ月
特別栽培かぼちゃ･にんじん･キャベツ･玉ねぎ（国内産）､
有機玄米（国内産）

200g 20¥349 (324) ●入数

野菜と玄米でつくった
甘いスープ

2338

8種類の国内産雑穀使用　
とうもろこしベースの甘みとコクのあるポタージュ
■国内産野菜使用
■食物繊維が豊富

（1袋当たり1.3g）
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

58.5kcal/袋

常温で1年
とうもろこし（北海道産）､玄米（栃木産）､はと麦（岩手産）､食塩（天塩）､かぼちゃ･玉ねぎ（北海道産）､昆布エキス､
大麦（岩手産）､もちきび（岩手・北海道産）、たかきび･ひえ（岩手産）､あわ（鹿児島産）､パセリ（高知産）､白こしょう

75g（15g×5袋入） 60¥885 (820) ●入数

オーサワの八穀ポタージュ（粉末）2386

国内産わかめ、有機白ごま使用　
わかめの食感よく風味豊か
■食物繊維が豊富

（1袋当たり0.5g）
■砂糖・動物性原料不使用
■化学調味料不使用

19.6kcal/袋

常温で1年
甘藷でん粉（鹿児島産）､食塩（天塩）､本醸造醤油､わかめ（国内産）､有機胡麻（中国産）､
オニオンパウダー（北海道産）､ねぎ（国内産）､酵母エキス､白こしょう（マレーシア産）

45.5g（6.5g×7袋入） 60¥648 (600) ●入数

オーサワのわかめスープ

2416

はじめての方でも味わい深い玄米味噌が手軽につくれる　
有機煮大豆・有機乾燥玄米麹・天海の塩・ふたつき樽がセット
■国内産有機大豆を圧力釜で柔らかく蒸した「有機煮大豆」
■有機玄米を使用した「オーサワの有機乾燥玄米麹」
■高知県室戸沖海洋深層水100%の「天海の塩」
■中辛口仕上げ
■仕上り味噌量：約1.8kg、塩分：約11%
■つくり方説明書つき

常温 有機煮大豆：4ヶ月 有機玄米乾燥麹：5ヶ月 食塩：長期保存可
有機煮大豆[有機大豆（青森産）]、有機玄米乾燥麹[有機玄米（島根・滋賀産）、麹菌]、食塩（天海の塩）

オーサワの手づくり玄米味噌セット（有機煮大豆・有機玄米麹使用）（樽つき）

1セット（煮大豆・麹・塩） 1¥3,780 (3,500) ●入数
■1月〜数量限定品

6110

はじめての方でも手軽に味噌づくり
国内産水煮大豆・玄米麹、塩のセット
■国内産有機大豆を秩父山系城峰山の湧水で
ふっくら炊き上げた「有機大豆の水煮」
■有機玄米を三分搗きにしてつくった「有機玄米麹」
■長崎・対馬産海水100%、釜炊き製法でつくった「浜御塩」
■中辛口仕上げ
■仕上り味噌量：約3.5kg、塩分：約11%
■つくり方説明書つき
■付属品：ポリ袋1枚、輪ゴム1個

大豆の水煮：常温で4ヶ月、玄米麹：常温で3ヶ月、食塩：長期保存可）
有機大豆の水煮［有機大豆（国内産）］、有機玄米麹［有機米（国内産）］、食塩（浜御塩）

手作り玄米味噌セット（有機原料使用）

1セット（煮大豆・麹・塩） 1¥5,778 (5,350) ●入数
■1月〜数量限定品

2288

お正月行事に一役
大福茶、お屠蘇、初湯御薬湯の三点セット
■年の初めに家族で楽しめる
縁起物三点セット

常温で2年
大福茶［黒大豆（北海道）､緑茶（静岡）､昆布（北海道）］お屠蘇［温州みかん果皮（香川産）､ニッキ（ベトナム産）､
山椒果皮（奈良産）､浜防風･紅花･丁字･桔梗根（中国産）］初湯御薬湯［陳皮（香川産）カミツレ･甘草（中国産）､
当帰（北海道産）､防己（徳島産）､川きゅう（北海道産）､薄荷･茴香･香附子（中国産）］

3種類入
■受注受付期間12月1日〜20日

30¥864 (800) ●入数

初夢三点セット 2417

国内産原料100%使用　
炊いた粥に混ぜるだけで手軽に七草粥が味わえる
■フリーズドライ加工
■刻みタイプ
■素材本来の風味
■酸化防止剤不使用
■2〜3人前

常温で1年
すずしろ（国内産）、食塩、すずな（国内産）、はこべら（国内産）、せり

（国内産）、なずな（国内産）、ほとけのざ（国内産）、ごぎょう（国内産）

3g×1袋
■12月〜数量限定品

30¥248 (230) ●入数

春の七草



菓 子類 菓子類

78 79

濃厚な甘みとほのかな香り
■トンプソン種　
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■天日乾燥　
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

常温で6ヶ月
有機ぶどう（アメリカ産）

オーサワの有機カリフォルニアレーズン

2135 2134

2134 500g ¥1,085 (1,005)
2135 150g ¥432 (400)

30●入数

100●入数

2133

自然な甘みと爽やかな酸味
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
煮込み料理などに

常温で6ヶ月
有機プルーン（アメリカ産）

140g 100¥723 ●入数

オーサワの有機プルーン（種ぬき）

2138

濃厚で強い甘み
■OCIA認定原料使用　
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■天日乾燥　
■種抜きタイプ　
■別名なつめやし　
■そのまま食べるほか、
甘みづけに

常温で6ヶ月
デーツ（アメリカ産）

120g 100¥518 (480) ●入数

オーサワのデーツ

6208

芳醇な香りとぷちぷちとした食感
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■天日乾燥　
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

常温で1年6ヶ月
有機いちじく（トルコ産）

120g 24¥550 (510) ●入数

オーガニックいちじく 
ひだまりドライ 2137

甘酸っぱく、トロピカルな風味
■CCOF認定原料使用　
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

常温で6ヶ月
マンゴー（メキシコ産）

60g 100¥518 ●入数

オーサワのドライマンゴー2131

濃厚な甘みとぷちぷちとした食感
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

冷暗所で6ヶ月
有機いちじく（アメリカ産）

100g 100¥475 (440) ●入数

オーサワの有機干しいちじく

ドライフルーツに含まれる「糖分」が結晶化したものです。ただし、品質に問題はありません。

ドライフルーツに付着している白い粉は何ですか？

0521

ほのかに甘く香ばしい
■BCS・ECOCERT認定原料使用
■ノンオイル
■食塩・添加物不使用
■非加熱
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

常温で6ヶ月
かぼちゃの種（中国・アメリカ産）

70g 100¥302(280) ●入数

カボチャの種（生）殻むき

2260

甘酸っぱい味わい
■添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

常温で6ヶ月
有機クランベリー（アメリカ産）、有機砂糖、サンフラワーオイル

70g 20¥432(400) ●入数

有機クランベリー6198

アンデス地方で
古くから食されているほおずきの実　
柑橘類のような甘酸っぱさ
■OTCO認定原料使用
■オイルコーティングなし
■砂糖・添加物不使用
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

常温で6ヶ月
ほおずきの実（エクアドル産）

40g 100¥540 (500) ●入数

ゴールデンベリー（ほおずきの実）

0522

あっさりとした甘みとほのかな苦み
■FVO・ICS・ECOCERT
認定原料使用　
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■非加熱　
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

常温で6ヶ月
ひまわりの種（中国・アメリカ産）

70g 100¥259 (240) ●入数

ひまわりの種（生）殻むき 2136

コクと甘みがある
■海外認定原料使用　
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
様々な料理などに

常温で6ヶ月
カシューナッツ（スリランカ・インド産）

70g ¥594 (550) 100●入数

オーサワのローストカシューナッツ

種付きならではの甘みと香り
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
煮込み料理などに

オーサワの有機プルーン（種付き）

2145 2144

常温で6ヶ月
有機プルーン（アメリカ産）

2144 1kg ¥4,752 (4,400) 10●入数

2145 150g ¥777 (720) 50●入数

6219

5種の有機レーズンをバランスよくブレンド　
上品な甘みと爽やかな酸味
■オイルコーティングなし
■砂糖・添加物不使用
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

冷暗所で1年
有機カリフォルニアレーズン・ミッドナイトビューティーレーズン（アメリカ産）、有機サルタナレーズン

（トルコ産）、有機サンマスカットレーズン・ダイヤモンドマスカットレーズン（オーストラリア産）

120g 12¥572 (530) ●入数

オーガニック レーズンミックス2156

マスカット特有の華やかな風味　
グミのような食感
■サンマスカット種
■オイルコーティングなし
■砂糖・添加物不使用
■クセのない甘みと爽やかな酸味
■そのまま食べるほか、
パンや菓子の材料などに

常温で1年
有機レーズン（オーストラリア産）

80g 10¥388 (360) ●入数

オーガニック・サンマスカットレーズン

40g 100¥442 (410) ●入数

2155

甘酸っぱくやさしい味わい
■オイルコーティングなし
■漂白剤不使用
■砂糖・添加物不使用
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

オーサワの干しあんず（トルコ産）

常温で6ヶ月
あんず（トルコ産）

常温で6ヶ月
あんず（アメリカ産）

(670)

(480)

70g ¥810 (750) 100●入数

2141

爽やかな酸味、濃厚な味わい
■CCOF認定原料使用　
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■天日乾燥　
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

オーサワの干しあんず（アメリカ産）

2139

爽やかな酸味と甘み
■OTCO認定原料使用　
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
菓子の材料などに

常温で6ヶ月
ブルーベリー（アメリカ産）

50g 100¥864 (800) ●入数

オーサワのドライブルーベリー

2150

ほのかな甘みと苦み
■オイルコーティングなし　
■砂糖・添加物不使用　
■粒が大きめで肉厚　
■そのまま食べるほか、様々な料理などに

常温で2年
有機クコの実（中国産）

オーサワの有機クコの実

40g 100¥513 (475) ●入数

2140

香り高く甘みがある
■OCIA・CERES・BCS認定原料使用
■ノンオイル
■食塩不使用
■そのまま食べるほか、様々な料理に

常温で6ヶ月
松の実（中国産）

オーサワの松の実（生）

30g 100¥572(530) ●入数

2132

香ばしく、コクと渋みがある
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
様々な料理などに

常温で6ヶ月
有機ウォールナッツ（アメリカ産）

60g ¥518(480) 100●入数

オーサワの有機ウォールナッツ（くるみ）

1753

北海道産農薬不使用かぼちゃの種　
食感よく、コクと旨みがある
■ペポカボチャとは主に
種子を食用とするカボチャで、
食べるほか製菓材料や
オイルにも利用される
■コクと旨みがあり、
炒ると香ばしい
■非加熱

常温で1年
かぼちゃの種（北海道産）

60g
■2017年11月再開予定

250¥600 (556) ●入数

ペポカボチャの種（なま） 1754

北海道産農薬不使用かぼちゃの種　
香ばしく、コクと旨みがある
■ペポカボチャとは主に
種子を食用とするカボチャで、
食べるほか製菓材料や
オイルにも利用される
■そのまま食べるほか、
様々な料理などに

常温で6ヶ月
かぼちゃの種（北海道産）

40g
■2017年11月再開予定

230¥600 (556) ●入数

ペポカボチャの種（焙煎）

■2017年11月より価格改定 ¥648 (600)



菓 子類 菓子類

80 81

6228

ほのかな甘みと苦み
■海外認定原料使用
■ノンオイル
■食塩・添加物不使用
■中国料理で用いられている
ナッツをミックス
■お粥や料理のトッピングのほか、
そのまま食べても

常温で6ヶ月
かぼちゃの種･クコの実･松の実（中国産）

50g 100¥540 (500) ●入数

健膳ミックス 0503

風味よくコクがある
■海外認定原料使用　
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■サラダに合う4種の
ナッツをブレンド　
■サラダのトッピングのほか、
そのまま食べても

常温で6ヶ月
かぼちゃの種（中国産）､ひまわりの種（アメリカ･中国産）、
くるみ･アーモンドスライス（アメリカ産）

80g 100¥486 (450) ●入数

サラダにおいしいナッツ

6207

アーモンドを皮ごと粉末　
ほのかな甘みと渋み
■CCOF認定原料使用　
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■菓子の材料などに

常温で6ヶ月
アーモンド（アメリカ産）

50g 100¥540 (500) ●入数

アーモンドプードル（皮付き・生）0502

ほのかな甘みと香ばしさ
■CCOF認定原料使用　
■ノンオイル　
■食塩・添加物不使用　
■そのまま食べるほか、
様々な料理などに

常温で6ヶ月
アーモンド（アメリカ産）

50g 100¥540 (500) ●入数

アーモンドロースト

2153

ほのかな甘みと渋み
■食塩・添加物不使用
■非加熱
■そのまま食べるほか、菓子の材料などに

常温で6ヶ月
有機アーモンド（スペイン・イタリア産）

オーサワの有機生アーモンド

40g 100¥486 (450) ●入数

2249

ココナッツをフレーク状にした　
甘い香りと独特の食感
■海外認定原料使用　
■添加物不使用　
■パンや菓子の材料などに

常温で1年
ココナッツ（スリランカ産）

120g 50¥270 (250) ●入数

ココナッツパウダー（ココナッツフレーク） 0519

有機サチャインチナッツをローストした
香ばしく、ほのかな甘みと豊かなコク
■ペルーアマゾン原生蔓植物

「インカグリーンナッツ」種子を
ローストした
■αリノレン酸（オメガ3）約19%、
リノール酸（オメガ6）約17%
■ノンオイル
■食塩・添加物不使用
■そのまま食べるほか、
サラダのトッピングなどに

常温で1年
有機サチャインチナッツ（ペルー産）

50g 12¥594 (550) ●入数

オーガニック サチャインチナッツ

2143

3種のナッツをブレンド
ほのかな甘みと香ばしさ
■海外認定原料使用
■ノンオイル
■食塩・添加物不使用
■それぞれの
ナッツの味がマッチ
■そのまま食べるほか、
様々な料理に

常温で6ヶ月
カシューナッツ（スリランカ･インド産）､アーモンド（アメ
リカ産）､くるみ（アメリカ・チリ産）

オーサワのミックスナッツ

70g 100¥648 (600) ●入数

2154

ほのかな甘みと香ばしさ
■ノンオイル
■食塩・添加物不使用
■そのまま食べるほか、
様々な料理などに

常温で6ヶ月
有機アーモンド（スペイン・イタリア産）

40g 100¥486 (450) ●入数

オーサワの有機アーモンドロースト

2142

ほのかな甘みと渋み
■CCOF認定原料使用　
■食塩・添加物不使用　
■非加熱　
■そのまま食べるほか、菓子の材料などに

常温で6ヶ月
アーモンド（アメリカ産）

オーサワの生アーモンド

70g 100¥702 (650) ●入数

0541

ぷちぷちとした食感　
水に浸けるとゼリー状になる
■海外認定原料使用
■有機チアシード100%
■シソ科サルビア属ミントの一種でチアというハーブの種
■吸水性が高く水に浸けると10倍前後に膨らむ
■飲み物や料理に混ぜて

常温で1年
有機チアシード（パラグアイ産）

オーサワの有機チアシード

120g 50¥648 (600) ●入数

0504

有機カカオ豆100%　
カカオ本来のほろ苦さとコク
■カカオ豆を砕いて
フレーク状にしたもの

冷暗所で6ヶ月
有機カカオ豆（ペルー産）

有機カカオニブ

80g 10¥486 (450) ●入数

1677

オーガニックドライフルーツ・
ナッツの厳選ミックス
カシューナッツの香ばしさと
ドライフルーツの自然な甘み
■１袋で味と食感の変化を
楽しめる
■おやつやおつまみに
■便利なチャック付袋

常温で6ヶ月
有機マンゴー（メキシコ産）、有機いちじく（アメリカ産）、
有機カシューナッツ（インド産）

70g 100¥594 (550) ●入数

オーサワの有機ドライフルーツミックス
（マンゴー・いちじく・カシューナッツ） 1679

3種のオーガニックベリーの
厳選ミックス
爽やかな酸味とほのかな甘み
■１袋で味の変化が楽しめる
■そのまま食べるほか、
シリアルなどに入れても
■便利なチャック付袋

常温で6ヶ月
有機クコの実（中国産）、有機マルベリー（トルコ産）、
有機ゴールデンベリー（ペルー産）

60g 100¥594 (550) ●入数

オーサワの有機ドライフルーツミックス
（クコの実・マルベリー・ゴールデンベリー）1678

オーガニックドライフルーツ・
ナッツの厳選ミックス
ナッツの香ばしい風味と
デーツの濃厚な甘み
■１袋で味と食感の変化を
楽しめる
■おやつやおつまみに
■便利なチャック付袋

常温で6ヶ月
有機デーツ・くるみ・アーモンド（アメリカ産）

60g 100¥550 (510) ●入数

オーサワの有機ドライフルーツミックス
（デーツ・くるみ・アーモンド）

6339

有機フルーツたっぷり
パッションフルーツのトロピカルな味わい
■食物繊維が豊富（1本当たり1.8g）　
■砂糖不使用　
■朝食やおやつなどに

114kcal/本

常温で1年2ヶ月
有機デーツ（チュニジア産）､有機カシューナッツ（インド産）､有機ドライマンゴー

（ブルキナファソ産）､有機パッションフルーツフレーク[有機パッションフルーツ果汁･
とうもろこし粉（コロンビア産）]､有機マンゴーパウダー（コロンビア産）

30g 25¥302 (280) ●ボール入数

フルーツバー（パッションフルーツ）

25●入数

6336

有機フルーツたっぷり　
ブルーベリーのほのかな酸味と甘み
■食物繊維が豊富（1本当たり2.7g）　
■砂糖不使用　
■朝食やおやつなどに

127kcal/本

常温で1年2ヶ月
有機アーモンド（イタリア産）､有機デーツ（チュニジア産）､有機ブルーベリーピューレ
[有機ブルーベリー（カナダ産）､有機りんご果汁（トルコ産）､有機食用ひまわり油（スイス産）]､
有機米粉･濃縮ブルーベリー果汁（イタリア産）､有機アガベシロップ（メキシコ産）

30g 25¥302 (280) ●ボール入数

フルーツバー（ブルーベリー）

25●入数

6337

有機フルーツたっぷり　
ラズベリーの甘酸っぱい味わい
■食物繊維が豊富（1本当たり2.8g）　
■砂糖不使用　
■朝食やおやつなどに

126kcal/本

常温で1年2ヶ月
有機デーツ（チュニジア産）､有機アーモンド（イタリア産）､
有機ラズベリーパウダー（セルビア産）､有機アガベシロップ

（メキシコ産）､有機濃縮ラズベリー果汁（ドイツ産）

30g 25¥302 (280) ●ボール入数

フルーツバー（ラズベリー）

25●入数

0786

有機フルーツたっぷり　
レモンの爽やかな酸味
■スピルリナ（藍藻類）配合
■食物繊維が豊富（1本当たり3.6g）　
■砂糖不使用　
■朝食やおやつなどに

常温で1年2ヶ月
有機デーツ（チュニジア・エジプト産）、有機アーモンド（イタリア産）、有機レーズン（トルコ産）、
スピルリナ（インド産）、有機レモンパウダー[有機濃縮レモン果汁（アルゼンチン産）、有機とう
もろこし粉（オーストリア産）]、有機食用レモン油（イタリア産）

フルーツバー（スピルリナ&レモン）

40g 25¥345 (320) ●入数

155kcal/本

25●ボール入数

0787

有機フルーツたっぷり　
アセロラの爽やかな酸味
■ゴジベリー（クコの実）・アロニアベリー配合
■食物繊維が豊富（1本当たり4.5g）　
■砂糖不使用　
■朝食やおやつなどに

常温で1年2ヶ月
有機デーツ（チュニジア・エジプト産）、有機アロニア（ドイツ産）、有機アーモンド（イタリア産）、
有機乾燥ぶどう（トルコ産）、有機ゴジベリー（中国産）、有機ブラックカラント（ポーランド産）、
有機アセロラパウダー（ブラジル産）、有機濃縮ブラックカラント果汁（ポーランド産）

フルーツバー（ゴジベリー&アセロラ）

40g 25¥345 (320) ●入数

132kcal/本

25●ボール入数

6227

ぷちぷちした食感　
水に漬けるとゼリー状になる
■QAI認定原料使用　
■シソ科サルビア属ミントの
一種でチアというハーブの種　
■吸水性が高く水に浸けると
10倍前後に膨らむ　
■飲み物や料理に混ぜて

常温で6ヶ月
チアシード（パラグアイ・ペルー産）

80g 100¥486 (450) ●入数

チアシード

■2017年11月より価格改定 ¥324 (300)



菓 子類 菓子類

82 83

3244

国内産小麦粉使用
レーズンの自然な甘み　
砂糖・卵・乳製品不使用
■自家製天然酵母使用
■しっかりとした歯ごたえ

403kcal/100g

常温で6ヶ月
小麦粉（北海道産）､レーズン（トルコ産）､なたね油､
酵母､食塩（シママース）､もち玄米粉（秋田産）

5本 ¥464 (430) 100●入数

オーサワのレーズンビスケット3242

国内産小麦粉使用
ごまの風味が香ばしい　
砂糖・卵・乳製品不使用
■自家製天然酵母使用
■しっかりとした歯ごたえ

417kcal/100g

常温で6ヶ月
小麦粉（北海道産）､胡麻（ボリビア･パラグアイ産他）､
なたね油､酵母､醤油、食塩（シママース）

5本 ¥410 (380) 100●入数

オーサワのごまビスケット 3243

国内産小麦粉使用
アーモンドの豊かな風味
砂糖・卵・乳製品不使用
■自家製天然酵母使用
■しっかりとした歯ごたえ

419kcal/100g

常温で6ヶ月
小麦粉（北海道産）､アーモンド（アメリカ産）､麦芽水飴､
なたね油､酵母､食塩（シママース）

5枚 ¥680 (630) 60●入数

オーサワのアーモンドビスケット

0743

国内産小麦粉使用
アーモンドの豊かな風味　
砂糖・卵・乳製品不使用
■CCOF認定アーモンド使用
■粒よりアーモンドをサクッと香ばしい生地で包んだ

382kcal/袋

常温で6ヶ月
アーモンド（アメリカ産）､もち米粉（国内産）､麦芽水飴､小麦粉（岩手産）､食塩（天塩）

80g 70¥421 (390) ●入数

アーモンドソフト0742

国内産小麦粉使用
レーズンの自然な甘み　
砂糖・卵・乳製品不使用
■FVO認定レーズン使用
■レーズンをサクッと香ばしい生地で包んだ

303kcal/袋

常温で6ヶ月
レーズン（アメリカ産）､もち米粉（国内産）､麦芽水飴､小麦粉（岩手産）､食塩（天塩）

80g 70¥302 (280) ●入数

レーズンソフト

6352

国内産小麦粉使用　
ほんのりとした甘さと塩麹の風味　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油・豆乳使用

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）、有機パーム油（コロンビア産）、粗糖

（鹿児島産）、有機豆乳、塩麹、なたね油

40g ¥205 (190) 150●入数

塩麹クッキー6387

国内産小麦粉使用　
チアシードといちじくの
ぷちぷちとした食感　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油・チアシード・
いちじく使用

196kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（国内産）、てんさい含蜜糖、有機パーム油（コロンビア産）、有機チアシード（ボリビア・アル
ゼンチン・メキシコ・エクアドル産）、小麦全粒粉（国内産）、なたね油、有機いちじく（アメリカ産）

40g ¥306 (284) 120●入数

チアシード&いちじくクッキー 1278

国内産小麦粉使用
アマニのぷちぷちとした食感
卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用

204kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（国内産）､有機パーム油（コロンビア産）､粗糖（鹿児島産）､アマニ（北海道・カナダ産）､なたね油､玄米ポップ（国内産）､十穀（胚芽
押し麦･黒米･米粒麦･発芽玄米･もち米･もちきび･もちあわ･もち赤米･はと麦･うるちひえ：国内産）､シナモン（スリランカ･ベトナム産他）

40g ¥306 (284) 120●入数

アマニ&十穀クッキー

6384

国内産小麦全粒粉使用　
ザクザクとした食感で食べごたえがある
砂糖・卵・乳製品不使用
■国内産小麦粉・小麦全粒粉、有機レーズン使用
■有機レーズンの自然な甘み

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）、有機レーズン（アメリカ・トルコ産）、なたね油、小麦全粒粉（埼玉産）、
食塩（青い海）

オーサワの全粒粉ビスケット（レーズン入り）

40g ¥216 (200) 150●入数
184kcal/袋

6262

食物繊維豊富なビスケット
ほんのり甘く香ばしい　卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用
■寒天、ひじき、おから入りで食物繊維が豊富

（1袋当たり1.4g）
■国内産黒大豆から抽出した発芽エキス配合
■しっかりとした歯ごたえ

常温で1年4ヶ月
小麦粉（国内産）､有機パーム油（コロンビア産）､有機黒糖（コスタリカ産）､白胡麻（パラグアイ産）､発芽黒大豆抽出エキス･粉末昆布

（北海道産）､食塩（佐賀産）､おから（カナダ産）､寒天（南米･地中海沿岸産他）､粉末ひじき（国内産）､天然重曹（中国内モンゴル産）

3枚（約40g）×6袋入 ¥1,007 (933) 30●入数

SOY PLUS 寿元ビスケット
ソ イ プ ラ ス 　 　 　  じ ゅ げ ん

178kcal/袋

3211

石川産米粉使用　メープルのやさしい甘み
サックリとした食感　卵・乳製品不使用　
小麦不使用
■「オーサワの有機メープルシロップ」使用

常温で6ヶ月
米粉（石川産）、なたね油（オーストラリア産）、有機メープルシロップ（カナダ産）、アーモンド
パウダー（アメリカ産）、てんさい含蜜糖（北海道産）、食塩（珠洲の塩）

米粉クッキー プレーン

60g 40¥388 (360) ●入数
308kcal/袋

3212

石川産米粉使用　キャロブとココアの豊かな風味
サックリとした食感　卵・乳製品不使用　
小麦不使用
■「オーサワの有機メープルシロップ」使用 

常温で6ヶ月
米粉（石川産）、有機メープルシロップ（カナダ産）、なたね油（オーストラリア産）、アーモンドパウダー（アメリカ産）、
てんさい含蜜糖（北海道産）、有機キャロブパウダー（イタリア産）、ココアパウダー（オランダ産）、食塩（珠洲の塩）

米粉クッキー キャロブ＆ココア

60g 40¥388 (360) ●入数
306kcal/袋

食物繊維豊富なビスケット　
卵・乳製品不使用　
ココアのほのかな風味

SOY PLUS 寿元ビスケット（ココア味）6321
3枚

（約40g）
×6袋

30¥1,080
(1,000)

小麦粉（国内産）、有機パーム油（コロンビア産）、有機黒糖（コスタリカ産）、有機
ココアパウダー（オランダ産）、有機ココナッツフレーク（スリランカ産）、昆布（国
内産）、発芽黒大豆抽出エキス（国内産）、食塩（佐賀産）、おから（カナダ産）、寒天

（南米・地中海沿岸産他）、粉末ひじき（国内産）、天然重曹（中国内モンゴル産）

常温で
1年4ヶ月

ソイプラス   じゅげん

1297

国内産小麦粉使用
玄米粉のコクのある旨み　
卵・乳製品不使用
■国内産玄米粉使用
■有機パーム油使用

501kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､有機パーム油（コロンビア産）､粗糖

（鹿児島産）､玄米粉（国内産）､なたね油､黒糖（沖縄産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキー玄米 1298

国内産小麦粉使用
たんぽぽのほろ苦さと甘み　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用

493kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､粗糖（鹿児島産）､有機パーム油（コロン
ビア産）､黒糖（沖縄産）､なたね油､たんぽぽの根（中国産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキーたんぽぽ 1299

国内産小麦粉使用
有機かぼちゃの甘みと旨み　
卵・乳製品不使用
■北海道産有機かぼちゃを
贅沢に使用
■有機パーム油使用

505kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､有機パーム油（コロンビア産）､有機かぼちゃ

（北海道産）､粗糖（鹿児島産）､なたね油､食塩（青い海）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキーかぼちゃ

1300

国内産小麦粉使用
有機アールグレイの芳醇な香り　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用

507kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､粗糖（鹿児島産）､有機パーム油（コロン
ビア産）､なたね油､有機アールグレイ（スリランカ産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキーアールグレイ 1277

国内産小麦粉使用
有機コーヒーの
ほのかな苦みと香り　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用

498kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､粗糖（鹿児島産）､有機パーム油（コロン
ビア産）､なたね油､有機コーヒー（コロンビア産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキー珈琲1276

国内産小麦粉使用
野菜のおいしさが味わえる　
卵・乳製品不使用
■北海道産有機かぼちゃ・
有機にんじん、
国内産たまねぎ使用
■有機パーム油使用

487kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）､有機パーム油（コロンビア産）､粗糖（鹿児島産）､有機かぼちゃ

（北海道産）､有機にんじん（北海道産）､食塩（青い海）､ドライたまねぎ（国内産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキー野菜ミックス

6313

国内産小麦粉使用　
爽やかな生姜の風味、
すっきりとした甘さ　
卵・乳製品不使用
■国内産生姜を皮ごと使用
■有機パーム油使用

512kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）、有機パーム油（コロンビア産）、粗糖

（鹿児島産）、生姜（熊本産）、なたね油、食塩（青い海）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキーしょうが 6314

国内産小麦粉使用　
有機アーモンドの
香ばしい風味　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油使用

518kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）、粗糖（鹿児島産）、有機パーム油（コロンビア産）、
なたね油、有機アーモンド（スペイン産）、食塩（青い海）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキーアーモンド 6315

国内産小麦粉使用　
バナナの甘い香りと
やわらかな黒糖の風味　
卵・乳製品不使用
■有機パーム油・
ドライバナナ使用

483kcal/袋

常温で4ヶ月
小麦粉（埼玉産）、粗糖（鹿児島産）、有機パーム油（コロンビア産）、
有機ドライバナナ（コロンビア産）、なたね油、黒糖（沖縄産）

100g 50¥432 (400) ●入数

ナチュラルクッキー黒糖バナナ
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3265

沖縄産黒糖、北海道産小麦使用
ふっくらサクッと軽い食感
■国内産原料100%

220kcal/袋

常温で3ヶ月
黒糖（沖縄産）､グルテン･小麦粉（北海道産）

11個入 20¥259 (240) ●入数

ふがし3246

有機小麦粉・豆乳使用　
しっとりとした食感とやさしい風味　
卵・乳製品不使用
■1つ1つ丁寧に焼き上げた
■朝食やおやつとして

約170kcal/個

常温で3ヶ月
有機小麦粉（カナダ産）、有機豆乳[有機大豆（カナダ・アメリカ産）]、有機砂糖（ブラジル産）、
なたね油（カナダ・アメリカ産）、はちみつ（メキシコ産）、パン酵母（フランス産）、食塩（フランス産）

1個 50¥226 (210) ●入数

ワッフル 3296

カリっとした食感としっかりとした塩味　
砂糖・乳製品不使用
■プレッツェル発祥の地である
ドイツ・シュヴァーベン地方風の
クリスピーなプレッツェル　
■小さめサイズで食べやすい　
■おやつやおつまみなどに

396kcal/袋

常温で1年3ヶ月
有機小麦粉（ドイツ産）､食塩（ドイツ産）、有機加工油脂

（南米産）､酵母（ドイツ産）､有機麦芽（ドイツ産）

175g 20¥378 (350) ●入数

オーガニック クヌスパリ プレッツェル

6349

有機小麦粉使用　
有機レーズンの自然な甘み　
砂糖・乳製品不使用

290kcal/袋

常温で6ヶ月
有機小麦粉（アメリカ・カナダ産）、有機パーム油（コロンビア産）、有機レーズン（アメリカ産）、
食塩（天塩）

60g ¥399 (370) 12●入数

オーサワのレーズンパイ

■有機パーム油使用　
■サックリとした食感　
■ひとくちサイズで食べやすい

35●入数

3327

国内産小麦全粒粉・玄米粉使用
砂糖不使用
サクッと軽い口当たり、程よい塩味
■圧搾法なたね油使用
■白神こだま酵母使用

355kcal/袋

常温で3ヶ月
小麦粉（国内産）､なたね油､小麦全粒粉･玄米粉（国内産）､白胡麻（グアテマラ産）､酵母､食塩

（シママース）

70g ¥259 (240)

オーサワの玄米かりんとう（塩味）3247

北海道産小麦粉使用　
ほんのり酒粕香るチーズ風味
■なたね油使用
■純米酒の酒粕使用
■カリカリとした食感
■ピリッと黒こしょうをきかせた味わい
■おやつやおつまみとして

144kcal/袋

常温で2ヶ月
小麦粉（北海道産）、酒粕、なたね油、食塩（鳴門の藻塩）、黒こしょう（マレーシア産他）

35g ¥340 (315) 30●入数

オーサワの酒粕クラッカー（チーズ風味）3252

国内産小麦粉・玄米粉使用　
サクサクッと軽く香ばしい　メープルのほのかな甘み　
砂糖・卵・乳製品不使用
■食べやすいひとくちサイズのぼうろクッキー
■有機パーム油使用

常温で7ヶ月
小麦粉（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、玄米粉（秋田産）、有機パーム油（コロン
ビア産）、天然重曹

オーサワのサクサクぼうろ メープル

55g 35¥399 (370) ●入数

3238

有機小麦粉使用　
有機りんごの自然な甘酸っぱさ　
砂糖・乳製品不使用
■有機パーム油使用
■サックリとした食感
■ひとくちサイズで食べやすい

常温で6ヶ月
有機小麦粉（アメリカ・カナダ産）、有機パーム油（コロンビア産）、有機ドライアップル

（アルゼンチン産）、食塩（天塩）

オーサワのアップルパイ

45g 12¥399 (370) ●入数

212kcal/袋

230kcal/袋

6239

岩手産小麦粉・小麦全粒粉使用　
炒め玉ねぎの風味とこしょうの絶妙な味わい　
砂糖・卵・乳製品不使用
■高知産玉ねぎ使用
■ポリポリ、サクサクとした食感
■おやつやおつまみとして

常温で2ヶ月
小麦粉・小麦全粒粉（岩手産）、なたね油、玉ねぎ（高知産）、黒こしょう（マレーシア産）、食塩

（中国内モンゴル産）、ベーキングパウダー（アルミニウム不使用）

オーサワのポリポリスティック（オニオン&ペッパー）

50g 30¥388 (360) ●入数

6240

岩手産小麦粉・小麦全粒粉使用　
程よい塩味と豊かなローズマリーの香り　
砂糖・卵・乳製品不使用
■高知産ローズマリー使用
■ポリポリ、サクサクとした食感
■おやつやおつまみとして

常温で2ヶ月
小麦粉・小麦全粒粉（岩手産）、なたね油、ローズマリー（高知産）、食塩（中国内モンゴル産）、
ベーキングパウダー（アルミニウム不使用）

オーサワのポリポリスティック（ローズマリー&ソルト）

50g 30¥388 (360) ●入数

230kcal/袋 233kcal/袋

3237

有機小麦100%使用　
サクサクとした食感　
粟パフ入り　
卵・乳製品不使用
■かわいらしい星形ビスケット

441kcal/100g

常温で1年
有機小麦（イタリア産）、有機甘藷糖（ブラジル産）、有機食用オリーブ油

（イタリア産）、有機あわ（ポーランド産）、有機バニラパウダー、膨張剤（重曹）

120g ¥432 (400) 12●入数

ステラ&ステロ 
有機小麦のあわ入りビスケット3235

有機小麦100%使用　
サクサクとした食感　
りんごとにんじんのやさしい甘み　
卵・乳製品不使用
■かわいらしい星形ビスケット

446kcal/100g

常温で1年
有機小麦（イタリア産）、有機甘蔗糖（ブラジル産）、有機食用オリーブ油（イタリア産）、有機アップルピューレ

（イタリア産）、有機アップルジュース（トルコ産）、有機にんじん（イタリア産）、有機バニラパウダー、膨張剤（重曹）

120g ¥432 (400) 12●入数

ステラ&ステロ 
有機小麦のビスケット アップル&キャロット 3236

有機小麦100%使用　
サクサクとした食感　
香り高いココア風味　
卵・乳製品不使用
■かわいらしい星形ビスケット

449kcal/100g

常温で1年
有機小麦（イタリア産）、有機甘蔗糖（ブラジル産）、有機食用オリーブ油

（イタリア産）、有機ココア（ブラジル産）、有機バニラパウダー、膨張剤（重曹）

120g ¥432 (400) 12●入数

ステラ&ステロ 
有機小麦のビスケット ココア風味

3210

国内産小麦粉使用　
甘酒のやさしい甘みとほろりとした食感
卵・乳製品不使用 
■「オーサワの有機玄米甘酒(なめらか)」使用

常温で6ヶ月
小麦粉（北海道産）、なたね油（オーストラリア産）、有機玄米甘酒（オーサワの有機玄米甘酒）、
有機アガベシロップ（メキシコ産）、てんさい含蜜糖（北海道産）、食塩（珠洲の塩） 

玄米甘酒ボウロ

10個 40¥307 (285) ●入数

184kcal/袋

3230 3231

岩手産南部地粉使用　
香り高いごまの風味　
歯ごたえのある昔ながらの味

岩手産南部地粉使用　
ピーナッツのコクのある甘みと香ばしさ　
歯ごたえのある昔ながらの味

■砂糖・膨張剤不使用 ■砂糖・膨張剤不使用

常温で3ヶ月 常温で3ヶ月
小麦（岩手産）、黒胡麻（中国産）、食塩（伯方の塩） 小麦（岩手産）、落花生（中国産）、食塩（伯方の塩）

オーサワの南部せんべい（ごま） オーサワの南部せんべい（ピーナッツ）

8枚 48¥432 (400) ●入数 8枚 48¥432 (400) ●入数

455kcal/100g 463kcal/100g



菓 子類 菓子類

86 87

6347

国内産うるち米100%使用　
旨みが凝縮された藻塩の風味と軽い食感
■浜御塩の藻塩で味付け
■無選別（割れ入り）　
■砂糖・化学調味料不使用

常温で4ヶ月
うるち米（国内産）､なたねサラダ油､藻塩（長崎産）

藻塩サラダせんべい

6376

島根産玄米100%使用　
玄米の旨みと程よい塩味　
サクサクした食感
■もち米栽培から
おかき加工まで一貫製造
■砂糖・化学調味料不使用

常温で5ヶ月
玄米もち（島根産）、なたね油、食塩（青い海）

88g ¥378 (350) 24●入数

100g ¥486 (450) 25●入数

昔づくり玄米おかき（いづも美人）

484kcal/100g

6257

新潟県魚沼産「こがねもち」100%使用　
サクサクとした食感　米そのものの甘みと旨み
■砂糖・化学調味料不使用

常温で4ヶ月
もち米（新潟産）、食塩（アルゼンチン産）

80g 12¥432 (400) ●入数

魚沼あられ素焼
す や き

3334

国内産有機玄米100%使用
白ごまの風味豊かで、サクッとした食感
■有機白ごまたっぷり
■有機たまり醤油で味付け
■砂糖・化学調味料不使用

256kcal/袋

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）､有機白胡麻（エチオピア産他）､
有機醤油

60g 20¥288 (267) ●入数

オーサワの有機玄米白胡麻せんべい3333

国内産有機玄米100%使用
黒ごまの香り高く、サクッとした食感
■有機黒ごまたっぷり
■有機たまり醤油で味付け
■砂糖・化学調味料不使用

263kcal/袋

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）､有機黒胡麻（ボリビア・パラグアイ産他）､
有機醤油

60g 20¥288 (267) ●入数

オーサワの有機玄米黒胡麻せんべい 3260

国内産有機玄米100%使用
素朴な風味と軽い口当たり
■ひとくちサイズ
■砂糖・化学調味料不使用

120kcal/袋

常温で4ヶ月
有機玄米（国内産）､有機黒胡麻（ボリビア・パラグアイ産他）､
食塩（海の精）

30g 20¥129 (120) ●入数

有機玄米セラピー素焼き

3261

国内産有機玄米100%使用
ほんのり塩味
■ひとくちサイズ
■砂糖・化学調味料不使用

124kcal/袋

常温で4ヶ月
有機玄米（国内産）､有機黒胡麻（ボリビア・パラグアイ産他）､
米油､胡麻油､食塩（海の精）

30g 20¥129 (120) ●入数

有機玄米セラピーうす塩味 3262

国内産有機玄米100%使用
香ばしいたまり醤油味
■ひとくちサイズ
■砂糖・化学調味料不使用

111kcal/袋

常温で4ヶ月
有機玄米（国内産）､有機醤油､有機黒胡麻（ボリビア・
パラグアイ産他）､米油､胡麻油

30g 20¥129 (120) ●入数

有機玄米セラピーたまり醤油味

1303

国内産うるち米100%使用
香ばしい醤油味
■醤油ベースの
秘伝のたれで味付け
■砂糖・化学調味料不使用

常温で4ヶ月
うるち米（国内産）､醤油､麦芽糖､馬鈴薯でん粉（北海道産）

9枚 12¥367 (340) ●入数

直火焼きせんべい

1306

玄米、はと麦、ひえ、アマランサス、ごま入り
香ばしくあっさりとした塩味
■国内産玄米使用
■五穀の味わいを楽しめる 
■砂糖・化学調味料不使用

常温で3ヶ月
玄米（国内産）､はと麦･ひえ（岩手県）､有機アマランサス（中南米産）､
胡麻（パラグアイ･ボリビア産）､なたね油､胡麻油､食塩（赤穂の塩）

100g 20¥356 (330) ●入数

自然風味の五穀せんべい

1304

国内産農薬不使用うるち米100%使用
香ばしい醤油味
■醤油ベースの
秘伝のたれで味付け
■小さめの丸型せんべい
■砂糖・化学調味料不使用

常温で4ヶ月
うるち米（国内産）､醤油､玄米水飴､馬鈴薯でん粉

（北海道産）

110g 24¥378 (350) ●入数

みちのくせんべい （小丸） しょうゆ

1296

国内産うるち米100%使用
辛みがきいたおとなの味
■無選別（割れ入り）
■化学調味料不使用

常温で5ヶ月
うるち米（国内産）､醤油（国内産）､粗糖（さとうきびの詩）､なたねサラダ油､
黒こしょう（マレーシア産）､発酵調味料（発酵酒みりん）､食塩（天塩）､鰹だし

（国内産）､昆布エキス（国内産）､馬鈴薯でん粉（北海道産）

100g 20¥378 (350) ●入数

黒こしょうせんべい0704

国内産有機玄米100%使用　
玄米そのものの自然な甘み　ごま油の香り高い
■手軽に玄米食を取り入れられる
■1袋でお茶椀半分の玄米ごはんの量に相当
■伝統海塩「海の精」使用

120kcal/袋

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）、黒胡麻（ミャンマー・ボリビア産他）、胡麻油、食塩（海の精）

30g 20¥237 (220) ●入数

オーサワの玄米せんべい（うす塩味） 0705

国内産有機玄米100%使用　
玄米そのものの自然な甘み　醤油の香ばしい風味
■手軽に玄米食を取り入れられる
■1袋でお茶椀半分の玄米ごはんの量に相当

127kcal/袋

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）、醤油、黒胡麻（ミャンマー・ボリビア産他）

30g 20¥237 (220) ●入数

オーサワの玄米せんべい（しょうゆ味）

0753

国内産有機玄米100%使用
軽い食感と程よい塩味
■香ばしい味わい
■お湯を注いで玄米粥にも
■離乳食や介護食にも
■砂糖不使用
■個包装

36kcal/枚

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）､食塩（シママース）

8枚 ¥378 (350) 12●入数

オーサワの玄米ポンセン 0754

国内産有機玄米100%使用
軽い食感と黒豆の香ばしさ
■香ばしい味わい
■お湯を注いで玄米粥にも
■離乳食や介護食にも
■砂糖不使用
■個包装

36kcal/枚

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）､黒豆（国内産）､食塩（シママース）

8枚 ¥378 (350) 12●入数

オーサワの玄米ポンセン（黒豆入り）

0766

国内産有機玄米100%使用
ポリポリした食感で香ばしい
■炒り上げた玄米を
醤油で味付けした
■携帯食、非常食にも
■砂糖不使用

478kcal/袋

常温で1年
有機玄米（国内産）､醤油（本造りしょうゆ）

120g 100¥432 (400) ●入数

オーサワの炒玄米 1211

国内産有機玄米、岩手産雑穀使用
香ばしくサクッとした食感
■ひとくちサイズ　
■砂糖不使用
■個包装

常温で6ヶ月
有機玄米（宮城・秋田・岩手産）､大麦･もちあわ･白ひえ･
アマランサス（岩手産）､食塩（海の精）

24枚（2枚×12袋） 30●入数

玄米五穀ぽんせん（塩味）

¥302 (280)

3319

国内産有機玄米100%使用
香ばしく、程よい甘み
■昔ながらのポン菓子

常温で6ヶ月
有機玄米（国内産）､粗糖（鹿児島産）､食塩（シママース）

50g 12¥216 (200) ●入数

玄米ポン

3232

国内産うるち米100%使用　
甘辛い醤油味　サクっと軽い食感
■小豆島でつくられた島醤油使用
■甘めの醤油で味付け、
さっぱりとした後味

291kcal/袋

常温4ヶ月
うるち米（国内産）、醤油、てんさい糖（北海道産）、水あめ（国内・
カナダ産）、昆布（北海道産）、鰹節（鹿児島産）、寒天（国内産）

80g 12¥286 (265) ●入数

島醤油煎餅

3234

岡山産もち玄米100%使用　
玄米の豊かな風味、つぶつぶとした食感　
ほんのり塩味
■伝統海塩「海の精」で味付け
■食べやすいひとくちサイズ

常温4ヶ月
もち玄米（岡山産）、食塩（海の精）

50g 12¥286 (265) ●入数

玄米塩おかき 3233

岡山産もち玄米100%使用　
削り節と昆布の旨み、香ばしい醤油味　
玄米のつぶつぶとした食感
■国内産丸大豆をつかった
本醸造醤油使用
■食べやすいひとくちサイズ

常温4ヶ月
もち玄米（岡山産）、醤油、てんさい糖（北海道産）、昆布（北海道産）、
削り節（いわし節、うるめ節）、発酵調味料、食塩（海の精）

50g 12¥286 (265) ●入数

玄米醤油おかき
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3317

国内産農薬不使用とうもろこし100%使用
うす塩味で軽い食感
■沖縄の塩で味付け

常温で4ヶ月
とうもろこし（国内産）､なたね油､食塩（シママース）

60g 12¥216 (200) ●入数

ポップコーン塩味

6358

北海道産じゃがいも使用　
サクッとしたソフトせんべい風　
あおさの香りとほのかな塩味
■国内産あおさのり入り　
■砂糖不使用　
■2枚入り個包装

常温で6ヶ月
馬鈴薯でん粉・マッシュポテト（北海道産）、あおさ（国内産）、
食塩（伯方の塩）

12枚入（2枚×6袋） 30¥313 (290) ●入数

じゃがいもぽん

19.1kcal/枚

6359

鹿児島産さつまいも使用　
サクッとしたソフトせんべい風　
さつまいもの自然な甘み
■黒ごま入り　
■砂糖不使用　
■2枚入り個包装

20kcal/枚

常温で6ヶ月
甘藷でん粉・さつまいもの粉（鹿児島産）、黒胡麻（タイ・
ミャンマー産）、食塩（伯方の塩）

12枚入（2枚×6袋） 30¥313 (290) ●入数

さつまいもぽん 6288

北海道産小豆100%使用　
小豆と食塩だけでつくった軽いスナック　
小豆の風味、程よい塩味
■香ばしい味わい
■砂糖不使用
■ノンフライ

常温で6ヶ月
小豆（北海道産）、食塩（伯方の塩焼塩）

20g 20¥216 (200) ●入数

小豆チップス

73kcal/袋

3318

国内産農薬不使用とうもろこし100%使用
程よい甘さで軽い食感
■国内産粗糖をからめて、
程よい甘さに仕上げた

常温で6ヶ月
とうもろこし（国内産）､粗糖（国内産）､食塩（シママース）

60g 12¥216 (200) ●入数

ポップコーン甘味
あ ま あ じ

6348

島根産有機とうもろこし100%
フライパンで炒るだけで
香り高いポップコーン
■品種：イエローポップ

常温で6ヶ月
有機とうもろこし（島根産）

100g 50¥399 (370) ●入数

有機ポップコーン（乾燥）

0774

北海道産とうもろこし100%
甘くサクサクとした食感
■ノンフライ
■フリーズドライ製法
■砂糖不使用

常温で1年
とうもろこし（北海道産）

15g 60¥248 (230) ●入数

とうきびスナック

3350

国内産ちりめん100%
軽い歯ざわり
■薄く花びらのように焼き上げた
■油脂・化学調味料不使用
■おやつやおつまみに

36kcal/カップ

常温で6ヶ月

10g 10¥410 (380) ●入数

そのまんまちりめん

ちりめん（瀬戸内海･九州産）

6331

日高産天然みついし昆布100%　
昆布のやさしい旨みと甘み
■1等昆布使用
■天日乾燥
■食べやすいひとくちタイプ
■調味料不使用
■おやつやおつまみに

常温で1年
昆布（北海道産）

10g 600¥194 (180) ●入数

オーサワのおやつ昆布

6319

北海道函館産真昆布使用　
程よい酸味と凝縮された昆布の旨み
■米酢は富士酢を使用
■米酢に浸けて約2ヶ月熟成
■砂糖・化学調味料不使用

常温で8ヶ月
真昆布（北海道産）、米酢（京都産）

12g ¥226 (210) 50●入数

酢昆布

3278

北海道産光黒大豆100%使用
ゆでたて新鮮パック
黒豆本来の風味とあっさり塩味
■食べ切りサイズ
■おやつや料理などにも

91kcal/袋

常温で10ヶ月
黒大豆（北海道産）､食塩（伯方の塩）

50g 80¥162 (150) ●入数

北海道産塩ゆで黒豆 3267

北海道産黒豆100%　
香ばしく黒豆本来の甘み
■北海道産黒豆を素焼き
■食塩不使用

252kcal/袋

常温で6ヶ月
黒豆（北海道産）

60g 30¥259 (240) ●入数

北海道産黒煎り豆

9080

有機じゃがいもを皮ごとスライス
サクサクと軽い口当たり　じゃがいも本来の美味しさが味わえる
■揚げ油はトランス脂肪酸を含まない有機パーム油使用
■30gの食べきりサイズ
■化学調味料不使用
■グルテンフリー

常温で6ヶ月
有機じゃがいも（オーストラリア産）、有機パーム油（コロンビア産）、食塩（オーストラリア産）

オーガニックポテトチップス（うすしお味）

30g 24¥453 (420) ●入数

0788

穀物と3種のスプラウトをベースにつくった
ノンフライチップス　
程よい塩味と穀物の旨み
■グルテンフリー

常温で1年
穀物種子混合品［有機白トウモロコシ・スプラウト紫トウモロコシ・スプラウトモロコシ・キビ・玄米（アメリカ産）、
有機チア（ボリビア産）、有機スプラウトアマランサス・ニンジン繊維（アメリカ産）］、有機調合油［有機ヒマワリ油・
ベニバナ油・赤パーム油（アメリカ産）］、食塩（アメリカ産）、イヌリン・乳酸菌（アメリカ産）

142g 12¥626 (580) ●入数

オーガニックトルティーアチップス
（スプラウト）

478kcal/100g

0779

5種の穀物をベースにつくった
ノンフライチップス　
程よい塩味とぷちぷちとした
チアシードの食感
■グルテンフリー

478kcal/100g

常温で1年
穀物種子混合品[有機とうもろこし・玄米・キビ（アメリカ産）、有機キヌア（ボリビア産）、
有機アマランス（アメリカ産）]、有機調合油[有機ヒマワリ油・ベニバナ油（アメリカ産）]、
有機チアシード（パラグアイ・メキシコ・アルゼンチン・ペルー産）、食塩（アメリカ産）

142g 12¥626 (580) ●入数

オーガニック トルティーアチップス
（チアシードミックス） 0780

5種の穀物をベースにつくった
ノンフライチップス　
程よい塩味と
ほのかなケールの風味
■グルテンフリー

常温で1年
穀物種子混合品[有機とうもろこし・玄米・キビ（アメリカ産）、有機キヌア

（ボリビア産）、有機アマランス（アメリカ産）]、有機調合油[有機ヒマワリ油・
ベニバナ油（アメリカ産）]、有機ケール・ごま（アメリカ産）、食塩（アメリカ産）

142g 12¥626 (580) ●入数

オーガニック トルティーアチップス
（ケールミックス）

474kcal/100g

156kcal/袋

有機JAS認定のポテトチップスです。
サクサクとした軽い口当たりで、化学
調味料不使用なのでじゃがいも
本来の美味しさが味わえます。

0790

国産大豆100%
大粒で香り豊か
■皮が薄く食べやすい
■品種：大鶴大豆

常温で6ヶ月
大豆（国内産）

100g
■1月数量限定品

30¥172 (160) ●入数

鬼打豆

3229

国内産有機もち米使用　
しょう油味の関西風　合成着色料不使用
■醤油、刻み海苔、青のり、
白醤油、4つの味の関西風
■ひな祭りのお祝いに

常温で160日
有機もち米（国内産）、有機醤油、有機白醤油、有機砂糖

（ブラジル産）、みりん、海苔、アオサ、昆布、かつお節

55g
■2月数量限定品

20¥388 (360) ●入数

ひなあられ（関西風）3228

国内産有機もち米使用
合成着色料不使用
■抹茶（緑色）、有機砂糖（乳白色）、
紫芋（桃色）、醤油（茶色）と
多彩で自然な味わいを楽しめる
■ひな祭りのお祝いに

常温で160日
有機もち米（国内産）､有機砂糖（ブラジル産）､紫芋飲料（米麹、紫芋）､
有機醤油､有機抹茶､昆布､みりん､かつお節、食塩、クエン酸

60g
■2月数量限定品

20¥388 (360) ●入数

ひなあられ（関東風） 3324

北海道産大豆100％
豆まきに便利なテトラパック入り
香り豊かで甘みがある
■かわいい4色の鬼の絵の
テトラパック包装（12〜13包入り）
■テトラパックごと撒けば、
部屋を汚さずに豆まきができる

常温で6ヶ月
大豆（北海道産）

112g（個包装込）
■1月数量限定品

12¥264 (245) ●入数

北海道産大豆節分福豆（テトラパック入）

贅沢に1等昆布をそのまま食べられるよう
にカットしました。そのまま食べても良い
ですがトースターで焼くと風味が増し
パリパリした食感がとても美味しいです。

63kcal/袋
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6191

国内産原料100%　国内産なたね油使用
パリパリとした食感とさつまいもの甘み
■甘さ控えめ、
さつまいも本来の旨みと甘み
■スライスチップスタイプ

325kcal/袋

常温で4ヶ月
さつまいも（国内産）､粗糖（種子島産）､なたね油（国内産）

80g 20¥356 (330) ●入数

芋せん（名月） 6192

国内産原料100%　国内産なたね油使用
ポリポリとした食感とさつまいもの甘み
■甘さ控えめ、
さつまいも本来の旨みと甘み
■千切りタイプ

325kcal/袋

常温で4ヶ月
さつまいも（国内産）､粗糖（種子島産）､なたね油（国内産）

80g 20¥356 (330) ●入数

芋せん（千本）
6178

北海道産小豆100%使用　砂糖不使用　
上品でやさしい甘さ
■甘みには麦芽水あめとアガベシロップを使用
■そのままあんとして使うほか、お菓子やパン作りにも
■おはぎ、ぜんざい、おしるこなどにも

常温で6ヶ月
小豆（北海道産）、麦芽水あめ、有機アガベシロップ（メキシコ産）、食塩（オーストラリア産）

オーサワのつぶしあん

350g ¥464 (430) 30●入数

254kcal/100g

1225

茨城産特別栽培さつまいも100%　
柔らかな甘み、ねっとりとした食感
■品種：玉豊、玉乙女　
■天日干し

常温で6ヶ月
さつまいも（茨城産）

■1月〜数量限定品
120g 100¥680 (630) ●入数

オーサワの天日干し 干しいも0777

有機栗100%　しっとりとした食感
■大きめの粒
■むき栗なので、
手軽にそのまま食べられる
■粒が揃っている
■甘味料不使用

141kcal/袋

常温で1年
有機栗（中国河北省産）

80g 20¥313 (290) ●入数

有機あまぐり（むき栗）

6179

有機栗100%　ホクホクとした食感
■熟成糖化させて甘い栗に仕上げた
■むき栗なので手軽に
そのまま食べられる
■粒が揃っている
■甘味料不使用

214kcal/袋

常温で1年

有機栗（中国河北省産）

120g 20¥378 (350) ●入数

有機むき栗 熟6388

有機栗100%　ホクホクとした食感
切れ目がついて殻がむきやすい
■渋皮を残してあるので栗本来の旨みがいきている
■粒が揃っている
■甘味料不使用
■そのまま、または湯煎で温めても

244kcal/袋

常温で9ヶ月

有機栗（中国河北省産）

125g 20¥378 (350) ●入数

有機楽笑栗
らくしょうぐり

3365

北海道産小豆100%使用　砂糖不使用　
小豆の上品な風味と、米飴のやさしい甘さ
■北海道産小豆を使用した練りようかん
■滑らかな口当たり
■伝統海塩「海の精」使用

常温で10ヶ月
米飴､生餡［小豆（北海道産）］､寒天､食塩（海の精）

280g 50¥1,512 (1,400) ●入数

オーサワの小豆羊羹

283kcal/100g268kcal/100g

3331

北海道産白いんげん豆100%使用　砂糖不使用　
程よい塩味と米飴のやさしい甘さ
■北海道産白いんげん豆を使用した練りようかん
■滑らかな口当たり
■伝統海塩「海の精」使用

常温で10ヶ月
米飴､生餡［大手亡豆（北海道産）］､寒天､食塩（海の精）

280g 50¥1,512 (1,400) ●入数

オーサワの塩羊羹

6294

北海道産小豆100%使用　砂糖不使用　
上品な小豆の風味とすっきりとした甘み
■北海道産小豆を使用した練りようかん
■滑らかな口当たり
■食べ切りサイズ

158kcal/本

常温で1年
米飴（国内産）、生餡［小豆（北海道産）］、寒天（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

1本 ¥226 (210) 20●ボール入数

オーサワのひとくち小豆ようかん

200●入数
※ボール入数20個入りのイメージです

6295

徳島産鳴門金時100%使用　砂糖不使用　
さつまいもの豊かな風味とすっきりとした甘み
■徳島産鳴門金時を使用した練りようかん
■滑らかな口当たり
■食べ切りサイズ

常温で1年
米飴（国内産）、さつまいもペースト（徳島産）、寒天（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

オーサワのひとくち芋ようかん

1本 ¥226 (210) 20●ボール入数
150kcal/本

※ボール入数20個入りのイメージです
200●入数

6156

北海道産小豆100%使用　砂糖不使用　
程よい塩味とすっきりとした甘み

常温で1年
麦芽飴（国内産）、生餡［小豆（北海道産）]、寒天（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

オーサワのひとくち塩ようかん

■北海道産小豆を使用した練りようかん
■「石垣の塩」使用
■滑らかな口当たり
■食べ切りサイズ

161kcal/本
1本 ¥226 (210) 20●ボール入数

200●入数
※ボール入数20個入りのイメージです

山梨産農薬・化学肥料不使用さつまいも使用　
甘みが強く、ねっとりとした食感
■品種：べにはるか　
■食べ切りサイズの個包装

No.0770・No.0771：常温で6ヶ月／No.0772：常温で5ヶ月
さつまいも（山梨産）

オーサワの干しいも（べにはるか）

■1月〜数量限定品

0771 175g（35g×5袋） ¥756 (700) 50●入数（5袋入）
0772 120g ¥432 (400) 50●入数（お徳用）

0770 0771 0772

0770 35g ¥162 (150) 240●入数（1袋）

6263

熊本産農薬・化学肥料不使用菊芋100%　
焙煎した菊芋の香ばしくほのかな甘み
■食感よく、素材そのもののほろ苦さが楽しめる
■菊芋はキク科の野菜で、
食物繊維が豊富
■そのまま食べるほか、
サラダやアイスのトッピングなどにも

74kcal/袋

常温で10ヶ月
菊芋（熊本産）

20g 40¥380 (352) ●入数

菊芋ポリポリ6350

沖縄産黒糖使用　
くるみと黒糖のやさしい甘さとコク
■くるみに沖縄産黒糖を
丹念にからめた黒糖菓子
■食べきりサイズ

189kcal/袋

常温で5ヶ月
くるみ（アメリカ産）､黒糖（沖縄産）、加工黒糖

33g 12¥205 (190) ●入数

くるみ黒糖

6374

奈良産特別栽培柿100%　無燻蒸
とろりと柔らかな食感
■甘み豊かな干し柿
■品種：ひらたねなし柿

常温で2ヶ月
ひらたねなし柿（奈良産）

■12月〜数量限定品
3個 50¥712 (660) ●入数

西吉野あんぽ柿

2285

種子島産さつまいも100%
甘みが強く、クリームのようなねっとりとした食感
■品種：安納もみじ
■そのまま、または温めても

常温で9ヶ月
さつまいも（鹿児島種子島産）

■9月〜3月限定品
2本（120〜160g） 20¥432 (400) ●入数

安納もみじの焼き芋

3429

栃木産有機さつまいも100%
甘く深みのある味わい
■品種：玉豊
■天日干し

常温で3ヶ月
有機さつまいも（栃木産）

100g
■2018年1月発売予定

20¥561 (520) ●入数

戸崎農園 有機ほしいも0782

北海道産有機さつまいも100%
雪の中で40日間熟成
しっとりとした食感とやさしい甘み
■芋を雪の中に40日間埋めて
熟成させ、甘みを増やした
■品種：玉豊

■2月〜数量限定品

常温で2ヶ月
有機さつまいも（北海道産）

110g ¥756 (700) 75●入数

有機ほしいも（雪中ほし甘いも）
せっちゅう

3355

茨城産さつまいも100%　
柔らかな甘み、ねっとりとした食感
■品種：安納黄金　
■天日干し

常温で3ヶ月
さつまいも（茨城産）

160g
■1月〜数量限定品

30¥540 (500) ●入数

こがねの干し芋

国内産天草100%使用　こだわりのタレ付き　
のど越しよく、さっぱりとした味わい

ところてん1206 160g 10¥162
(150)

天草（国内産）､醸造酢（米酢･りんご酢）､醤油､
粗糖､食塩､酵母エキス

冷暗所で
3ヶ月■4月〜9月限定品

上品な甘さ
滑らかでみずみずしい味わい

あんこ屋の水ようかん 有機「こし」3297 100g 6¥162
(150)

有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（アメリカ産他）､
寒天､本葛､食塩

常温で
6ヶ月■3月〜9月限定品

上品な甘さ　小豆の風味豊かあんこ屋の水ようかん 有機「小倉」3298 100g 6¥162
(150)

有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（アメリカ産他）､
寒天､本葛､食塩

常温で
6ヶ月■3月〜9月限定品

抹茶の香り高く上品な味わいあんこ屋の水ようかん 有機「抹茶」3299 100g 6¥162
(150)

有機砂糖（ブラジル産）､有機いんげん豆（トルコ産他）､
有機抹茶（国内産）､寒天､本葛､食塩

常温で
6ヶ月■3月〜9月限定品

あ ん の ん

国内産天草100%　歯ごたえよく天草本来の風味　
お好みの形にカットして

お好み角てん（冷蔵）7864 360g 1¥138
(128)

天草（国内産） 冷蔵で
3ヶ月■4月〜9月限定品 詳細▶P129



菓子類菓 子類
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0716

ソフトなひとくちタイプの寒天ゼリー　
すっきりとした甘みとほのかな塩味　
砂糖・動物性原料不使用
■デーツ果汁と麦芽飴を、
寒天とこんにゃく粉でソフトに固めた　
■「石垣の塩」使用　
■もっちりとした歯ごたえ

冷暗所で6ヶ月
麦芽飴、デーツ濃縮果汁（イラン産）、寒天（南米・地中海・東アジア産）、オブラート（馬鈴薯
でん粉、甘藷でん粉）、食塩（石垣の塩）、こんにゃく粉（群馬産）、レシチン（大豆由来）

オーサワのデーツ寒天飴（石垣の塩入り）

130g ¥378 (350)
334kcal/100g

12●入数

0717

ソフトなひとくちタイプの寒天ゼリー　
穀物コーヒーの豊かな香り、ほのかな苦み　
砂糖・動物性原料不使用
■穀物コーヒーと麦芽飴を、
寒天とこんにゃく粉でソフトに固めた
■もっちりとした歯ごたえ

冷暗所で6ヶ月
麦芽飴、穀物飲料（大麦、ライ麦、チコリー、ビート）、寒天（南米・地中海・東アジア産）、
オブラート（馬鈴薯でん粉、甘蔗でん粉）、こんにゃく粉（群馬産）、レシチン（大豆由来）

オーサワの寒天飴（穀物コーヒー）

130g ¥378 (350)
318kcal/100g

12●入数

6330

有機ぶどう果汁使用　砂糖不使用
芳醇な香りと爽やかな甘み
■寒天をつかったヘルシーデザート
■喉越しよく、さっぱりと食べられる
■ゼラチンをはじめとする
動物性原料不使用

冷暗所で5ヶ月
有機ぶどう果汁（アメリカ･アルゼンチン産他）､寒天（南
米･地中海沿岸･東アジア産他）

オーサワの
有機ぶどう使用のゼリー

60g ¥140 (130)
40kcal/個

30●入数

0806

ほのかな塩味が甘みを引き立てる
砂糖不使用
■国産もち米を使用した麦芽糖化飴使用
■伝統の直火釜焚き製法

冷暗所で1年
もち米飴､麦芽水飴､食塩（石垣の塩）

オーサワの塩飴（石垣の塩入り）

80g（約20粒）¥226 (210)
294kcal/袋

20●入数

3226 3225

伝統海塩「海の精」使用
程よい塩味とまろやかな甘み

大根汁と生姜入りでのどにやさしい　
まろやかな甘さと生姜のピリッとした辛み

■昔ながらの「直火炊き」製法
■国内産粗糖使用

■昔ながらの製法でつくられた
のどにやさしい飴
■合成着色料・香料不使用
■甘味はてんさい糖と
黒糖を使用

常温で1年 常温で1年
麦芽水飴、粗糖（さとうきびの詩）、食塩（海の精） 麦芽水飴、てんさい含蜜糖（北海道産）、大根エキス（国内産）、

黒糖（沖縄産）、生姜粉末（中国産）、桂皮末（ベトナム産 他）

直火炊き 塩飴 大根生姜のど飴

72g 80g¥291 ¥280(270) (260)
266kcal/袋 303kcal/袋

50 50●入数 ●入数

6255

有機オレンジ果汁使用　砂糖不使用　
爽やかな香りと程よい甘み
■寒天を使ったヘルシーデザート
■喉ごしよく、さっぱりと食べられる
■ゼラチンをはじめとする
動物性原料不使用

冷暗所で5ヶ月
有機オレンジ果汁（イタリア産他）、有機ぶどう果汁（アル
ゼンチン産他）、寒天（南米・地中海沿岸・東アジア産他）

オーサワの
有機オレンジ使用のゼリー

60g ¥140 (130)
41kcal/個

30●入数

国内産大豆使用の有機豆乳を本葛で固めた豆乳プリン　
砂糖・卵・乳製品不使用　有機黒ごまの濃厚な風味

オーサワの黒ごま豆乳プリン（冷蔵）7860 80g 1¥205
(190)

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、
有機胡麻（グァテマラ産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）

冷蔵で
30日詳細▶P130■10月〜4月限定品

国内産大豆使用の有機豆乳を本葛で固めた豆乳プリン　
砂糖・卵・乳製品不使用　有機キャロブ・ココアのリッチな味わい

オーサワのチョコプリン（冷蔵）7862 80g 1¥248
(230)

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、有機キャロブパウダー
（スペイン産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）、有機ココアパウダー（オランダ産）

冷蔵で
30日詳細▶P130■10月〜4月限定品

国内産大豆使用の有機豆乳を本葛で固めた豆乳プリン　
砂糖・卵・乳製品不使用　レアチーズのような爽やかな風味と濃厚な味わい

オーサワのレアチーズ風プリン（冷蔵）7874 80g 1¥270
(250)

有機豆乳、有機ココナッツミルク（スリランカ産）、有機レモン果汁（イタリア産）、
有機メープルシロップ（カナダ産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）、有機白味噌

冷蔵で
30日詳細▶P130■10月〜4月限定品

3227

米・大麦・きな粉のみでつくった昔懐かしいきな粉飴　
きな粉の香ばしさと米飴のやさしい甘み
■米飴にきな粉を入れて練り上げ、
柔らかく丸めて仕上げた
■国内産の米と大麦だけでつくられた米飴使用
■砂糖不使用

常温で1年
米・大麦・きな粉（国内産）

オーサワの豆飴（きな粉飴）

50g 60¥313 (290) ●入数
190kcal/50g

2365

愛媛産みかんを果汁に漬けた　
自然の味わいをいかしたさっぱりとした甘み
■内果皮つき
■実も皮もやわらかな早生みかん使用
■果肉は肉厚で柔らかく、
トロっとした食感
■酸味料・ブドウ糖果糖液糖不使用
61kcal/100g

常温で3年
みかん（愛媛産）、みかんストレートジュース（愛媛産）、
カブス果汁（愛媛産）、洗双糖（鹿児島産）

295g 24¥410 (380) ●入数

海辺で育った果実たち（みかん缶詰）

2366

愛媛産しらぬいをみかん果汁に漬けた　
自然の味わいをいかした爽やかな甘酸っぱさ
■内果皮つき
■果肉は肉厚で
シャキシャキとした食感
■酸味料・ブドウ糖果糖液糖不使用

76kcal/100g

常温で3年
しらぬい（愛媛産）、みかんストレートジュース（愛媛産）、
洗双糖（鹿児島産）、カブス果汁（愛媛産）

295g 24¥410 (380) ●入数

海辺で育った果実たち（不知火缶詰）

■有機小豆・有機砂糖使用■有機小豆・有機砂糖使用■有機小豆・有機砂糖使用

すっきりとした甘さ
滑らかな口当たり

すっきりとした甘さ
おはぎ、ぜんざい、おしるこに

温めるだけで
手軽に食べられる

3671 天然美食 こしあん3670 天然美食 小倉あん3279 天然美食 ぜんざい

299kcal/袋

常温で1年
有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（中国・アメリカ・アル
ゼンチン産）､食塩

180g 30¥216 (200) ●入数

常温で1年
有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（中国産他）､食塩､寒天

300g 20¥410 (380) ●入数

常温で1年
有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（中国産他）､食塩､寒天

300g 20¥410 (380) ●入数
540kcal/袋 561kcal/袋

6259

金時生姜の辛味がきいた大人の味
生羅漢果エキスと2種の生姜使用
砂糖不使用
■伝統製法の芋飴と米飴使用
■金時生姜の辛味と
生搾り生姜の風味がきいている

14.6kcal/粒

冷暗所で1年
麦芽水飴､米水飴､羅漢果エキス（中国桂林産）､生姜粉末

（ベトナム産）､生姜絞り汁（国内産）､食塩（ネパール産）

48g（約13個）
■10月〜3月限定品

60¥294 (273) ●入数

生羅漢果&Wショウガのど飴

0802

麦炒り粉の香ばしさ
懐かしい味わい
■熟成した鹿児島特産の
さつまいも使用
■砂糖不使用
■さつまいもの自然な甘み
■伝統の直火釜焚き製法

357kcal/100g

冷暗所で1年
さつまいも・さつまいもでん粉（鹿児島産）､麦芽（カナダ産）､
麦炒り粉（国内産･オーストラリア産）

150g
■10月〜6月限定品

10¥216 (200) ●入数

から芋飴（切飴）

0814

梅肉エキスの甘酢っぱい味わい　
砂糖不使用
■玄米水飴使用
■国内産梅肉エキス使用

193kcal/袋

冷暗所で1年6ヶ月
玄米水飴（玄米・大麦麦芽）､梅肉エキス

50g（10〜12粒）
■10月〜6月限定品

96¥237 (220) ●入数

玄米キャンディ（梅肉エキス）

3276

姫マツタケ、プロポリス使用　
砂糖不使用
■国内産もち米を使用した
麦芽糖化飴使用
■ピリッと辛い

227kcal/袋

冷暗所で1年6ヶ月
もち米飴（国内産）､姫マツタケ（沖縄産）､プロポリス

（ブラジル産）

60g（15粒）
■10月〜6月数量限定品

50¥496 (460) ●入数

免疫飴（プロポリス配合）

0812

生姜のピリッとした辛さが美味しい　
砂糖不使用
■玄米水飴使用
■生姜の風味が生きている
■長崎産生姜粉末使用

189kcal/袋

冷暗所で1年6ヶ月
玄米水飴（玄米・大麦麦芽）､生姜

50g（10〜12粒）
■10月〜6月限定品

96¥237 (220) ●入数

玄米キャンディ（生姜）

3215

有機プロポリスと有機梅エキス使用　
プロポリス特有の風味を梅の酸味で食べやすく仕上げた
■IBD（ブラジルオーガニック認定機関）
認証の有機プロポリスエキス使用
■奈良･三重産梅使用の
有機梅エキス使用
■鹿児島県種子島産粗糖使用

235kcal/袋

常温で1年
麦芽水飴、粗糖（種子島産）、有機梅エキス、有機プロポリス
エキス（ブラジル産）

60g 50¥648 (600) ●入数

有機プロポリスエキス使用のど飴

0811

バニラの甘い香りが美味
砂糖不使用
■玄米水飴使用
■コクのある甘さで風味がよい
■天然バニラフレーバー使用

294kcal/袋

冷暗所で1年6ヶ月
玄米水飴（玄米・大麦麦芽）、バニラ香料

50g（10〜12粒）
■10月〜6月限定品

96¥237 (220) ●入数

玄米キャンディ（バニラ）

6260 0815

山口産れんこん・国内産生姜使用
やわらかな甘みと生姜の風味　砂糖不使用

天然醸造「立科豆みそ」使用
甘辛風味の懐かしい味わい　砂糖不使用

■国内産もち米を使用した麦芽糖化飴使用
■伝統の直火釜焚き製法
■砂糖不使用・れんこんと生姜入りでのどにやさしい
■やわらかな甘みと生姜味があとをひく

■国内産もち米を使用した麦芽糖化飴使用
■伝統の直火釜焚き製法

378kcal/100g

冷暗所で1年 冷暗所で1年
もち米飴､麦芽水飴､れんこん粉末（山口産）､生姜粉末（九州・四国産）､麦炒り粉 もち米飴､麦芽水飴､有機味噌（有機立科豆みそ）､麦炒り粉

100g 120g
■10月〜6月限定品 ■10月〜6月限定品

20 20¥299 ¥216(277) (200)●入数 ●入数

オーサワの蓮根生姜飴 オーサワの立科みそ飴（切飴）

しらぬい

国内産大豆使用の有機豆乳を本葛で固めた豆乳プリン　
砂糖・卵・乳製品不使用　北海道産かぼちゃの濃厚な味わい

オーサワのかぼちゃプリン（冷蔵） 80g 1¥237
(220)

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、かぼちゃ
フレーク（北海道産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）

冷蔵で
30日詳細▶P130■10月〜4月限定品7861



菓子類菓 子類

94 95チョコレートは高温（28℃以上）におかれるとココアパウダーが溶けて表面に浮き出し、その後冷えて固まるときに白く粉をふいたような状態になります。ブルーム現象（ブルーミング）といってチョコレート特有の
ものです。こうなると見かけも悪く、チョコレート本来の味も損なわれますが、食べても害はありません。ブルーム現象を起こさせないためには、直射日光を避け、涼しい乾燥したところに保存しましょう。

ローフード製法　砂糖・乳製品･乳化剤不使用　USDA認定品

ローチョコレートシリーズ
■11月〜4月限定品

カカオマス（ドミニカ共和国産）、アガベシロップ（メキシコ産）、
カカオバター（ドミニカ共和国産）

28g 24¥509 (472) ●入数

■カカオ70%　
■アガベシロップ使用

6342 ダーク・アガベネクター
上品なカカオの風味、程よい甘み

179kcal/枚

カカオマス（ドミニカ共和国産）、アガベシロップ（メキシコ産）、カカオバター
（ドミニカ共和国産）、フリーズドドライストロベリー（ポーランド産）

28g 20¥509 (472) ●入数

■カカオ70%　■ストロベリーチップ入り　
■アガベシロップ使用

6317 ストロベリー
上品なカカオの風味、ストロベリーの酸味

181kcal/枚

カカオマス（ドミニカ共和国産）、アガベシロップ（メキシコ産）、
カカオニブ、ココアバター（ドミニカ共和国産）

28g 22¥509 (472) ●入数

■カカオ75%　
■アガベシロップ使用

6357 カカオニブ
カカオニブの食感と程よい甘み

179kcal/枚

冷暗所で1年冷暗所で1年冷暗所で1年

乳製品・乳化剤不使用　
口どけ滑らかなトリュフチョコレート

オーガニック トリュフチョコレートシリーズ

■12月〜数量限定品
■有機ココナッツオイル使用
■フェアトレード認定カカオ豆使用

有機ダークチョコレート［有機砂糖（南アメリカ産）、有機カカオマス・
カカオバター（ドミニカ共和国・タンザニア産）］、有機ココナッツオイル

（フィリピン産）、有機カカオパウダー（ペルー・西アフリカ産）

90g（9g×10袋） 18¥1,080 (1,000) ●入数

0885 プレーン
上品なカカオの風味

冷暗所で1年

581kcal/90g

有機ダークチョコレート［有機砂糖（南アメリカ産）、有機カカオマス・カカオバター
（ドミニカ共和国・タンザニア産）］、有機ココナッツオイル（フィリピン産）、有機
ローストヘーゼルナッツ（イタリア産）、有機カカオパウダー（ペルー・西アフリカ産）

90g（9g×10袋） 18¥1,080 (1,000) ●入数

■上品なカカオの風味

0886 ナッツ
香ばしくローストしたヘーゼルナッツ入り

冷暗所で1年

581kcal/90g

ダーデン社は100年以上の長い歴史を誇るフランスのチョコレートメーカー　自社工場でカカオの焙煎から全てを一貫してつくっています

ダーデン有機チョコレートシリーズ

■フェアトレード認定カカオ豆使用

有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、有機ココナッツシュガー（ポリネシア産）、
有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機ヘーゼルナッツ（イタリア・トルコ産）、
有機脱脂アーモンドミルクパウダー（スペイン産）、有機アガベイヌリン（メキシコ産）

100g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ44%
■有機ココナッツシュガー使用
■ヘーゼルナッツの豊かな香りと、
アーモンドミルクのクリーミーな味わい
■アガベイヌリン(水溶性食物繊維）
入りで滑らかな口当たり

6088 ココシュガーチョコ アーモンドミルク
砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
滑らかな口当たり、クリーミーな味わい

633kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

■5月〜10月までは冷蔵配送になります。
＜No.7884＞

有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機ココナッツシュガー
（ポリネシア産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、有機
ヘーゼルナッツ（イタリア・トルコ産）、有機アガベイヌリン（メキシコ産）

100g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ64%
■有機ココナッツシュガー使用
■アガベイヌリン(水溶性食物繊維）
入りで滑らかな口当たり

6087 ココシュガーチョコ ダーク 64%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
程よい甘みとヘーゼルナッツの香ばしさ

608kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

■5月〜10月までは冷蔵配送になります。
＜No.7883＞

有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機アガベパウダー
（メキシコ産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、
有機バニラパウダー（マダガスカル産）

100g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ70%　
■有機アガベパウダー使用

6373 アガベチョコレート 70%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
程よい甘みで食べやすい

590kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

■5月〜10月までは冷蔵配送になります。
＜No.7882＞

有機カカオマス・カカオバター（ドミニカ共和国）、有機砂糖
（ブラジル産）、有機バニラパウダー（マダガスカル産）

90g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ95%

0817 チョコレート ダーク 95%
乳製品・乳化剤不使用　
カカオの濃厚な味わい

637kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

■5月〜10月までは冷蔵配送になります。
＜No.7881＞

有機カカオマス（ペルー産）、有機アガベパウダー（メキシコ産）、
有機カカオバター（ペルー産）、有機バニラパウダー（マダガスカル産）

90g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ85％

0888 アガベチョコレート ダーク 85%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用
濃厚なカカオ風味とほろ苦さ

591kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

0829

乳製品不使用　
カカオの程よい苦みと酸味　
溶かして製菓材料に、そのまま食べても
■有機カカオ80%　
■丸型の製菓用チョコ

589kcal/100g

冷暗所で1年
有機カカオマス（エクアドル産）、有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、乳化剤（ひまわり由来：
オランダ産他）、香料（バニラ：マダガスカル産）

180g
■11月〜4月限定品

12¥1,026 (950) ●入数

オーガニック・ハイカカオチョコレートC80

0827

乳製品・乳化剤不使用　
小粒の製菓用チョコチップ
■有機カカオ50%　
■パンや製菓材料に、デザートのトッピングとしても　
■1g約15粒

528kcal/100g

冷暗所で1年
有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機カカオマス・ココアバター（ドミニカ共和国産）、
香料（バニラ：マダガスカル産）

200g
■11月〜4月限定品

12¥1,026 (950) ●入数

オーガニック･チョコドロップ

有機カカオ100％ 砂糖・乳製品・乳化剤不使用　濃厚なカカオの風味と苦み、すっきりとした酸味
■ドミニカ共和国産トリニタリオ種カカオ豆使用
■チョコレート発祥の地スペインで製造
■濃厚なカカオの風味と苦み、すっきりとした酸味
■カカオポリフェノール：3,590mg/100g
■食物繊維豊富：24g/100g

冷暗所で1年6ヶ月
有機カカオマス（ドミニカ共和国産）

チョコレートソール オーガニックダークチョコレート100%

■11月〜4月限定品
0879 25g ¥270 (250) 30●入数
0878 100g ¥972 (900) 10●入数 0879 0878

ViVANIの製造メーカーであるワインリッヒは100年以上の長い歴史を誇るドイツのチョコレートメーカー
独自の製法でじっくり時間をかけて丁寧につくっています

ViVANI オーガニックチョコレートシリーズ
■11月〜4月限定品

ヴ ィ ヴ ァ ー ニ

■5月〜10月までは
冷蔵配送になります。
＜No.7879＞

有機カカオマス（パナマ産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア
産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国・パナマ・タンザニア産）

80g 10¥702 (650) ●入数

■有機カカオ75%
■有機ココナッツシュガー使用

6086 ダークチョコレート 75%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
濃厚なカカオの風味とやさしい甘み

609kcal/100g

冷暗所で2年

■5月〜10月までは
冷蔵配送になります。
＜No.7878＞

有機カカオマス（パナマ産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国・
ペルー・タンザニア産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）

80g 10¥702 (650) ●入数

■有機カカオ92%  
■有機ココナッツシュガー使用

6379 エキストラダークチョコレート 92%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用
濃厚なカカオの風味とほろ苦さ

648kcal/100g

冷暗所で2年
有機カカオマス（パナマ産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国・
パナマ・タンザニア産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）

80g 10¥702 (650) ●入数

■有機カカオ99%
■有機ココナッツシュガー使用

0816 エキストラダークチョコレート 99%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
滑らかな口当たり　
カカオ本来の濃厚な味わいが楽しめる

672kcal/100g

冷暗所で2年

■5月〜10月までは
冷蔵配送になります。
＜No.7880＞

有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン・コロンビア・パラグアイ産）、有機カカオバター・カカオマス
（ドミニカ共和国・ペルー・タンザニア産）、有機ライスミルクパウダー（パキスタン産）、有機ヘーゼル
ナッツペースト（トルコ・アゼルバイジャン・イタリア産）、香料（バーボンバニラエキス：マダガスカル産）

100g 10¥702 (650) ●入数

■有機カカオ40%　
■滑らかな口当たりと
豊かなコク

6380 ライスミルクチョコレート
乳製品・乳化剤不使用　
滑らかな口当たり、ミルキーな味わい

572kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン・コロンビア・パラグアイ産）、有機カカオバター
（ドミニカ共和国・ペルー・タンザニア産）、有機カカオマス（ドミニカ共和国・ペルー・
タンザニア産）、有機ライスミルクパウダー（パキスタン産）、有機アーモンド（スペイン
産）、有機オレンジ果粒（ドイツ産）、有機ヘーゼルナッツペースト（トルコ・アゼルバイ
ジャン・イタリア産）、有機オレンジ精油（イタリア産）、バニラ香料（マダガスカル産）

35g 18¥356 (330) ●入数

■有機カカオ40％使用

0875 ライスミルクチョコレートバー アーモンドオレンジ
乳製品・乳化剤不使用
アーモンドの食感と
爽やかなオレンジの風味

冷暗所で1年2ヶ月
有機砂糖（パラグアイ・ブラジル・アルゼンチン産）、有機カカオバター

（ドミニカ共和国産）、有機ライスミルクパウダー（パキスタン産）、有機
カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機コーンフレーク（有機コーン、有機
砂糖、食塩）、有機タイガーナッツ（アフリカ産）、有機ヘーゼルナッツ
ペースト（トルコ産）、バニラ香料（マダガスカル産）、食塩（フランス産）

35g 18¥356 (330) ●入数

■有機カカオ35.8％使用

0874 ライスミルクチョコレートバー コーンフレーク
乳製品・乳化剤不使用
コーンフレークの食感と
甘くクリーミーな味わい

冷暗所で1年2ヶ月
有機カカオマス（ドミニカ共和国・ペルー・
タンザニア産）、有機砂糖（ブラジル・アルゼン
チン・コロンビア・パラグアイ産）、有機カカオ
バター（ドミニカ共和国・ペルー・タンザニア産）、
有機チェリー（トルコ産）

35g 18¥356 (330) ●入数

■有機カカオ62％使用

0877 ダークチョコレートバー ブラックチェリー
乳製品・乳化剤不使用
カカオのビターな味わいと
チェリーのほのかな酸味

冷暗所で1年6ヶ月
有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、有機砂糖（パラグアイ・ブラジル・アルゼン
チン産）、有機ライスミルクパウダー（パキスタン産）、有機タイガーナッツ（アフリカ産）、
有機ストロベリーパウダー（トルコ・オーストリア・ポーランド・スペイン・モロッコ・
ブルガリア産）、有機ワッフルクランチ［有機小麦粉、レシチン（乳化剤）、有機ヒマワリ油、
海塩］、イチゴ香料（フランス・タイ産）、有機バニラビーンズ（マダガスカル産）

35g 18¥356 (330) ●入数

■有機カカオ35.7％使用
■ライスミルクでつくった
ホワイトチョコ風バー

0876 ライスミルクチョコレートバー ストロベリーワッフル
乳製品不使用
サクサクとした食感と
ストロベリーのほのかな酸味

冷暗所で1年4ヶ月

有機カカオマス・カカオバター（ペルー産）

70g 90¥799 (740) ●入数

■有機カカオ100％
■酸味が少なく、苦みまろやか

0892 チョコレート ダーク 100%
砂糖・乳製品・乳化剤不使用
カカオ本来の濃厚な風味
滑らかな口当たり

628kcal/100g

冷暗所で1年6ヶ月

0835

ローフード製法　砂糖・乳製品・乳化剤不使用　
サクサクとしたカカオニブの食感とバニラの甘い香り
■有機カカオ82%
■エクアドル産有機カカオ豆使用
■ココナッツシュガー（低GI）を使用

冷暗所で1年
有機カカオマス・有機カカオバター（エクアドル産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）、有機カカオ
ニブ（エクアドル産）、有機ルクマ粉（ペルー産）、有機バーボンバニラ（マダガスカル産）、食塩（フランス産）

40g
■11月〜4月限定品

72¥648 (600) ●入数

オーガニック ローチョコレート
（ピュア ニブス）

590kcal/100g

■11月〜4月限定品

※同一工場内で、乳製品を使用したチョコレートの製造をしております。アレルギー対応商品ではありませんので、「乳成分」のアレルギーがある方は、喫食をお避け下さい。



穀物飲料・飲料玄米に含まれる糖分が時間と共に茶色く変色しますが、品質に問題はありません。

玄米甘酒・純米甘酒が茶色く変色しているけれど大丈夫？菓 子類　穀物飲料・飲料

96 97

6185

国内産有機米使用
味わい深く、豊かな甘み
滑らかな口当たり　砂糖不使用
■有機五分搗き米をこうじで発酵
■濾してあるので、滑らかな口当たり
■濃縮タイプ
■2〜3倍に薄めて飲むほか、甘味料としても

冷暗所で6ヶ月
有機米麹・米（秋田・滋賀産）

オーサワの有機甘酒（なめらか）

220g 30¥399 (370) ●入数

0238

岡山産三分搗き米使用
濃厚な甘み
砂糖不使用
■米をこうじで醗酵
■濃縮タイプ
■2〜3倍に薄めて飲むほか、甘味料としても

冷暗所で6ヶ月
米・米麹（岡山産）

純米甘酒（粒）

250g 20¥421 (390) ●入数

国内産有機玄米使用
味わい深く、豊かな甘み
滑らかな口当たり 　砂糖不使用
■有機玄米をこうじで醗酵
■濾してあるので、滑らかな口当たり
■濃縮タイプ
■2〜3倍に薄めて飲むほか、
甘味料としても

冷暗所で6ヶ月
有機玄米麹・玄米（秋田・滋賀産）

200g 30¥367 (340) ●入数

国内産有機玄米使用
味わい深く、豊かな甘み
砂糖不使用
■有機玄米をこうじで醗酵
■玄米の食感を残した粒タイプ
■濃縮タイプ
■2〜3倍に薄めて飲むほか、
甘味料としても

冷暗所で6ヶ月
有機玄米麹・玄米（秋田・滋賀産）

250g 30¥367 (340) ●入数

6370 オーサワの有機玄米甘酒（なめらか）

6361

甘酒ペーストにココア・カカオ・キャロブを
加え、チョコ味に仕上げた　砂糖不使用
■国内産農薬・化学肥料不使用栽培
玄米・ひえを使用した甘酒ペースト
■コクがあり、ほんのりビターな味わい
■豆乳などに混ぜて飲むほか、
そのままパンに塗ったり、
冷凍してアイスにも
■鉄分豊富（3.2mg/100g）

常温で6ヶ月
玄米（千葉産）、米麹（岡山産）、ひえ（千葉・岩手産）、有機ココア（ペルー産）、カカオ（ペルー産）、有機キャロブ（イタリア産）

麹スイーツ チョコ

300g 20¥1,080 (1,000) ●入数

3889

国内産大豆100%
微粉末タイプで水にも溶けやすい
■大豆特有の青臭さをカット　
■お湯や水で溶くだけで
簡単に豆乳ができる
■スープやお飲み物など
様々なお料理に
■天ぷらの衣やパン生地に加えても

常温で1年
大豆（国内産）

豆乳の素（国産大豆使用）

150g 24¥648 (600) ●入数

2029

国内産特別栽培大豆100%使用
濃厚な大豆の甘みと旨み
■大豆固形分11%以上
■そのまま飲むほか、幅広い料理に
■秩父山系の湧水「神泉水」使用

常温で8ヶ月
特別栽培大豆（秋田産）

豆乳で元気

125ml 24¥172 (160) ●入数

2895

有機大豆100%使用
さらっとして飲みやすい
■大豆固形分8%以上
■そのまま飲むほか、
幅広い料理に

常温で1年
有機大豆（イタリア産）

ソイ・ドリンク有機無調整豆乳

1L 10¥540 (500) ●入数

国内産大豆100%使用　
すっきりとした大豆の甘み原豆乳（冷蔵）7790 300g 1¥259

(240) 大豆（山形・秋田・新潟・北海道産） 冷蔵で
1ヶ月詳細▶P130

北海道産大豆を使った大豆粉100%使用
大豆本来の旨みがいきたまろやかな味わい

スゴイダイズ（北海道）無調整タイプ（冷蔵）7792 950ml 6¥324
(300) 大豆粉（大豆：北海道産） 冷蔵で

120日詳細▶P130

6375 オーサワの有機玄米甘酒（粒）

有機米からつくられた穀物ミルク
ほのかな甘み、まろやかな味わい
■有機ひまわり油・紅花油使用
■そのまま飲むほか、代替乳として
■砂糖・乳製品不使用
■コレステロールゼロ

常温で1年2ヶ月
有機米・食用ひまわり油（イタリア産）、有機食用紅花油（アルゼンチン産）、食塩（イタリア産）

ライスドリンク（ブリッジ）オリジナル

58kcal/100ml

1498 1000ml 12¥583 (540) ●入数

1674 250ml 10¥270 (250) ●入数

14981674

有機大豆100%使用　
すっきりとした味わい
■大豆固形分9%
■そのまま飲むほか、幅広い料理に

常温で4ヶ月
有機大豆（中国･アメリカ産）

有機豆乳 無調整

6190 1L 6¥334 (310) ●入数

3186 200ml 24¥97 (90) ●入数
61903186

52kcal/100ml

■数量限定品

78kcal/本 38kcal/100ml

1675

有機米からつくられた穀物ミルク
程よい甘さのチョコレート味
■有機ひまわり油・紅花油使用
■有機濃縮リンゴ果汁・ココアパウダー使用
■そのまま飲むほか、代替乳として
■砂糖・乳製品不使用
■コレステロールゼロ

常温で1年
有機米（イタリア産）、有機濃縮リンゴ果汁（イタリア産）、有機ココアパウダー（ドミニカ産）、有機ひまわり油

（イタリア産）、有機紅花油（アルゼンチン産）、食塩（イタリア産）、増粘安定剤［カラギナン（アメリカ産）］

ライスドリンク（ブリッジ）チョコレート

250ml 10¥302 (280) ●入数
75kcal/100ml

2020

九州産有機米、熊本産有機もち麦使用　
もち麦の豊かな甘みと風味　砂糖不使用
■九州産有機米と熊本産有機もち麦をこうじで発酵
■希釈不要のストレートタイプ

常温で1年
有機米（九州産）、有機もち麦（熊本産）、麹菌

国産有機もち麦入 甘酒

765g 12¥1,382 (1,280) ●入数

3216

国内産原料100%　雑穀の豊かな旨みと甘み
砂糖不使用
■福岡・佐賀産うるち米と国内産雑穀をこうじで醗酵
■希釈不要のストレートタイプ

常温で9ヶ月
米麹･米（福岡･佐賀産）､黒米･赤米（大分産）､はと麦（岩手・富山産）､発芽玄米（宮崎・北海道産）､
もちきび（北海道産）､もちあわ･ひえ（岩手産）､はだか麦（愛媛産）､緑米（大分産）

国産十穀甘ざけ

720ml 6¥1,008 (934) ●入数

■10月〜5月限定品

6362

新潟産米、愛媛産桜葉使用　
ほんのり香る桜の風味　砂糖不使用
■新潟産うるち米を麹で醗酵し
桜風味に仕上げた　
■希釈不要のストレートタイプ　
■ほんのり桜色

冷暗所で5ヶ月
米麹・米（新潟産）、紅麹（岡山産）、桜葉（愛媛産）

■10月〜3月限定品
310g 12¥648 (600) ●入数

ストレート 桜あまざけ
スイスで150年以上続くチョコレート専門店の熟練の職人が丹精込めてつくっています

アルチェネロ有機ダークチョコレート
■11月〜4月限定品

有機カカオマス（南米産）、有機砂糖（パラグアイ産）、有機ココアバター（ドミニカ
共和国産）、有機コーヒーパウダー（ペルー産）、有機バニラ（インド産）

50g 14¥567 (525) ●入数

■有機カカオ70％
■濃厚なカカオの風味

0903 ダークチョコレート・コーヒー
程よい甘みと
ローストコーヒーの香ばしさ

有機カカオマス（南米産）、有機砂糖（パラグアイ産）、有機ココアバター（ドミニカ
共和国産）、食塩［ゲランドの塩（フランス産）］、有機バニラ（インド産）

50g 14¥567 (525) ●入数

■有機カカオ70％
■濃厚なカカオの風味

0901 ダークチョコレート シーソルト
ゲランドの塩が
チョコレートの甘みを引き立てる

有機カカオマス（南米産）、有機砂糖（パラグアイ産）、有機
ココアバター（ドミニカ共和国産）、有機バニラ（インド産）

100g 24¥710 (658) ●入数

■有機カカオ75％

0900 ダークチョコレート
上品なカカオの風味
程より甘みと酸味

冷暗所で2年6ヶ月冷暗所で2年6ヶ月冷暗所で2年

■フェアトレード認定品　■乳製品・乳化剤不使用

げんとうにゅう
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お菓子やエスニック料理に
クセがなくクリーミーな味わい
■有機ココナッツ100%
■デザートづくりから
本格的なエスニック料理まで
幅広く使える
■酸化防止剤・乳化剤不使用

常温で2年

400g 12¥604 (560) ●入数

マキシマス・オーガニック 
ココナッツミルク

お米でつくった植物性乳酸菌入り飲料　
すっきりとした酸味とほのかな甘み　
砂糖不使用

ANP71・米発酵飲料（冷蔵）7791 150g 12¥324
(300)

米・米麹（国内産） 冷蔵で
1年詳細▶P130

1515

有機玄米と豆乳を使用した穀物ミルク　
ほのかな甘み、まろやかな味わい
■国内産有機玄米、国内産豆乳使用
■玄米をまるごとつぶして豆乳と合わせ、
飲みやすく仕上げた
■手軽に玄米と大豆の栄養を摂取できる
■砂糖・乳製品不使用

常温で1年3ヶ月
豆乳（国内産）、米飴[もち米（国内産）、大麦麦芽（カナダ産）]、有機玄米（国内産）

オーサワのライス&ソイ ドリンクタイプ（プレーン）

180g ¥270 (250) 20●入数

122kcal/袋

1670

玄米でつくった植物性乳酸菌入り飲料
宮崎産農薬・化学肥料不使用玄米使用
自然な甘みと程よい酸味
■玄米を麹と植物性乳酸菌で醗酵させた
■砂糖・乳製品不使用

常温で8ヶ月
玄米・米麹（宮崎産）、植物性乳酸菌

オーサワグルト・玄米発酵飲料

150g ¥307 (285) 40●入数

150kcal/本

自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る
天然水天恵水（2L）12本セット6778 2L×

12本 1¥4,406
(4,080) 生水（湧水：秩父山系） 常温で

5年

自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る
天然水天恵水（500ml）24本セット6779 500ml

×24本 1¥4,665
(4,320) 生水（湧水：秩父山系） 常温で

5年

3832

お菓子やエスニック料理に　ほのかに甘くクリーミーな味わい
■有機ココナッツ100%
■コールドプレス製法
■フェアトレード認定品
■デザートづくりから本格的なエスニック料理まで幅広く使える
■酸化防止剤・乳化剤不使用

常温で2年

バイオフーズ オーガニックココナッツミルク

211kcal/100ml

1492 400ml 12¥604 (560) ●入数
1494 270ml 12¥432 (400) ●入数

14921494

有機ココナッツ（スリランカ産）

りゅうせ んどう

日本三大鍾乳洞の地下水脈より採水
■中硬水（硬度96.8mg/L）、弱アルカリ性（pH7.6）
■非加熱
■モンドセレクション最高金賞受賞

常温で2年
水（鉱泉水：岩手産）

龍泉洞の水

3199 500ml 24¥140 (130) ●入数

3200 2L 6¥270 (250) ●入数
32003199

フランス産の炭酸入りミネラルウォーター
微炭酸で飲みやすい
■オルレアンの森と、美しいロワール河が育んだ
純粋な天然地下水を使用
■すっきりと爽やかな飲み口
■中硬水（硬度132mg/L）、弱アルカリ性（pH7.65）
■イージーリサイクルペットボトル

常温で1年4ヶ月
ミネラルウォーター（フランス産）

サンブノワ（炭酸入りミネラルウォーター）

3148 500ml 24¥162 (150) ●入数

3149 1250ml 6¥302 (280) ●入数
31493148

か な ぎ 　  　 は な

島根県金城町の花崗岩下から噴出した天然水
■軟水（硬度50mg/L）、アルカリ性（pH8.2）
■非加熱
■シリカ・サルフェート・炭酸水素イオン含有
■粉ミルクや離乳食づくりにも

常温で2年
水（鉱泉水：島根産）

金城の華

1372 1L 12¥185 (172) ●入数

1371 500ml 24¥140 (130) ●入数

1373 2L 8¥257 (238) ●入数

て ん け い す い

自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水
■軟水（硬度52mg/L）、弱アルカリ性（pH7.9）
■非加熱
■クラスター値が小さい
■炊飯時や料理にも

No.2022・2023：常温で5年/No.2026：常温で1年
生水（湧水：秩父山系）

天恵水

2022 500ml 24¥194 (180) ●入数

2023 2L 6¥367 (340) ●入数

2026 20L 1¥3,024 (2,800) ●入数
1372 137320232022

3201

大分県くじゅう連山
黒岳より湧き出た天然炭酸の鉱泉水
刺激が少ない超微炭酸で飲みやすい
■泉質：二酸化炭素泉
■硬水（硬度250mg/L）、弱酸性（pH5.5）
■非加熱
■炭酸ガス添加なし
■炊飯時や料理にも
■シリカ（メタケイ酸）99.4mg/L

常温で1年
水（鉱泉水：大分産）

500ml 24¥194 (180) ●入数

天然炭酸水 YOIYANA
よ い や な

1518

お米でつくった植物性乳酸菌入り飲料
ゆず風味で爽やかな味わい　砂糖不使用
■玄米とひえを使用した甘酒と米を植物性乳酸菌で
醗酵させた、ゆず風味の植物性飲料
■柔らかな酸味と米・雑穀の自然な甘み、
ゆずの爽やかな風味で飲みやすい
■27アレルゲン物質不使用
■砂糖・乳製品不使用　■コレステロールゼロ

常温で3ヶ月
米（山梨産）、濃縮甘酒（玄米、米麹、ひえ）、ゆず果汁（高知産）、乳酸菌（植物性）

150g 24¥270 (250) ●入数

麹ぐると（ゆず）・米発酵飲料 1438

有機麻の実からつくられた植物性ミルク
麻の実のほのかな香りとコク
■有機麻の実油入り
■砂糖・乳製品不使用

常温で1年6ヶ月
有機麻の実・麻の実油（ベルギー産）、有機タピオカスターチ（ブラジル産）、ひまわり
レシチン（オランダ産）

1000ml 6¥1,058 (980) ●入数

EcoMil 有機ヘンプミルク ストレート
エ コ ミ ル

有機ココナッツ（スリランカ産）

152kcal/本 40kcal/100g

1361 ライスドリンク（ビタリッツ）アーモンド味
有機米からつくられた穀物ミルク
すっきりとした甘さ、まろやかな味わい
■有機ひまわり油使用
■そのまま飲むほか、代替乳として
■砂糖・乳製品不使用
■コレステロールゼロ

常温で1年
有機米（イタリア産）､有機ひまわり油（イタリア産）､食塩（イタリア産）

1000ml 10¥626 (580) ●入数

有機米からつくられた穀物ミルク
すっきりとした甘さ、アーモンドのコクと香り
■有機ひまわり油・アーモンド使用
■そのまま飲むほか、代替乳として
■砂糖・乳製品不使用
■コレステロールゼロ

常温で1年
有機米（イタリア産）、有機アーモンドペースト（イタリア産）、有機ひまわり油（イタリア産）､
食塩（イタリア産）､香料（アーモンド）

1000ml 10¥648 (600) ●入数

3168 ライスドリンク（ビタリッツ）ナチュラル

64kcal/100ml55kcal/100ml
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3202

有機ジャスミン茶葉100%使用　
ジャスミンの自然で高貴な香り　
酸化防止剤不使用
■春に手摘みした一番茶を使用
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機ジャスミン茶（中国産）

500ml 24¥216 (200) ●入数

OB有機茉莉花茶
（ジャスミン茶・ペットボトル） 3203

有機黒茶葉100%使用　
プーアール茶の豊かな香りと
さっぱりした味わい　
酸化防止剤不使用
■春に手摘みした一番茶を使用
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機黒茶（中国産）

500ml 24¥216 (200) ●入数

OB有機金花普洱茶
（プーアール茶・ペットボトル） 3204

有機烏龍茶葉100%使用　
烏龍茶本来の香りと
やわらかな味わい　
酸化防止剤不使用
■春に手摘みした一番茶を使用
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機烏龍茶（中国産）

500ml 24¥216 (200) ●入数

OB有機黒烏龍茶
（ウーロン茶・ペットボトル）

3205

京都産緑茶葉100%使用　
有機煎茶と有機抹茶を
程よくブレンドした香り豊かな緑茶　
酸化防止剤不使用
■春に手摘みした一番茶を使用
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機緑茶（京都産）

500ml 24¥216 (200) ●入数

OB有機宇治茶・抹茶入り
（ペットボトル） 6939

鹿児島産有機緑茶葉100%使用
すっきりとした味わい
酸化防止剤不使用
■一番茶を丁寧に製茶
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機緑茶（国内産）

500ml 24¥158 (147) ●入数

にっぽんのお茶（緑茶）
ペットボトル 1358

有機小豆100%使用
ほんのりとした小豆の風味
酸化防止剤不使用
■小豆を天然水で煮出した無糖飲料
■ノンカフェイン
■香料・着色料不使用

常温で9ヶ月
有機小豆（中国産）

500ml 24¥183 (170) ●入数

あずき美人茶
（ペットボトル）

6792

不発酵タイプ「グリーンルイボス」茶葉100%使用
クセのないすっきりとした味
酸化防止剤不使用
■不発酵のグリーンルイボスを
軽く焙煎
■ノンカフェイン
■香料・着色料不使用
■お子様にも

常温で1年
有機グリーンルイボス（南アフリカ産）

350ml 24¥151 (140) ●入数

有機ルイボス・ライト（ペットボトル） 2844

発酵タイプ「クラシック」茶葉100%使用
クセのないまろやかな甘み
酸化防止剤不使用
■細かい茶葉のみを使用
■ノンカフェイン
■香料・着色料不使用

常温で1年
有機ルイボス（南アフリカ産）

500ml 24¥162 (150) ●入数

オーガニックルイボスティー
（ペットボトル） 3207

有機ハニーブッシュ茶葉100%使用
ほのかなはちみつの香り
酸化防止剤不使用
■ハニーブッシュは、花がはちみつに
似た甘い香りを放つことから、
その名が付いた
■野生種「サイクロピア・
インターメディア種」使用
■ノンカフェイン
■香料・着色料不使用

常温で1年
有機ハニーブッシュ（南アフリカ産）

500ml 24¥162 (150) ●入数

オーガニックハニーブッシュティー
（ペットボトル）

6782

高知県大豊町産茶葉100%使用
爽やかな酸味
酸化防止剤不使用
■農薬・化学肥料不使用茶葉100%
■植物性乳酸菌含有の完全発酵茶
■香料・着色料不使用

常温で1年3ヶ月
後発酵茶（高知県大豊町産）

195g 30¥162 (150) ●入数

スッキリドリンク碁石茶 6812

北海道産黒大豆100%使用
ほのかな黒豆の甘み
酸化防止剤不使用
■黒豆を天然水で炊いた煮汁を
独自製法で濃縮
■砂糖・香料・着色料不使用
■ORAC値（活性酸素吸収力）
2,500ORAC/本
■ストローつき

常温で1年
黒大豆（北海道産）

125ml 30¥162 (150) ●入数

いつもの黒豆エキス
（北海道産黒豆使用）

1360

国内産有機にんじん100%使用
フルーティーな甘さ、すっきりとした味わい
■国内産有機にんじんと国内産すだちのみ使用
■厳しい寒さの中で育った甘みたっぷりの冬にんじん使用
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

36kcal/本

常温で1年
有機濃縮にんじん（国内産）､すだち（国内産）

125ml 18¥183 (170) ●入数

オーサワの国内産有機人参ジュース

「 野菜ってこんなにフルーティだったんだ!」
きっとそう感じていただける、人参ジュース
です。ただ甘いだけでなく、人参そのもの
の濃厚な美味しさを実感できるのは、
やはり素材がよいから。ぜひ毎日続けて
お飲みください。

6855

国内産原料100%
にんじんの果肉感を残した濃厚な味わい
にんじんとりんごのやさしい甘み
■ストレート果汁
■国内産化学合成農薬・化学肥料不使用にんじん使用
■にんじんとりんごのすっきりした甘さ

38kcal/100g

常温で1年
にんじん（千葉・茨城・青森産）、りんご（青森・山形・長野産）、レモン（愛媛産）、梅エキス

（国内産）

1000ml 6¥1,166 (1,080) ●入数

有機生活の人参ジュース（りんご果汁入り） 6856

国内産原料100%
にんじんの果肉感を残した濃厚な味わい
やさしい甘さとほのかな生姜の風味
■国内産化学合成農薬・化学肥料不使用にんじん使用
■千葉産有機生姜使用

44kcal/100g

常温で1年
にんじん（千葉・茨城・青森産）、りんご（青森・山形・長野産）、レモン（愛媛産）、有機生姜

（千葉産）、紫蘇エキス（新潟産）、梅エキス（国内産）

1000ml 6¥1,183 (1,096) ●入数

有機生活の人参ジュース（生姜入り）

3150

国内産原料100%　
雪下で一冬寝かせたにんじん使用　
とろりとした濃厚な味わい
■ストレート果汁
■魚沼産特別栽培にんじん使用
■雪下で一冬寝かせたにんじんのやわらかい甘みと旨み

常温で1年
にんじん（新潟産）、レモン（愛媛産）、梅エキス（群馬・埼玉産）

雪を割り掘り起した人参ジュース

12500ml ¥604 (560) ●入数

■数量限定品

0211

長野産特別栽培ふじりんご100%
爽やかな甘みと酸味
■ストレート果汁　
■混濁タイプ
■完熟ふじりんご使用

常温で1年
りんご（長野産）

350ml 12¥453 (420) ●入数

りんごジュース（いち粒）
りゅう

55kcal/100g

■4月〜9月限定品

31kcal/100g

国内産原料100%
雪下で一冬寝かせたにんじんの甘みとりんごの酸味
とろりとした濃厚な味わい
■ストレート果汁
■魚沼産特別栽培にんじん、長野産特別栽培りんご使用
■雪下にんじんとふじりんごの果肉感
■飲みやすくフルーティーな甘み

常温で1年
にんじん（新潟産）､りんご（長野産）､レモン（愛媛産）､梅エキス（群馬・埼玉産）

雪を割り掘り起した人参ジュース（りんご果汁入）

38kcal/100g
0200 350ml ¥453 (420) 12●入数
3151 500ml ¥583 (540) 12●入数 0200 3151
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0236

国内産有機にんじん100%使用　
フルーティーな甘さ
■くせがなく飲みやすい
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

45kcal/缶

常温で2年
有機濃縮にんじん（国内産）､有機レモン（スペイン産）

160g 30¥183 (170) ●入数

ヒカリ 有機にんじんジュース 1359

北海道産有機トマト100%　
すっきりとした味わい
■旬のトマトをそのまま搾った
■ストレート果汁
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機トマト（北海道産）

160g
■数量限定品
26kcal/缶

30¥172 (160) ●入数

ヒカリ 国産有機トマトジュース（食塩無添加） 0233

有機トマト100%　
さっぱりとした甘みと酸味
■完熟トマト使用
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機トマト（アメリカ産他）

190g 30¥129 (120) ●入数

ヒカリ オーガニックトマトジュース（食塩無添加）

36kcal/缶

0234

有機トマト100%使用　
さっぱりとした甘みと酸味
■完熟トマト使用
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機トマト（アメリカ産他）､食塩（天塩）

190g 30¥129 (120) ●入数

ヒカリ オーガニックトマトジュース（有塩） 0231

8種類の野菜使用　
濃厚な味と香り
■有機トマト使用
■食塩無添加
■パスタソースなどのベースにも
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機トマトジュース（アメリカ産他）､野菜ジュース［セルリー､有機にんじん､ビーツ､
キャベツ､レタス､クレソン､パセリ］､レモン果汁､有機ゆこう果汁､香辛料

190g 30¥129 (120) ●入数

ヒカリ 野菜ジュース（食塩無添加） 0232

8種類の野菜使用　
濃厚な味と香り
■有機トマト使用
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機トマトジュース（アメリカ産他）､野菜ジュース［セルリー､有機にんじん､ビーツ､
キャベツ､レタス､クレソン､パセリ］、レモン果汁､有機ゆこう果汁､食塩（天塩）､こしょう

190g 30¥129 (120) ●入数

ヒカリ 野菜ジュース（有塩）

36kcal/缶36kcal/缶36kcal/缶

3081

国内産有機野菜・果実使用　
さらっとしていて飲みやすい
■国内産有機にんじん・トマトを
ベースに11種類の野菜と
果物をミックス
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で1年

有機濃縮にんじん（国内産）､有機野菜［トマト・かぼちゃ・青じそ・小松菜・エンサイ・
つるむらさき・モロヘイヤ・たまねぎ（国内産）]､有機果実［すだち､レモン（国内産）］

125ml 18¥172 (160) ●入数

ヒカリ 国産有機野菜ジュース 3159

20種類の野菜使用
トマトベースで飲みやすい
■1缶で野菜350g分
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機トマトジュース（外国産）､野菜ジュース［有機にんじん（アメリカ･ニュージーランド
産他）､セルリー･有機かぼちゃ･だいこん･はくさい･小松菜･ピーマン･ビーツ･ケール･
赤ピーマン･野沢菜･ブロッコリー･キャベツ･ほうれん草･アスパラガス･かぶ･レタス･
クレソン･パセリ（国内産）］､有機レモン果汁（外国産）､有機ゆこう果汁（国内産）

190g 30¥183 (170) ●入数

ヒカリ 有機 野菜飲むなら
これ！1日分

68kcal/缶
32kcal/本

0223

14種類の野菜と果実でつくった
ミックスジュース
フルーティーな甘みで
飲みやすい
■砂糖不使用
86kcal/本

常温で1年
有機ぶどう（アルゼンチン産他）、有機りんご（アルゼンチン・セルビア産他）、有機バナナ（ブラジル・
エクアドル産他）、有機レモン（スペイン・イタリア産他）、かぼす（国内産）、有機すだち（徳島産）、
有機トマト（アメリカ産他）、有機にんじん（国内産）、有機小松菜・有機エンサイ・有機つるむらさき・
有機モロヘイヤ（徳島産）、有機たまねぎ（国内産）、有機青じそ（徳島産）

195g 15¥183 (170) ●入数

ヒカリ 有機フルーティーMixジュース 
プラス野菜

2012

有機野菜・国内産有機にんじん使用
爽やかですっきりとした口当たり
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機りんご（アルゼンチン・セルビア産他）､有機オレンジ（イタリア産他）､有機
レモン（イタリア･スペイン産）､有機トマト（アメリカ産他）､有機にんじん（国内産）

190g 30¥183 (170) ●入数

ヒカリ 有機果実と野菜のジュース 6854

15種類の有機野菜・果実でつくったスムージー
有機バナナの自然な甘みと香り
■とろりとしている濃厚なジュース
■砂糖不使用
■香料・酸化防止剤不使用

64kcal/缶

常温で1年6ヶ月
有機野菜［にんじん（アメリカ・ニュージーランド産他）、トマト（アメリカ・国産他）、かぼちゃ・だいこん・
小松菜・エンサイ・つるむらさき・モロヘイヤ・キャベツ・生姜・たまねぎ・青じそ（国内産）］、有機果実

［バナナ（ブラジル・エクアドル産他）、レモン（スペイン・イタリア産他）、すだち（国内産）］

160g 30¥216 (200) ●入数

ヒカリ 有機野菜とバナナのスムージー 0226

有機果実・にんじん使用
りんごとにんじんのフルーティーな甘み
■食塩無添加
■香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機果実[りんご（アルゼンチン・セルビア産他）､レモン

（スペイン産他）]､有機にんじん（国内産）

190g 30¥183 (170) ●入数

ヒカリ 有機アップルキャロット

87kcal/缶72kcal/缶

3157

徳島産有機ゆず使用
爽やかなゆずの香り
■すっきりとした甘み
■冷やしても、温めても
■香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
粗糖（種子島産）､有機ゆず（徳島産）

190g 30¥129 (120) ●入数

ヒカリ すっとゆずドリンク

■数量限定品

0227

国内産有機みかん100%
香りよく、程よい甘みと酸味
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用
■シーズンパック

常温で2年
有機うんしゅうみかん（国内産）

190g 30¥205 (190) ●入数

ヒカリ 有機みかんジュース

87kcal/缶

2027

有機りんご100%
すっきりとした甘み
■クリアタイプ
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機りんご（アルゼンチン・セルビア産他）

190g 30¥151 (140) ●入数

ヒカリ オーガニックりんごジュース

91kcal/缶 65kcal/缶

0228

青森産りんご100%
芳醇な香りとやさしい甘み
■ストレート果汁
■混濁タイプ
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
りんご（青森産）

900ml 6¥1,198 (1,110) ●入数

りんごジュース（ビン） 0229

国内産有機みかん100%
すっきりとした甘みと酸味
■ストレート果汁
■砂糖・香料・着色料・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機うんしゅうみかん（和歌山･大阪・香川産）

900ml 6¥1,069 (990) ●入数

みかんジュース（ビン）

■数量限定品
39kcal/100g

46kcal/100g

2018

有機ぶどう100%
香り高く、酸味と甘みのバランスが良い
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機ぶどう（アメリカ産）

250ml 24¥324 (300) ●入数

有機ぐれいぷじゅうす（ナイアガラ） 2019

有機バレンシアオレンジ100%
爽やかな香りとすっきりとした甘み
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機オレンジ（スペイン産）

250ml 24¥324 (300) ●入数

有機オレンジじゅうす

43kcal/100ml64kcal/100ml

有機りんご100%
爽やかな甘み
■ストレート果汁
■クリアタイプ
■生食用の有機りんご使用
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機りんご（アメリカ産）

有機あっぷるじゅうす

2016 710ml ¥1,080 (1,000)
2017 250ml ¥324 (300)

12●入数

24●入数

20162017

有機ぶどう100%
芳醇な味わい、ほのかな渋み
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年6ヶ月
有機ぶどう（アメリカ産）

有機ぐれいぷじゅうす（コンコード）

2014 710ml ¥1,080 (1,000)
2015 250ml ¥324 (300)

12●入数

24●入数

2014201567kcal/100ml52kcal/100ml

長野産りんご・ぶどう100%使用
果物本来の自然な甘み

りんごちゃん&ぐれーぷる3197 450ml
（90ml×5本） 12¥432

(400)
濃縮りんご・濃縮ぶどう（長野産） 常温で

6ヶ月■4月〜9月限定品
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有機果実だけでつくったスムージー

Vitabio スーパーフルーツシリーズ
ビ タ ビ オ

■ストレート果汁　■とろりとした濃厚なジュース　■飲みきりサイズ　■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

6844 アップル・マンゴー・アセロラ
マンゴーとアセロラをブレンドした
トロピカルな風味

6845 アップル・グアバ・クランベリー
グアバとクランベリーをブレンドした
爽やかな味わい

6846 アップル・ラズベリー・ブルーベリー
ラズベリーとブルーベリーの
程よい甘酸っぱさ

常温で1年

6851

有機ココナッツ100%使用
ほのかな甘みで飲みやすい
スポーツドリンクとしても
■有機ココナッツから取り出した
天然のジュース
■カリウム約1089mg/本
■砂糖・香料・着色料不使用
■ストローつき

常温で1年2ヶ月
有機ココナッツウォーター（スリランカ産）、酸化防止剤（ビタミンC）

オーガニックココナッツウォーター

330ml 12¥324 (300) ●入数
18kcal/100ml

0221

有機ざくろ100%
程よい渋みと苦み
■ストレート果汁
■ポリフェノール：626mg/本
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機ざくろ（トルコ産）

Rabenhorst 
オーガニック ザクロジュース

125ml 24¥410 (380) ●入数
76kcal/本

0222

有機アロニア100%
程よい渋みと苦み
■ストレート果汁
■そのまま飲むほか、水で割っても
■ポリフェノール：1250mg/本
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機アロニア（ポーランド産）

Rabenhorst 
オーガニック アロニアジュース

125ml 24¥410 (380) ●入数
65kcal/本

0241

有機果実100%　9種の果実をブレンドしたミックスジュース
ベリー類の爽やかな酸味と程よい甘み
■ストレート果汁
■1本で1日に必要なビタミンCの
半分が摂取できる
■ビタミンC：50mg/本
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で2年
有機レッドグレープ（イタリア産）、有機りんご（ドイツ・イタリア産）、有機ブラックカラント（ポーランド・イタ
リア産）、有機アロニア（ポーランド産）、有機アセロラ（ブラジル産）、有機エルダーベリー（ハンガリー産）、
有機ブルーベリー（ルーマニア産）、有機ザクロ（トルコ産）、有機カウベリー（フィンランド・リトアニア産）

Rabenhorst 
オーガニック ベリーミックスジュース

125ml 24¥410 (380) ●入数
70kcal/本

北海道産有機ブルーベリー100%
完熟ブルーベリーの濃厚な甘みと、爽やかな酸味
■ストレート果汁
■一粒一粒手摘みしジュースに加工
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機ブルーベリー（北海道産）

有機ブルーベリージュース｢紺碧の恋｣

6776 710ml 12¥3,909 (3,620) ●入数

6775 100ml 1¥545 (505) ●入数

こ ん ぺ き

6775 6776

0198

野生種「ビルベリー」の完熟果実100%使用
爽やかな酸味
■ストレート果汁使用
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機ビルベリー（北欧産）

50ml 30¥302 (280) ●入数

OFP有機ブルーベリー（果汁入り飲料）

12kcal/本

2882

クランベリー100%
爽やかな酸味とほのかな渋み
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
クランベリー（カナダ･アメリカ産）

500ml 12¥1,296 (1,200) ●入数

クランベリー100（ストレート）

6798

有機ざくろ100%
濃厚なざくろの風味

常温で2年
有機ざくろ（トルコ産）

Barabu 有機ざくろジュース
バ ラ ブ

■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

1000ml 6¥1,566 (1,450) ●入数
52kcal/100ml

6852

アセロラ100%
爽やかな酸味と、ほのかな甘み
■栄養機能食品（ビタミンC）
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用
■ビタミンC含有量：580mg/100g
■1日当たり100mlを目安に
■そのまま、または炭酸水や
豆乳等で割っても

常温で9ヶ月
アセロラ（台湾・沖縄産）

アセロラ100

500ml 24¥648 (600) ●入数

ビタミンC

29kcal/100g

3183

岩手産ヤマブドウ100%
爽やかな甘みと程よい酸味
3年熟成
■ストレート果汁
■実・皮・種をまるごと使用
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
ヤマブドウ（岩手産）

山のきぶどう

600ml 12¥1,836 ●入数(1,700)

2007

生食用桃太郎トマト100%
フルーティーな味わい
■ストレート果汁
■完熟トマト1.5kg分/瓶
■無塩
■香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
トマト（国内産）

1L 6¥864 (800) ●入数

トマトジュース 純トマト（食塩無添加）

野菜汁・果汁100%　
独自のすりつぶし製法、フレッシュピューレ製法採用　
たっぷりのセンイ質が感じられる濃厚なの飲み心地
■9種類の青野菜に2種類の果物をブレンド
■野菜ピューレ25%入り
■飲みやすさにこだわり、香りと甘みのひきたつりんごを使用
■無塩

常温で1年

ブロッコリー（メキシコ産）､セロリ（メキシコ産）､キャベツ（メキシコ・アメリカ産）､ケール（国内産）､ほうれん草（欧州産）､
レタス・パセリ･大根葉･小松菜･りんご（国内産）､レモン（アルゼンチン・メキシコ・イタリア産）､クチナシ色素

健康道場・おいしい青汁

No.1354：61kcal/缶 No.1355：38kcal/100g

1354 160g ¥216 (200) 30●入数（缶）
1355 900g ¥972 (900) 6●入数（ペットボトル）

13551354

1356

特定保健用食品
コレステロールが気になる方に
ブロッコリー・キャベツ由来のSMCS（天然アミノ酸）含有
■野菜汁＋果汁100%
■独自のすりつぶし製法採用
■トロッとした濃厚な飲み心地
■野菜の栄養を丸ごととれる
■無塩

53kcal/缶

常温で1年

ブロッコリー（メキシコ・アメリカ産）､セロリ（メキシコ・国内・アメリカ産）､キャベツ（メキシコ・アメリカ産）レタス・ほうれん草・大根葉･小松菜･パセリ（国内産）､
りんご（国内･アメリカ・ニュージランド・ブラジル産他）､レモン（アルゼンチン・メキシコ・イタリア産）､クチナシ色素､ビタミンC､カロテン色素

160g 30¥216 (200) ●入数

緑でサラナ

ラ ベ ン ホ ー ス ト ラ ベ ン ホ ー ス ト

ラ ベ ン ホ ー ス ト

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、有機マンゴー（エクアドル産）、有機アセロラ（ブラジル産）］

120g 10¥388 (360) ●入数

73kcal/袋

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、有機グアバ（ブラジル産）、有機クランベリー（カナダ産）］

120g 10¥388 (360) ●入数

65kcal/袋

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、有機ラズベリー（スペイン産）、有機ブルーベリー（スウェーデン産）］

120g 10¥388 (360) ●入数

71kcal/袋

51kcal/100g

24kcal/100g 57kcal/100g 22kcal/100ml

0263

有機果実にビーツとスピルリナをブレンド　
飲みやすく美味しいミックスジュース
■ポリフェノールを含むビーツと
スーパーフードのスピルリナを配合
■毎日の美習慣におすすめです
■ビタミンC：20mg/本
59kcal/本

常温で2年
有機果実［有機りんご（ドイツ・イタリア産）、有機ビーツ（ドイツ産）、有機マンゴー（インド産）、有機
パイナップル（コスタリカ産）、有機アセロラ（ブラジル産）、有機キウイフルーツ（イタリア産） 、有機
パッションフルーツ（スペイン産）］、有機抹茶（熊本・鹿児島・宮崎産）、スピルリナ（南アメリカ産）

125ml 24¥410 (380) ●入数

Rabenhorst 
オーガニックフルーツミックスジュース（ビーツ&スピルリナ）

ラ ベ ン ホ ー ス ト

有機果実だけでつくったスムージー
りんごのすっきりとした甘み

Vitabio クールフルーツ（アップル）6857 90g 14¥302
(280)

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、
有機アセロラ（ブラジル産）］

常温で
1年■4月〜9月限定品

有機果実だけでつくったスムージー
爽やかなアプリコットの酸味とピーチの甘み

Vitabio クールフルーツ（アップル・ピーチ・アプリコット）6858 90g 14¥302
(280)

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、有機もも・あんず・グレープ
（イタリア産）、有機アセロラ（ブラジル産）、有機レモン（イタリア産）］

常温で
1年■4月〜9月限定品

有機果実だけでつくったスムージー
マンゴーとパイナップルのトロピカルな味

Vitabio クールフルーツ（アップル・マンゴー・パイナップル）6859 90g 14¥302
(280)

有機果実［有機りんご（イタリア・フランス産）、有機マンゴー（インド産）、
有機パイナップル（コスタリカ産）、有機アセロラ（ブラジル産）］

常温で
1年■4月〜9月限定品

3206

有機ざくろ100%　
甘くフルーティーな味わい
■ストレート果汁
■砂糖・香料・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機ざくろ（トルコ産）

有機ざくろジュース100％

710ml 12¥1,296 (1,200) ●入数

3086

国内産果汁・野菜汁100%　そのまま搾ったストレートジュース　
独自のすりつぶし製法採用　
たっぷりのセンイ質が感じられる濃厚な飲み心地
■5種類の野菜に3種類の果物をブレンド　
■センイ質27%（容量比）　
■さっぱり爽やかな風味の
にんじんタイプ　
■無塩

57kcal/缶

りんご･みかん･レモン・にんじん･セロリ･ほうれん草･
キャベツ･パセリ（国内産）

160g 30¥216 (200) ●入数

健康道場・果汁入り橙黄野菜
とうおう

3087

国内産果汁・野菜汁100%　そのまま搾ったストレートジュース　
独自のすりつぶし製法採用　
たっぷりのセンイ質が感じられる濃厚な飲み心地
■5種類の野菜に3種類の果物をプレンド
■センイ質27%（容量比）　
■マイルドで飲みやすい
かぼちゃタイプ　
■無塩

66kcal/缶

りんご･みかん･レモン･にんじん･かぼちゃ･ほうれん草･
キャベツ･パセリ（国内産）

160g 30¥216 (200) ●入数

健康道場・果汁入り黄実野菜
おうじつ

3085

有機野菜100%　独自の乳酸発酵、すりつぶし製法採用　
にんじんベースのトロッとした濃厚な飲み心地
■にんじん、ほうれん草、セロリ、ピーマン、
キャベツの5種類の有機野菜使用
■βーカロテン6mg
■野菜センイ質30%（容量比）
■乳酸菌発酵による
マイルドなおいしさ
■無塩

64kcal/缶

有機にんじん（国内･アメリカ産）､有機ほうれん草（国内産）､有機ピーマン（アメリカ産）､
有機キャベツ（国内産）､有機セロリ（アメリカ産）､有機レモン（アルゼンチン・イタリア産）

160g 24¥270 (250) ●入数

健康道場・緑黄野菜
りょくおう

常温で1年 常温で1年常温で1年



穀 物飲料・飲料 コーヒー・茶類

106 107

1368

国内産有機生姜使用
生姜の風味際立つ、
すっきり爽やかな喉ごし
■甘みには有機砂糖と
有機りんご果汁を使用
■ブドウ糖果糖液糖不使用

常温で1年
有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン産他）､有機りんご果汁（アルゼンチン・セルビア産他）､
有機生姜（国内産）､有機レモン果汁（スペイン･イタリア産他）､有機すだち果汁（国内産）

250ml 30¥140 (130) ●入数

ヒカリ オーガニックジンジャーエール1357

有機りんご・レモン果汁使用
砂糖不使用
自然で爽やかな甘みと酸味
■有機果汁85%以上使用
■ブドウ糖果糖液糖不使用
■天然水使用

常温で1年6ヶ月
有機りんご（アルゼンチン・セルビア産他）､有機レモン

（スペイン･イタリア産他）、炭酸

250ml 30¥140 (130) ●入数

ヒカリ オーガニックアップルサイダー＋レモン6791

有機ぶどう・レモン果汁使用
砂糖不使用
自然な甘み、ぶどうの豊かな香り
■有機果汁85%以上使用
■ブドウ糖果糖液糖不使用
■天然水使用

常温で1年6ヶ月
有機ぶどう（アルゼンチン・アメリカ産他）、有機レモン

（スペイン・イタリア産他）、炭酸

250ml 30¥151 (140) ●入数

ヒカリ オーガニックぶどうサイダー＋レモン

■スポーツ時や風邪をひいたときの
水分補給、熱中症対策にも
■香料・酸化防止剤不使用
■カロリーオフ

6853

有機果汁使用　砂糖不使用
爽やかなゆずの風味

常温で1年
有機果実[ぶどう（アルゼンチン産他）、りんご（アルゼンチン・セルビア産他）、
レモン（スペイン・イタリア産他）、ゆず（徳島産）]、食塩（最進の塩）

280ml 24¥183 (170) ●入数

ヒカリオーガニックスポーツドリンク
（ゆず風味）ペットボトル 6777

水に溶かし、スポーツドリンク感覚で塩分とミネラルを補給
マイルドですっきりとした味わい
■伊豆大島産海水使用
■豆乳で発酵させた植物由来の
乳酸発酵液配合
■独自製法で海水の
少量微量元素を多く残した
■砂糖不使用

常温で2年
海水（伊豆大島産）、乳酸発酵液［大豆由来（静岡産）］

10g（1g×10包） 60¥308 (286) ●入数

super 海の精 いのちのもと 2834

国内産原料100％使用
有機柚子皮・果汁たっぷり
柚子の香りと爽やかな甘み
■九州産本葛粉入り
■湯や水などで薄めて飲むほか、
ヨーグルトに入れて

常温で2年
ゆず皮［有機ゆず（四国産）］､粗糖（鹿児島産）､有機ゆず
果汁（四国産）､寒天（国内産）､本葛粉（九州産）

520g 12¥1,728 (1,600) ●入数

国産ゆず茶

1363

国内産有機生姜使用
砂糖不使用
爽やかな辛みとさっぱりとした自然な甘み
■濃縮タイプ（4〜6倍）
■湯や炭酸水で割って

常温で2年
有機ぶどう果汁（アルゼンチン産他）､有機生姜（国内産）､有機レモン果汁（スペイン･イタリア産他）

200ml 20¥813 (753) ●入数

オーサワの有機生姜しぼり

アラビカ種使用
芳醇な香りと程よい酸味
■芳醇な香りとほどよい酸味で
マイルドな味わい
■冷水にも溶けやすいので、
アイスにも

常温で2年6ヶ月
有機コーヒー豆（コロンビア産）

オーガニックマウンテン有機インスタントコーヒー

6453 100g 12¥1,077 (998) ●入数（ビン）
6454 80g 20¥899 (833) ●入数（袋）

64536454

苦みの中にまろやかな旨みがある
カップにセットし手軽にドリップ
■有機グァテマラコーヒーをイタリアン
ロースト（深煎り）に焙煎
■バリアー性に優れ、より新鮮な香りと
風味が味わえる
■ドリップタイプ　■個包装

常温で1年
有機コーヒー豆（グァテマラ産）

ショットワンカフェ有機イタリアーノ

6395 175g（7g×25袋）（箱） 12¥1,620 (1,500) ●入数

1608 70g（7g×10袋）（袋） 12¥648 (600) ●入数

63951608

6391

有機コーヒー豆使用
中深煎りタイプ
ソフトな酸味の中に
上質な苦みと甘みが調和

常温で1年
有機コーヒー豆（コロンビア･メキシコ産他）

180g 6¥756 (700) ●入数

オーガニックコーヒー
（プレミアムブレンド・粉） 6392

有機熟成コーヒー豆を使用　
中煎りタイプ　
マイルドな酸味と柔らかな甘み

常温で1年
有機コーヒー豆（コロンビア・メキシコ他）

180g 6¥756 (700) ●入数

オーガニックコーヒー
（メロウブレンド・粉） 6393

有機熟成コーヒー豆使用　
深煎りタイプ　
上質な苦みとコク

常温で1年
有機コーヒー豆（コロンビア・メキシコ他）

180g 6¥756 (700) ●入数

オーガニックコーヒー
（クラシックブレンド・粉）

6463

アラビカ種使用　
コーヒー通も満足できる本格派
■有機・フェアトレードコーヒー豆使用
■渋みの原因であるシルバースキンを
除去しているので、
雑味のない洗練された味
■香りとコクのバランスがよい
■ドリップタイプ

常温で6ヶ月

有機コーヒー豆（ブラジル･ペルー･エクアドル産）

180g 50¥1,026 (950) ●入数

カフェ セオリ（オリジナルブレンド・粉）6464

アラビカ種使用　
豊かな香り
■有機・フェアトレードコーヒー豆使用
■コクと風味を実現
■直火ロースターで焙煎することで、
豆の旨みを最大限に引き出した
■豆を好みの粗さで挽き、
ドリップやコーヒーメーカーで抽出

常温で6ヶ月

有機コーヒー豆（ブラジル･ペルー･エクアドル産）

180g 20¥1,026 (950) ●入数

カフェ セオリ（オリジナルブレンド・豆）

2062

有機アラビカ種使用　カフェインレス　
芳醇な香り　すっきりとした味わい
■中深煎り
■中挽きタイプ
■ドリップタイプ

常温で1年
有機コーヒー豆（メキシコ・エチオピア産）

100g 20¥864 (800) ●入数

サミーゴ カフェインレス 
オーガニックコーヒー（粉）

有機アラビカ種使用　99.8%カフェインカット
コクと風味はそのまま
■有機アラビカ種を使用したインスタントコーヒー
■コーヒー本来の風味や味を損なうことなく、
カフェインを99.8%以上カット
■カフェインは二酸化炭素で抽出
■苦みがなくさっぱりして飲みやすい

No.6389：常温で2年／No.6415：常温で3年
有機コーヒー（南米産他）

サミーゴ カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー

6415 75g 12¥1,296 (1,200) ●入数

6389 50g 50¥810 (750) ●入数
6389 6415（ビン）

（袋）

98kcal/缶 91kcal/缶 85kcal/缶

48kcal/本

6799

国内産有機生姜、九州産本葛粉使用
砂糖不使用　やさしい甘さと生姜の辛み
■1包を湯100mlで溶いて
■砂糖の代わりに紅茶などに
入れても

常温で2年
メープルシュガー（カナダ産）、有機生姜（高知・熊本・長崎産）、馬鈴
薯でん粉（北海道産）、本葛（宮崎・鹿児島産）、節蓮根粉末（山口産）

32g（8g×4包）
■10月〜3月限定品

20¥464 (430) ●入数

メープルしょうが湯

国内産原料100%　本葛粉使用　お湯を注ぐだけで手軽

くず湯

■本葛ならではの滑らかな舌触りととろみ　■甘さ控えめ　■葛ゼリーとしても

常温で6ヶ月

1096 プレーン

粗糖（さとうきびの詩）､本葛粉
（鹿児島･宮崎産）

1097 生姜
生姜の香り際立つ

粗糖（さとうきびの詩）､本葛粉（鹿児島･
宮崎産）､生姜粉末（国内産）

1098 柚子
柚子の風味爽やか

粗糖（さとうきびの詩）､本葛粉（鹿児島･
宮崎産）､柚子粉末（国内産）

1099 蓮根
れんこんと生姜入り

粗糖（さとうきびの詩）､本葛粉（鹿児島･
宮崎産）､れんこん粉末･生姜粉末（国内産）

■10月〜3月限定品

有機果汁使用　砂糖不使用
果汁のすっきりとした味わい

オーサワの のむこんにゃく2009 125g 12¥216
(200)

有機りんご果汁（アルゼンチン・セルビア産他）､有機レモン
果汁（スペイン･イタリア産）､こんにゃく粉（国内産）

冷暗所で
5ヶ月■4月〜9月限定品

農薬・化学肥料不使用　一晩置くだけでできる　
本格派水出しコーヒー　まろやかで香味豊か

水出しコーヒーアジアン・ウインド3141 210g
（35g×6P） 30¥961

(890)
有機コーヒー豆（東ティモール産）､特別栽培
コーヒー豆（ラオス産）

常温で
6ヶ月■4月〜9月限定品

125g（25g×5袋） 30¥570 (528) ●入数各

■豆本来の旨みを引き出すため
じっくりと焙煎した
■ソフトな酸味の中に
上質な旨みと甘みが調和した
プレミアムブレンドコーヒー
■ドリップタイプ

■豆本来の旨みを引き出すため
じっくりと焙煎した
■マイルドな酸味と
柔らかな甘みを合わせ持つ
香り高いコーヒー
■ドリップタイプ

■豆本来の旨みを引き出すため
じっくりと焙煎した
■上質な苦みの中に
しっかりとしたコクを引き出した
味わい深い通好みの逸品
■ドリップタイプ



コーヒー・茶類 コーヒー・茶類

108 109

2061

宮崎産有機茶葉100%
花のような華やかで、甘い香り
■無漂白三角ティーバッグ使用
■1包でカップ1杯分

常温で2年
有機紅茶（宮崎産）

60g（3g×20包） 50¥756 (700) ●入数

オーサワの宮崎産有機紅茶（ティーバッグ） 6427

宮崎産有機紅茶使用　
生姜の香り高く深みのある味わい
■農薬・化学肥料不使用生姜をブレンド
■無漂白ティーバッグ使用
■1包でティーポット1杯分

常温で2年
有機紅茶（宮崎産）、生姜（宮崎産）

オーサワの生姜紅茶（ティーバッグ）

60g（3g×20包） 50¥1,080 (1,000) ●入数

2063

炭火でじっくりと焙煎
柔らかな苦みと深い味わい
■抽出水は、
コーヒーに最も適した
活性炭濾過による軟水を使用

常温で1年
有機コーヒー（ペルー･グアテマラ産）

1L 6¥540 (500) ●入数

オーガニック カフェグラッセ（無糖）6406

有機コーヒー豆100%使用
無糖　すっきりとしたマイルドな味わい
環境にもやさしい紙容器入り
■フェアトレード豆　
■ホット、アイスと両方楽しめる　
■環境に配慮したカートカン使用

常温で9ヶ月
有機コーヒー生豆（エクアドル･メキシコ産：アラビカ種）

195g 30¥154 (143) ●入数

ECO・BLACK3135

アラビカ種使用　カフェインレス　
豊かなコクと風味

常温で1年
コーヒー豆（ペルー産）

200g 50¥1,598 (1,480) ●入数

ピープルツリー ディ・カフェ（粉）

■海外認定コーヒー豆使用
■フェアトレード豆使用
■ドリップタイプ

3120

インド ダージリン産有機茶葉100%　
果物のような芳醇な香り
■インド ダージリン産の紅茶は
世界三大銘茶の一つ　
■バイオ・ダイナミック農法　
■マカイバリ茶園の夏摘み

「マスカテル」を使用　
■無漂白ティーバッグ使用　
■1包でカップ1杯分

常温で3年
有機紅茶（インド産）

25g（2.5g×10包） 100¥1,026 (950) ●入数

マカイバリ紅茶（ティーバッグ）3119

インド ダージリン産有機茶葉100%　
果物のような芳醇な香り
■インド ダージリン産の紅茶は
世界三大銘茶の一つ　
■バイオ・ダイナミック農法　
■マカイバリ茶園の夏摘み

「マスカテル」を使用　
■約5gでティーポット1杯分

常温で3年
有機紅茶（インド産）

50g 100¥1,620 (1,500) ●入数

マカイバリ紅茶（リーフ）

0209

有機ココア100%　
ほろ苦く、豊かな香り　砂糖不使用
■湯で溶いて飲む他、菓子の材料などに

常温で1年
有機ココアパウダー（オランダ産）

オーサワ ブラックココア

399kcal/100g

120g 20¥673 (624) ●入数

0353

有機いなご豆100%
ココアの代用に
■「いなご豆」の黒いさやを
乾燥させて細かく挽いたもの
■湯で溶いてココア風に
するほか、菓子の材料などに
■ノンカフェイン

常温で6ヶ月
有機キャロブパウダー（イタリア産）

300g 24¥442 (410) ●入数

有機キャロブパウダー

6413

スリランカ ウバ産有機茶葉100%　
ミルクティーによく合う濃厚な風味
■スリランカ ウバ産の紅茶は
世界三大銘茶の一つ　
■無漂白ティーバッグ使用　
■1包でカップ1杯分

常温で3年
有機紅茶（スリランカ産）

40g（2g×20包） 12¥415 (385) ●入数

有機栽培セイロンティー
（ティーバッグ）

農薬不使用茶葉100%
フレッシュな香りと渋みを押さえたコクのある味
■短時間で味と香りを抽出する
粒状の葉に仕上げた
■リーフ：約3gでティーポット1杯分
■ティーバッグ：1包でカップ1杯分

常温で2年
紅茶（ケニア産）

農薬を使わずに育てた紅茶

1606 44g（2.2g×20包） 10¥324 (300) ●入数

2922

2922 100g 10¥540 (500) ●入数

1606

（ティーバッグ）
（リーフ）

1650

農薬不使用茶葉100%　渋みが少なく、深みとコクがある
ミルクティーなどによく合う
■「農薬を使わずに育てた紅茶」に
有機アッサム紅茶をブレンド
■短時間で味と香りを抽出する
粒状の葉に仕上げた
■リーフ：約3gでティーポット1杯分
■ティーバッグ：1包でカップ1杯分

常温で2年
紅茶（ケニア・インド産）

農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶

6390 40g（2g×20包） 10¥378 (350) ●入数

1650 100g 10¥540 (500) ●入数

6390

（ティーバッグ）
（リーフ）

6412

スリランカ産有機茶葉100%
柑橘系のベルガモットの香り豊か
■無漂白ティーバッグ使用
■1包でカップ1杯分

常温で3年
有機紅茶･ベルガモット（スリランカ産）

55g（2.2g×25包） 12¥572 (530) ●入数

有機栽培アールグレイティー
（ティーバッグ） 6411

有機ウバ紅茶に5種のスパイスをブレンド　
本格チャイが手軽にできる　
香り高く深い味わい
■バイオダイナミック農法　
■ストレートでも豆乳を
加えてもおいしい

常温で3年
有機紅茶･シナモン･カルダモン･生姜･こしょう･クローブ

（スリランカ産）

30g 150¥410 (380) ●入数

有機チャイティー

エ コ 　 　  　 ブ ラ ッ ク

炭火でじっくりと焙煎
柔らかな苦みと深い味わい　ほのかな甘み

オーガニック カフェグラッセ（微糖）2064 1L 6¥540
(500)

有機コーヒー（ペルー・メキシコ産）、オーガニック
シュガー（ブラジル産）

常温で
1年■4月〜9月限定品

スリランカ　ウバ産有機茶葉使用　
豊かな香りとコク、まろやかな風味

オーガニック テグラッセ（無糖・紅茶）2065 1L 6¥432
(400)

有機紅茶（スリランカ産）､香料 常温で
1年■4月〜9月限定品

スリランカ　ウバ産有機茶葉使用　
柑橘系のベルガモットの香り豊か

オーガニック アールグレイ テグラッセ（無糖・紅茶）2066 1L 6¥486
(450)

有機紅茶（スリランカ産）、ベルガモット（ドイツ産） 常温で
1年■4月〜9月限定品

2068

有機いなご豆100%
ほのかな甘み　ココアの代用に
■「いなご豆」の黒いさやを乾燥させて
細かく挽いたもの
■湯で溶いてココア風にするほか、
菓子の材料などに
■ノンカフェイン

常温で6ヶ月
有機キャロブパウダー（イタリア産）

オーサワのオーガニックキャロブパウダー

150g 30¥259 (240) ●入数



コーヒー・茶類 コーヒー・茶類

110 111

3098

国内産はと麦100%
煮出し・水出し両用タイプ
香り高く香ばしい
■ティーバッグタイプ
■独自製法により香ばしく、
抽出力が良い

常温で1年
はと麦（国内産）

160g（8g×20） 10¥864 (800) ●入数

はと麦茶

穀物でつくったコーヒー風飲料
苦みと甘みが強くコクがある
■インスタントタイプ
■湯で溶いて

常温で1年8ヶ月
大麦･ライ麦･乾燥チコリー･ビート（ポーランド産）

野茶い焙煎 チコリーコーヒー

2035 100g 24¥1,296 (1,200) ●入数（ビン）
3125 30g 60¥513 (475) ●入数（お試し用・袋）

3124 180g 40¥2,036 (1,886) ●入数（詰替用・袋）

や ち ゃ

20353125 3124

6431

国内産有機はと麦100%
風味よく香ばしい
水出し・お湯出し両用タイプ
■やさしい味わいで飲みやすい
■使いやすいティーバッグタイプ
■水出し：2包で1L分
お湯出し：1〜2包で1L分
■ノンカフェイン

常温で1年
有機はと麦（国内産）

100g（5g×20包） ¥864 (800) 10●入数

オーサワの有機はとむぎ茶

6381

有機大麦麦芽だけでつくったコーヒー風飲料　
程よい苦みと大麦のほのかな甘み　ノンカフェイン
■有機大麦麦芽100%
■インスタントタイプ
■湯で溶いて
■冷水にも溶けやすいので
アイスにも

常温で3年
有機大麦麦芽（ドイツ産）

100g 6¥1,188 (1,100) ●入数

ビオピュール 麦芽コーヒー6382

有機穀物でつくったコーヒー風飲料
程よい酸味と苦み　ノンカフェイン
■インスタントタイプ
■湯で溶いて
■冷水にも溶けやすいので
アイスにも

常温で3年
有機ライ麦・大麦麦芽・大麦（ドイツ産）、有機チコリ

（ベルギー・フランス産）、有機いちじく（トルコ産）

100g 6¥1,296 (1,200) ●入数

ビオピュール 穀物コーヒー 2032

有機穀物でつくったコーヒー風飲料
程よい苦みと甘み　ノンカフェイン
■インスタントタイプ
■湯で溶いて
■冷水にも溶けやすいので
アイスにも

常温で2年
有機大麦（イタリア産）、有機麦芽（ドイツ産）、有機チコリ（フランス･
ベルギー産）、有機ライ麦（イタリア産）、有機いちじく（ドイツ産）

100g 12¥1,404 (1,300) ●入数

オーガニックノーカフ（穀物飲料）

2933

大麦がベースのマイルドな味
煮出し・水出し両用
■国内産雑穀100%使用
■甘み・香ばしさがある
くせのない後味
■水出し可

常温で1年
大麦・もちあわ･もちきび・はと麦・黒豆・黒米・ひえ（国内産）

200g（10g×20） 10¥648 (600) ●入数

五穀茶

2837

国内産はと麦100%
香ばしく甘みがある
ノンカフェイン
■無漂白ティーバッグ使用
■保存に便利なチャック付き袋

常温で2年
はと麦（国内産）

160g（8g×20） ¥648 (600) 20●入数

みんなのはと麦茶

3099

8種類の国内産野草をブレンド　
クセがなくマイルドで飲みやすい　
ノンカフェイン
■国内産原料100％使用
■無漂白ティーバッグ使用
■保存に便利なチャック付き袋

常温で2年
はと麦･ハブ茶･麦茶･玄米･どくだみ･柿の葉･浜茶･ビワ
の葉（国内産）

みんなのお茶

240g（8g×30） ¥864 (800) 20●入数

2911

丹波黒大豆100%使用
■ティーバッグで煮出し簡単
■香ばしく、飲みやすい
■1Lの湯で3〜5分煮出す
■煮出し後の豆も食べられる

常温で1年
丹波黒大豆（国内産）

100g（10g×10） 25¥648 (600) ●入数

黒豆茶 3093

国内産有機黒大豆100%　
ほんのり甘く、香ばしい　
煮出し・水出し両用
■丁寧に焙煎し、
甘みと旨みを引き出した
■ノンカフェイン

常温で1年
有機黒大豆（国内産）

100g（5g×20） 10¥864 (800) ●入数

有機黒豆茶（ティーバッグ）

6444

さわやかな煎茶の旨みと玄米の香ばしさ
■香ばしい玄米の香り
■急須で入れて

常温で10ヶ月
有機玄米･緑茶（国内産）

150g 10¥453 (420) ●入数

オーサワの有機玄米茶

6494

北海道日高産天然みついし昆布使用　
味わい深く濃厚な旨み　だしや料理の隠し味にも
■厳選した良質な昆布と根昆布を使用
■沖縄産海水塩使用
■お湯に溶くだけで昆布茶に
■化学調味料不使用

常温で1年
昆布・根昆布（北海道産）、食塩（青い海）

30g 100¥475 (440) ●入数

オーサワの昆布茶

2931

ほうじ茶と玄米の香ばしさが絶妙
■雁ケ音ほうじ茶をブレンドし、
香ばしさを出した
■香り豊かでさっぱりした味
■急須で入れて

常温で10ヶ月
有機玄米･ほうじ茶（国内産）

130g ¥453 (420) 10●入数

オーサワの有機玄米ほうじ茶

3100

宮崎産有機茶葉100%　
花のような豊かで上品な香り
■香り高い品種の有機茶葉仕様
■九州地方伝統の釜炒り製法
■急須で入れて

常温で2年
有機烏龍茶（宮崎産）

オーサワの宮崎産有機烏龍茶

60g 50¥788 (730) ●入数

2072

国内産有機六条大麦100%
煮出し・水出し両用
■砂釜焙煎
■無漂白ティーバッグ使用
■味も香りも豊か
■水出し：1包で1L分
煮出し：1包で1L分

常温で1年
有機大麦（国内産）

200g（10g×20） 10¥432 (400) ●入数

有機麦茶 3108

有機六条大麦100%　
煮出し・水出し両用　
香ばしく甘みがある
■大容量のティーバッグ使用
■水出し：1包で1.2L分
煮出し：1包で1.5L分

常温で2年
有機六条大麦（カナダ産）

360g（20g×18） 5¥432 (400) ●入数

みたけ有機麦茶（20g×18袋）
有機六条大麦100%
煮出し・水出し両用
香ばしくすっきりした味わい　
徳用タイプ
■使いやすいティーバッグタイプ
■水出し：1包で1L分
煮出し：1包で1.2L分

6432

常温で2年
有機六条大麦（カナダ産）

442g（8.5g×52） 12¥432 (400) ●入数

みたけ有機麦茶（8.5g×52袋）

3101

国内産有機六条大麦100%　
丸粒大麦の甘みと粉砕大麦のコク　
煮出し用
■香ばしくすっきりとした味わい
■無漂白ティーバッグ使用
■煮出して1袋1L分
■ノンカフェイン

常温で2年
有機六条大麦（国内産）

120g（8g×15） 20¥324 (300) ●入数

まるつぶミックス麦茶



コーヒー・茶類 コーヒー・茶類
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奈良産農薬・肥料不使用茶100%　軽やかで香ばしい味わい
■茎40%、葉60%
■1年に1度、1年以上育生した茎と葉を晩夏から初秋にかけて収穫し丸ごと使用
■薪火焙煎
■熟成後薪火で焙煎し仕上げた
■急須でサッと出して
■煮出し不要
■自然と調和した茶づくりをめざし、環境保全型農業を実践する健一自然農園でつくった薪火晩茶

常温で1年
茶（奈良産）

オーサワの薪火晩茶（秋摘み）

6497 600g 11¥2,160 (2,000) ●入数 6496 6497
6496 100g 50¥496 (460) ●入数

ま き び ば ん ち ゃ

6430

京都府宇治産有機茶100%
香ばしくやさしい味わい
分包タイプ
■1包で1L分
■無漂白ティーバッグ使用

常温で10ヶ月
有機茶（京都産）

150g（10g×15包） 10¥864 (800) ●入数

有機三年番茶（分包） 0172

京都府宇治産有機茶100%
香ばしく風味が良い
■茎80%、葉20%
■煮出し不要
■1包でカップ1杯分
■無漂白ティーバッグ使用

常温で1年
有機茶（京都産）

36g（1.8g×20包） 10¥432 (400) ●入数

有機熟成三年番茶（ティーバッグ）

奈良産農薬・肥料不使用茶100%　
まろやかな甘みとコク　香ばしい味わい
■茎70%、葉30%
■1年に1度、3年以上育生した茎と葉を晩秋から冬にかけて収穫し丸ごと使用
■深炒り・二段薪火焙煎　■熟成前後、薪火で二回焙煎して仕上げた
■煮出して飲むほか、お湯出しでも
■自然と調和した茶づくりをめざし、環境保全型農業を実践する
健一自然農園でつくった薪火晩茶

常温で1年
茶（奈良産）

オーサワの薪火晩茶（冬摘み）
ま き び ば ん ち ゃ

6498 120g ¥777 (720)
6499 550g ¥2,862 (2,650)

鹿児島産農薬・化学肥料不使用茶100%　
香り高く、ほのかな甘み
■茎70%、葉30%
■薪火焙煎
■煮出して飲むほか、急須でサッと出して

常温で2年
特別栽培茶（鹿児島産）

川上さんの三年番茶 薪火寒茶
ま き び か ん ち ゃ

0171 120g ¥864 (800) 30●入数
0170 550g ¥3,189 (2,953) 8●入数 0170

奈良産農薬・肥料不使用茶葉100%
香ばしくまろやかな味わい

奈良産農薬・肥料不使用茶葉100%
香ばしくまろやかな味わい

■茎50%、葉50%
■1年以上育生した茎と葉を晩夏から冬にかけて
収穫し丸ごと使用
■薪火焙煎
■熟成後薪火で焙煎し仕上げた
■急須でサッと出して
■煮出し不要

■茎50%、葉50%
■1年以上育生した茎と葉を晩夏から冬にかけて
収穫し丸ごと使用
■薪火焙煎
■熟成後薪火で焙煎し仕上げた
■香ばしくまろやかな味わい
■便利なティーバッグタイプ

常温で1年 常温で1年
茶（奈良産） 茶（奈良産）

オーサワの三年番茶 オーサワの三年番茶（ティーバッグ）

6495 50g ¥421 (390)
50●入数
11●入数

100●入数

6495 6498

3114 500g ¥1,836 (1,700) 11●入数

3113 100g ¥540 (500) 50●入数

20g（2g×10） ¥410 (380) 100●入数

0171

3113 3114

3115

3095

京都宇治茶使用
爽やかな香りと甘み
■急須でじっくりと茶葉の旨みを
引き出したような味わい
■茶葉が広がる三角ティーバック

常温で6ヶ月
有機緑茶（京都産）

30g（3g×10） 30¥324 (300) ●入数

有機煎茶ティーバッグ 0176

有機緑茶の微粉末
■微粉末なので湯にも水にも素早く溶ける
■香りがよく甘みがある
■お湯100ccあたり
ティースプーン約半分（0.5g）
水500ccあたりティースプーン
約1杯（1g）溶いて飲む

常温で1年
有機緑茶（宮崎産）

40g 200¥626 (580) ●入数

茶葉をそのまま粉にし茶った2940

甘くスッキリとした味わい
■苦みが少なく、まろやかな味
■渋味のなかにも甘みがある
■お湯に溶かす他、クッキー､
和菓子､アイスクリームに

常温で6ヶ月
有機緑茶（京都産）

30g 10¥1,080 (1,000) ●入数

有機抹茶（缶入り）

6447

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100%　
九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　
香り高く、すっきりとした味わい
■新芽を鉄釜で炒り、茶葉を
揉みながら乾燥させる九州地方の
伝統製法でつくられた釜炒り茶
■淹れた茶の色は、
透明感のある黄色

常温で1年
有機緑茶（宮崎産）

100g 50¥723 (670) ●入数

有機釜いり茶（中級）6446

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100%　
九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　
香り高く、爽やかで上品な味わい
■新芽を鉄釜で炒り、茶葉を
揉みながら乾燥させる九州地方の
伝統製法でつくられた釜炒り茶
■淹れた茶の色は、
透明感のある黄色

常温で1年
有機緑茶（宮崎産）

100g 50¥1,080 (1,000) ●入数

有機釜いり茶（上級） 6448

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100%　
九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　
香り高く、爽やかで上品な味わい
■新芽を鉄釜で炒り、茶葉を
揉みながら乾燥させる九州地方の
伝統製法でつくられた釜炒り茶
■淹れた茶の色は、透明感のある黄色
■ティーバッグタイプ

（ホッチキス不使用）
■ワンカップ用

常温で1年
有機緑茶（宮崎産）

30g（3g×10） 100¥324 (300) ●入数

有機釜いり茶（ティーバッグ）
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1346

国内産有機玄米100%　
ほろ苦く香ばしい
■黒炒り玄米を石臼で微粉末にした　
■湯で溶くとコーヒー風に　
■大さじ1（約10g）を湯200mlに溶いて

常温で1年
有機玄米（山形・秋田産）

100g 30¥1,620 (1,500) ●入数

オーサワの有機玄米珈琲

1325

サラシア・オブロンガ、有機三年番茶をベースに8種の自然素材をブレンド
香ばしく甘みがあって飲みやすい
■サラシア・オブロンガはインドに自生するニシキギ科のツル科植物
■インドのアーユルヴェーダで用いられてきたハーブに
日本古来の健康茶をブレンド
■塩素系漂白剤不使用ティーバッグ使用
■約5分煮出して
■1包で1L分

常温で2年
サラシア･オブロンガ（インド産）､有機三年番茶（国内産）､大麦（オーストラリア産）､エビスグサ（インド産）､はと麦（島根産）､
桑の葉（国内産）､ギムネマ･シルベスタ（インド産）､ヤーコン葉（国内産）

180g（6g×30） 50¥3,066 (2,839) ●入数

オーサワのサラシア三年番茶

6417

タンポポの根100%
香ばしく深みのある苦み
■1包でティーポット1杯分
■無漂白ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で1年
タンポポ根（中国産）

90g（3g×30） 20¥1,944 (1,800) ●入数

たんぽぽコーヒー（ティーバッグ）

0215

タンポポの根100%　煮出しタイプ
コクのある甘みとほのかな苦み
■炭火焙煎
■大さじ山盛1杯（約5g）で400ml分
■5〜10分煮出す
■ノンカフェイン

常温で1年
タンポポ根（中国産）

100g 20¥1,512 (1,400) ●入数

たんぽぽコーヒー（粒） 0216

タンポポの根100%　ドリップタイプ
コクのある甘みとほのかな苦み
■炭火焙煎
■3〜5gでカップ1杯分
■ノンカフェイン

常温で1年
タンポポの根（中国産）

90g 20¥1,188 (1,100) ●入数

タンポポ100

タンポポの根100%　
ほのかに香ばしく甘みがある
■無漂白三角ティーバッグ使用
■1包でカップ1杯分
■ノンカフェイン

常温で1年
タンポポ根（中国産）

たんぽぽコーヒー（カップ用）

6435 16g（2g×8） 40¥669 (620) ●入数

6434 40g（2g×20） 15¥1,296 (1,200) ●入数

6434 6435

0678

福岡産農薬不使用玄米100%　
香ばしく深みのある味　
煮出し不要のティーバッグタイプ
■玄米を10時間以上じっくり炒り上げた陽性食品
■1包でカップ1杯分

常温で2年
特別栽培玄米（福岡産）

オーサワの黒炒り玄米（ティーバッグ）

60g（3g×20） 25¥999 (925) ●入数

6822

福岡産農薬不使用玄米100%　
香ばしく深みのある味
■玄米を10時間以上じっくり炒りあげた陽性食品
■20〜30分煮出して　
■大さじ2杯（約20g）で1L分

常温で2年
特別栽培玄米（福岡産）

オーサワの黒炒り玄米

330g 50¥1,620 (1,500) ●入数

焙煎度合を変えて何度も試作して
商品化しました。冬場の寒いとき、
夏場の冷房にあたったときなど特に
おすすめです。

3102

国内産有機抹茶、有機砂糖使用　
まろやかな甘さ、懐かしい味わい
■抹茶のほろ苦さと
有機砂糖のまろやかな甘さ
■冷水にもサッと溶ける粉末タイプ
■水やお湯で溶かすほか、
豆乳を加えても

常温で6カ月
有機砂糖（ブラジル）、有機抹茶（国内産）

100g 20¥432 (400) ●入数

昔なつかし昭和なグリーンティー

3467

有機野バラ100%　
ほのかな酸味と甘み
■約5gで150ml分　
■1日当たり3回を目安に

常温で3年
有機ローズヒップ（チリ産）

120g ¥1,080 (1,000) 60●入数

有機ローズヒップ（薔薇濃茶）

ビタミンC

ば ら こ い ち ゃ

1338

徳島・香川産農薬・化学肥料不使用柿葉100%　
甘みがあり、やさしい味わい
■無漂白三角ティーバッグ使用　
■1包でカップ1杯分　
■ノンカフェイン

常温で2年
柿葉（徳島･香川産）

30g（1.5g×20） ¥1,080 (1,000) 30●入数

柿茶（ティーバッグ）

3468

徳島産自生スギナ100%　
すっきりとした味わい
■約5分煮出す　
■大さじ3杯（3g）で約1.5L分

常温で2年
スギナ（徳島産）

50g ¥540 (500) 20●入数

徳島のスギナ（茶）

2909

国内産柿葉100%　
甘みがあり、やさしい味わい
■無漂白ティーバッグ使用
■1包でカップ3杯分

常温で2年
柿葉（国内産）

60g（3g×20）¥864 (800) 10●入数

柿の葉茶

6437

徳島産自生どくだみ100%　
クセが少なく飲みやすい
■3〜5分煮出す　
■1包で約1L分　
■無漂白ティーバッグ使用　
■ノンカフェイン

常温で2年
どくだみ（徳島産）

40g（2g×20）¥648 (600) 10●入数

徳島のどくだみ茶
農薬・化学肥料不使用よもぎ100%使用
ほのかに甘く、よもぎの香り豊か
■急須でも手軽に飲める
■約2分煮出す
■大さじ2〜3（約2〜6g）で
1L分

常温で1年
よもぎ（九州産）

阿蘇薬草園よもぎ茶

30g ¥802 (743) 100●入数

0213
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0218

徳島産自生びわ葉100%　
香りよく、ほのかな甘み
■ティーカップでも手軽に飲める
■3〜5分煮出す
■1包で約1L分
■無漂白ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
ビワの葉（徳島産）

60g（3g×20） ¥669 (620) 20●入数

オーサワのびわの葉茶

0219

鳥取産特別栽培カワラケツメイ100%　
香ばしくコクがある
■ほうじ茶のような味わい
■約3分煮出す
■1包で約400〜500ml分
■無漂白三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で1年
カワラケツメイ（鳥取産）

80g（5g×16）¥583 (540) 20●入数

はま茶 2095

チャンカピエドラにキヌアをブレンド　
風味豊かでクセのないまろやかな味
■チャンカピエドラは
アマゾン熱帯雨林地域などに
自生するトウダイグサ科のハーブ
■約10分煮出す
■1包で500ml分

常温で2年
チャンカピエドラ･キヌア（ペルー産）

砕石茶

100g（5g×20） ¥3,024 (2,800) 25●入数

2832

大分産有機べにふうき緑茶100%　
花粉や風邪の季節に
■べにふうきは他の品種に比べ
メチル化カテキンの
含有量が豊富（1.86g/100g）
■栄養分が丸ごととれる
粉末タイプ
■香り高く渋みのある味わい
■1包を湯160mlで溶いて

常温で1年
有機緑茶（大分産）

有機べにふうき緑茶（スティックタイプ）

15g（0.5g×30） ¥1,563 (1,448) 24●入数

3489

鹿児島産びわ葉100%　
まろやかな味わい
■天日乾燥
■トルマリン石焙煎（特許製法）
■約3分煮出す
■1包で約1L分
■無漂白ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年6ヶ月
ビワの葉（鹿児島産）

ねじめびわ茶24

48g（2g×24） ¥864 (800) 50●入数

2079

自生シジュウム葉100%
ほんのりとした薬草の香り
■自然乾燥
■ノンカフェイン
■1包でカップ1杯分
■1日2〜5杯を目安に
※妊娠中の方は
ご飲用をお控えください

常温で2年
シジュウム葉（ブラジル･フィリピン産）

シジュウム茶

50g（0.5g×100） ¥3,780 (3,500) 24●入数

1328

沖縄産農薬・化学肥料不使用宮古ビデンスピローサ使用
ほのかに甘く、飲みやすい
■春ウコンと焙煎大麦をブレンド
■約5分煮出す
■1包で約1.5L分
■ノンカフェイン

常温で2年
大麦（国内産）、宮古ビデンス･ピローサ（沖縄産）､ウコン

（沖縄産）

宮古ビデンスピローサ茶

90g（3g×30） ¥4,320 (4,000) 72●入数

6428

北海道産農薬・化学肥料不使用韃靼そばの実100%　
香ばしい味わい
■5gでティーポット1杯分
■お茶として飲むほか、トッピングなどにも

常温で1年
韃靼そば（北海道産）

オーサワの韃靼そば茶（北海道産）

100g ¥691 (640) 50●入数

6416

北海道産有機ごぼう100%　
ほのかな甘み、やさしい香りで飲みやすい
■皮ごとカット
■約5分煮出す
■1包で500ml分
■無漂白ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ごぼう（北海道産）

北海道産 有機ごぼう茶（ティーバッグ）

45g（1.5g×30）¥1,296 (1,200) 20●入数

6837

兵庫県丹波産有機白なた豆100%　
ほんのり甘く香ばしい　ティーポット用
■水出し可能
■1包で500ml分
■無漂白三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機白なた豆（兵庫産）

有機丹波なた豆茶 Large Pack

60g（2g×30）¥2,160 (2,000) 15●入数

6836

兵庫県丹波産有機白なた豆100%　
ほんのり甘く香ばしい　マグカップ用
■水出し可能
■1包で200ml分
■無漂白三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機白なた豆（兵庫産）

有機丹波なた豆茶 Small Pack

19.2g（1.2g×16）¥864 (800) 24●入数

だ っ た ん

2842

有機発酵ルイボス茶葉使用　
香り豊かでまろやかな味わい
■約10分煮出して
■1包で1L分
■三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）

175g（3.5g×50）¥2,052 (1,900) 25●入数

Gass有機ルイボス茶
ガ ス

6418

有機ルイボス茶葉使用　
爽やかで飲みやすい
■茶葉を発酵させない
不発酵タイプ
■約10分煮出して
■1包で約1.8L分
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）

175g（3.5g×50）¥2,484 (2,300) 50●入数

有機栽培みどりのルイボス茶

6421

有機発酵ルイボス茶葉使用　
香り豊かでまろやかな味わい
■1包でカップ1杯分
■三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）

32.4g（1.8g×18）¥540 (500) 24●入数

Gass有機ルイボスティー 6420

有機ハニーブッシュ茶葉使用
はちみつのような香りでほのかに甘い
■野生種「サイクロピア・インターメディア種」使用
■1包でカップ1杯分
■三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ハニーブッシュ（南アフリカ産）

32.4g（1.8g×18）¥540 (500) 24●入数

Gass有機ハニーブッシュティー6419

有機ルイボス茶葉に高知産特別栽培生姜をブレンド　
生姜の香り高く、まろやかな味わい
■1包でカップ1杯分
■三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）､生姜（高知産）

30g（2g×15）¥540(500) 24●入数

Gass ジンジャールイボスティー
ガ ス ガ ス

2841

有機ルイボス茶葉使用　
爽やかで飲みやすい
■茶葉を発酵させない
不発酵タイプ
■10〜15分煮出して
■1包で1L分
■三角ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）

150g（3g×50） ¥2,052 (1,900) 25●入数

Gass有機グリーンルイボス茶
ガ ス

ガ ス

2076

有機発酵ルイボス茶葉使用　
香り豊かでまろやかな味わい
■約10分煮出して
■1包で約1.8L分
■ノンカフェイン

常温で2年
有機ルイボス（南アフリカ産）

175g（3.5g×50）¥2,484 (2,300) 50●入数

有機栽培ルイボス茶6839

長野産農薬・化学肥料不使用杜仲葉100%　
ほんのり甘くまろやかな味わい
■1包でティーポット1杯分
■無漂白ティーバッグ使用
■ノンカフェイン

常温で2年
杜仲葉（長野産）

杜仲茶（ティーバッグ）

45g（3g×15） ¥864 (800) 60●入数

6830

ローストしないグリーンマテ茶葉使用　
マイルドで爽やかな味わい
■飲むサラダともいわれている
■湯を注いで、または水出しでも
■1包で500ml〜1L分
■無漂白ティーバッグ使用

常温で3年
有機マテ（アルゼンチン産）

有機マテ茶（ティーバッグ）

75g（3g×25）¥1,234 (1,143) 48●入数

さ い せ き ち ゃ
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植物性乳酸菌サプリメント
16種類の乳酸菌を豆乳で培養
■静岡産農薬・化学肥料不使用大豆使用
■液体タイプ
■そのまま、または水などで薄めて
■1日1〜2包を目安に

常温で2年
乳酸菌生成エキス（大豆醗酵抽出物）､クエン酸（甘藷でん粉､黒麹由来）､乳酸（砂糖大根由来）

ラクティス（5ml アルミパック）

6821 5ml×30包 72¥4,536 (4,200) ●入数

6820 5ml×10包 144¥1,620 (1,500) ●入数

6820

植物性乳酸菌サプリメント
16種類の乳酸菌を豆乳で培養
■静岡産農薬・化学肥料不使用大豆使用
■液体タイプ
■そのまま、または水などで薄めて
■1日1本を目安に

常温で2年
乳酸菌生成エキス（大豆醗酵抽出物）､クエン酸（甘藷でん粉､黒麹由来）､乳酸（砂糖大根由来）

ラクティス（10ml プラスチック容器）

2917 10ml×30本 24¥9,180 (8,500) ●入数

3404 10ml×5本 120¥1,620 (1,500) ●入数

2917

奈良産吉野本葛粉100%
本葛のサプリメント
■通常の葛粉と異なり「晒し」工程を少なくし、凍結乾燥で仕上げた
■細顆粒タイプ
■1日1〜2包を目安に

常温で2年
葛粉（奈良産）

オーサワ 本葛の精

6804 90g（1.5g×60） 6¥8,640 ●入数

3421 30g（1.5g×20） 36¥3,600 (3,334) ●入数

(8,000)

68043421

6869

国内産農薬・化学肥料不使用野菜100%　
8種の青野菜をブレンド　
苦みが少なく、食べやすい
■錠剤タイプ
■手軽に野菜の栄養を摂取
■1日10粒を目安に

7kcal/10粒

常温で2年
大麦若葉（大分産）、桑の葉（島根産）、緑茶（国内産）、
ケール（九州産）、よもぎ（鹿児島産）、ゴーヤ（鹿児島
産）、アオバナ（滋賀産）、はと麦若葉（島根産）

75g（250mg×300粒）
48¥4,104 (3,800) ●入数

緑粒
りょくつぶ

葉酸・鉄

2945

沖縄県石垣島産クロレラ100%
■クロレラは淡水中に生息する
単細胞の藻類、光合成が活発で
強い生命力を持つ
■日光培養
■特許製法により
細胞壁を破砕
■たんぱく質ほか、
葉酸・鉄・葉緑素を含む
■1日25〜30粒を目安に

常温で3年
クロレラ粉末（沖縄産）

180g（200mg×900粒）
¥4,590 (4,250) 12●入数

オーサワのクロレラ粒（石垣島産）

1324

国内産大豆を丸ごと乳酸菌発酵
食物繊維豊富
■発酵により大豆の食物繊維を
多孔質に変化させたファイラクト含有
■発酵食物繊維（ファイラクト）：
250mg/包（2g）
■静岡産農薬・化学肥料不使用大豆使用
■顆粒タイプ
■ほんのり甘く、食べやすい
■そのまま、または
飲み物と一緒に
■1日1包を目安に

常温で2年
きな粉（静岡産）、加工黒糖（沖縄産）、乳酸菌発酵大豆
粉末（静岡産）

42g（2g×21） 56¥3,024 (2,800) ●入数

大豆の美センイ 1999

山形産有機玄米麹・紅花使用　
乳酸菌含有玄米発酵食品
■玄米麹に有用菌を活用
■乳酸菌やビフィズス菌など
11種類の有用菌が生きている
■乳酸菌数：約50億個/g
■ほのかな甘みと酸味
■顆粒タイプ
■飲み物や料理に混ぜて
■1日1包を目安に

常温で1年
有機玄米・紅花（山形産）、食塩、麹菌、乳酸菌、酵素

64g（2g×32） 16¥3,672 (3,400) ●入数

有機乳酸菌含有食品 サプレム 6842

■アガベ（リュウゼツラン）を搾汁し、乾燥させた
■水溶性食物繊維：3.6g/包（6g）
■微粉末タイプ
■飲み物や料理に混ぜて
■1日1〜2包を目安に

常温で2年
有機アガベイヌリン（メキシコ産）

180g（6g×30） 50¥2,138 (1,980) ●入数

有機水溶性食物繊維

3463

徳島産葛100%　
葛の葉・茎をブレンドした青汁
■苦みが少なく飲みやすい
■粉末タイプ
■1袋を水またはぬるま湯100mlで溶いて
■1日に1〜2包を目安に

常温で2年
葛葉・蔓（徳島産）

オーサワ 葛葉の精

90g（3g×30） 36¥3,240 (3,000) ●入数

有機アガベイヌリン100%
水溶性食物繊維豊富

1341

国内産野菜100%　
ブロッコリー・ケール・大麦若葉・
明日葉・モロヘイヤをブレンド
■1袋10gで約100g分の野菜を補える
■溶けやすいマイクロパウダー製法
■分包タイプ
■1包を水160mlで溶いて

30kcal/袋

常温で9ヶ月
ブロッコリー・ケール・大麦若葉･明日葉･モロヘイヤ

（国内産）

300g（10g×30）
¥4,860 (4,500) 12●入数

健康道場・粉末青汁 0677

島根産有機桑葉100%
■桑の葉を、まるごと手軽に
摂取することが出来る
■抹茶のような柔らかでマイルドな香り
■毎食時3〜4粒を目安に

常温で2年
有機桑の葉（島根産）

72g（200mg×360粒）
60¥4,104 (3,800) ●入数

有機桑葉つぶ6809

国内産有機原料100%
大麦若葉・ケール・桑の葉・
はと麦若葉をブレンド
■不足しがちな栄養が補える
■香ばしく飲みやすい
■分包タイプ
■1包を水100mlで溶いて

常温で2年
有機大麦若葉・ケール（大分産）､有機桑の葉・はと麦若葉

（島根産）

国産有機 青汁四重奏

90g（3g×30）
54¥3,066 (2,839) ●入数

し じ ゅ う そ う

カルシウム・葉酸

6800

愛媛産有機ケール100%
■遠赤外線で乾燥
■苦みが少なく飲みやすい
■1包を水100mlで溶いて

常温で2年
有機ケール（愛媛産）

60g（2g×30）
¥2,700 (2,500) 36●入数

有機遠赤ケール（粉末）
機能性表示食品　血圧が高めの方に
GABA（γ-アミノ酪酸）15mg含有
■機能性表示食品
　【届出表示】本品にはGABAが含まれています。
　GABAには高めの血圧を下げる機能があることが
　報告されています
■葉も葉柄も丸ごと使用
■独特の青臭さがなく飲みやすい
■粒タイプ
■1日30粒を目安に

常温で2年
有機ケール（愛媛産）

有機遠赤青汁V1

2003 250g（1250粒） 20¥9,720 (9,000) ●入数（詰替用）
2002 250g（1250粒） 20¥10,800 (10,000) ●入数（ビン）

20032002

1348

89種類の栄養素を含有した
総合栄養食品
■USDA認定原料使用
■ブルーグリーンアルジーは
アメリカオレゴン州のみに自生する藍藻類
■50種類のミネラル、13種のビタミン、
4種の脂肪酸、20種のアミノ酸、
2種の色素含有
■低温スプレードライ
■植物性カプセル入り
■1日4〜8カプセルを目安に

常温で2年
ブルーグリーンアルジー（アメリカオレゴン州産）､HPMC

（植物由来）

34.8g（290mg×120カプセル）
24¥6,480 (6,000) ●入数

アルジー100

機能性表示食品
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本葛とれんこんを麦芽で糖化
ほのかな苦みと自然な甘み
■甘みがあり食べやすい
■ペーストタイプ
■そのまま食べる、または湯に溶いて
■砂糖不使用

常温で1年
本葛（南九州産）､れんこん粉末（山口産）､麦芽（カナダ産）

160g 12¥2,484 (2,300) ●入数

れんこん湯エキス 2183

熊本産節れんこん100%使用
香ばしく、ほのかな甘み
■れんこん節・根を使用
■粉末タイプ
■湯に溶いて飲むほか、葛湯に入れても

常温で1年
れんこん（熊本産）､小豆（北海道産）､大豆（九州産）､小麦胚芽（アメリカ産他）､玄米胚芽

（国内産）､生姜（熊本産）

220g 60¥3,240 (3,000) ●入数

釈迦蓮根

1329

75種類の植物性原料を3年以上発酵・熟成
乳酸菌植物発酵エキス
■植物性乳酸菌を用いて発酵させた
■自社農場と契約農場で栽培された原料を使用
■まろやかな甘み
■ペーストタイプ

常温で2年
植物発酵エキス［黒砂糖（沖縄産）、プルーン（アメリカ産）、ヨモギ（岐阜・富山・岡山産）、大豆（アメリカ産）、オリゴ糖（アメリカ・タイ産）、イチゴ（岡山産）、リンゴ（鳥取・岡山産）、ブドウ・モモ（岡山産）、ミカン

（広島産）、ユズ・カキ・シソ（岡山産）、カボチャ（岡山・北海道産）、レイシ・ダイコン・日本山にんじん（岡山産）、ホウレンソウ（岡山・熊本産）、ニンジン（岡山・北海道産）、ケール・大麦若葉（熊本産）、モロヘイヤ
（島根産）、コンブ（北海道産）、玄米（岡山産）、スイートコーン（北海道産）、キウイフルーツ・キンカン・シイタケ（岡山産）、米ぬか（和歌山・岡山産）、トマト・レモン（岡山産）、ココア（西アフリカ産）、キクラゲ
（岡山・宮崎産）、ワカメ（中国地方・四国産）、ヒバマタ（ノルウェー産）、根コンブ（北海道産）、ブルーベリー・キュウリ・アケビ・ヤマモモ・アカメガシワ・オオバコ・クマザサ・スギナ（岡山産）、ビワの葉（四国産）、
キャベツ（岡山産）、マイタケ（北海道・岡山産）、ヒジキ（長崎・徳島産）、ナス・小松菜・セロリ・ナシ・ピーマン・ゴーヤ・チンゲンサイ・ウメ（岡山産）、れんこん（山口産）、ウコン（沖縄・鹿児島産）、イヨカン（愛媛産）、
ビタミン菜・イチジク・ヤマブドウ・ゴボウ・ブロッコリー（岡山産）、ショウガ（鹿児島・高知産）、カリン・パセリ・アスパラガス・セリ・キイチゴ・ミツバ・ミョウガ・グミ・ブラックベリー・冬イチゴ（岡山産）］

120g 24¥17,280 (16,000) ●入数

陽命源ゴールド
よ う め い げ ん

0210

国内産農薬不使用小豆100%
香ばしくほのかな甘み
■炭火鉄釜炒り
■湯に溶いて飲むほか、菓子づくりにも

常温で1年
小豆（国内産）

100g 30¥550 (510) ●入数

オーサワ ヤンノー

し ゃ か れ ん こ ん

6807

国内産有機生姜100%
便利な個包装タイプ
■ピリッとした辛み
■粉末タイプ
■生姜紅茶や生姜湯、
料理などにも

常温で2年
有機生姜粉末（国内産）

15g（500mg×30） ¥2,036 (1,886) 50●入数

国産有機温感生姜
お ん か ん し ょ う が

農薬不使用金時生姜100%
■辛味成分「ジンゲロール」が一般生姜の約4倍含有
■精油成分「ガラノラクトン」含有
■料理や手当て法などにも

常温で3年
金時生姜（ベトナム産）

金時ショウガ粉末

6814
50g 200¥1,458 (1,350) ●入数

2170
100g 100¥2,700 (2,500) ●入数 6814 2170

6823

強酸性のフミン物質抽出液
■酵素・アミノ酸・ミネラル・
ビタミンを蓄えた
肥沃なフミン土壌から
有用成分を抽出 
■うがいや包丁、まな板の
お手入れにも
■1日20〜50mlを目安に

常温で2年
水（地下水）､フミン抽出物

500ml 12¥8,424 (7,800) ●入数

YMGプラス（海洋性フミン物質抽出液）

6833

熊本産農薬・化学肥料不使用れんこん100%
ほのかな甘み　未焙煎
■節れんこん入り
■在来種「熊本あか根」使用
■粉末タイプ
■湯に溶いて飲むほか、葛湯にも

常温で1年
れんこん（熊本産）

オーサワコーレン（節蓮根入り）

50g 100¥648 (600) ●入数

■数量限定品

0680

タンポポの根濃縮エキス
■陽性食品
■甘み・苦み､酸味がある
■そのまま、または湯に溶いて
■タンポポコーヒーとして
■1日ティースプーン1杯を目安に

常温で2年
タンポポの根（ポーランド産）

100g ¥4,320 (4,000) 12●入数

陽泉
や ん せ ん

0681

国内産有機にんじん濃縮エキス
■陽性食品
■にんじんの濃縮した甘み
■そのまま、または湯に溶いて
■1日ティースプーン1杯を目安に

常温で4年
有機にんじん（国内産）

100g ¥2,160 (2,000) 70●入数

オーサワ参泉
じ ん せ ん

2168

酸味が少ないまろやか風味
■沖縄の地酒泡盛の素

「醪（もろみ）」から作られた
天然飲料
■1日に付属の
計量カップ（約30ml）で
1〜2杯を目安に

常温で1年6ヶ月
米醪（米：タイ産）

720ml 12¥2,160 (2,000) ●入数

黒麹醪酢（無糖）
くろこうじもろみ す

3419

国内産玄米の米糠・
米胚芽100%使用　
香ばしく、甘みがある
■特殊製法で脱脂、焙煎、
粉砕した微粉末
■1日大さじ1杯（10g）を
目安に

常温で2年
米糠･米胚芽（国内産）

150g 15¥1,944 (1,800) ●入数

玄米素材ギャバ200

ビタミンB1・ビタミンB6・
ナイアシン

6282

有機麻の実100%　
ほのかに甘く、豊かな香り
■低温圧搾で脱脂した麻の実を
微粉末化したヘンププロテイン
■たんぱく質50%

（1人前30g当たり15g含有）
■必須アミノ酸や必須脂肪酸、
ミネラルや食物繊維も含有
■飲料に混ぜるほか、
料理や菓子づくりにも

常温で1年6ヶ月
有機麻の実微粉末（カナダ産）

180g 12¥1,490(1,380) ●入数

有機ヘンプパウダー1651

インカインチ100%　
低温圧搾で脱脂したインカインチ種子を微粉末化した　
きな粉のような香ばしさとほのかな甘み
■タンパク質約60%
■必須アミノ酸が豊富
■飲料に混ぜるほか、
料理や菓子づくりにも

常温で1年6ヶ月
サチャインチ種子（ペルー産）

180g 10¥1,674 (1,550) ●入数

インカインチ・プロテイン

6817

有機マカ100%　
粒タイプ
■活力が気になる男性、
美容やバランスが気になる
女性を応援
■1日8粒を目安に

常温で2年
有機マカ粉末（ペルー産）

60g（250mg×240粒）
¥3,066 (2,839) 50●入数

有機マカ 〜アンデスの贈り物〜1342

アマゾン原産のスーパーフルーツ
植物性カプセル入り
■海外認定品
■ORAC値（活性酸素吸収力）
66,000 ORAC/100g
■植物性プルラン使用
■1日1〜6カプセルを
目安に

常温で2年
アサイー末（ブラジル・ボリビア産）､植物性カプセル（プルラン）、
植物性バンドシール（デキストリン、グリセリン、一部プルラン）

24.7g（274mg×90カプセル）
¥4,860 (4,500) 12●入数

アサイー1006229

農薬・化学肥料不使用アサイー100%
アマゾン原産のスーパーフルーツ
■OTCO認定原料使用
■ポリフェノール・
アントシアニジンを含む
■ジュースやスムージーに混ぜて

常温で6ヶ月
アサイー（アメリカ産）

50g 25¥1,620 (1,500) ●入数

アサイーパウダー

0688

有機マキベリー100%
ほのかな甘みと程よい酸味
■マキベリーをフリーズドライにし、
パウダーにした
■マキベリーにはポリフェノールが
アサイーの5.4倍、
ブルーベリーの14倍含まれる
■スムージーや
ヨーグルトなどに混ぜて

常温で2年
有機マキベリー（チリ産）

90g 20¥3,024 (2,800) ●入数

まるごと有機マキベリー

2010

殻付き有機全粒はと麦100％　
香ばしく食べやすい　料理や飲み物に混ぜて
■外殻・外皮・胚芽等を含んだ全粒はと麦を、
遠赤外線で焙煎し粉末にした
■鉄分含有量：2.4mg/10g
■1日10gを目安に

常温で2年
有機はと麦（ラオス産）

浄身粉（有機はと麦使用）

150g 50¥2,160 (2,000) ●入数

と う

鉄

じょうしんこ
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■IBD認定品
■規格成分含有量：27W/V%以上
■標高700〜1500mの
ミーナス州とサンパウロ州の境に
広がる、広大な水源地の中に
ある特定契約養蜂園で採取
■1回0.5ml、
1日2〜3回を目安に

6816

プロポリス研究の世界的権威パーク博士監修
モロニック酸含有
日本で唯一の高濃度ペーストタイプ
■ブラジル全土500種以上のプロポリスの中から、
5種類を厳選しバランスよく配合
■モロニック酸（トリテルペン）：2.2g/100g、
アルテピリンC：4.7g/100g含有
■抽出液をアルコールで
希釈していないため高濃度
■植物性カプセル付
■1回2滴、1日2回を目安に

常温で3年
プロポリスエキス（ブラジル産/5種混合）

20g 24¥27,000 (25,000) ●入数

プレミアム5プロポリス
ファイブ

2172

日本プロポリス協議会認定品
契約したオーガニック養蜂場で採取した
ユーカリアレクリン系プロポリス　液体タイプ

常温で3年
エタノール（米由来）､オーガニックプロポリスエキス（ブラジル産）

30ml 10¥19,440 (18,000) ●入数

オーガニック・プロポリス 3511

日本プロポリス協議会認定品　
オーガニックプロポリス使用　
飲みやすい粒タイプ
■規格成分含有量：17W/V%以上
■個包装タイプ
■香料・着色料・
保存料不使用
■1日1〜2包を目安に

常温で3年
オーガニックプロポリスエキス･ハチミツ（ブラジル産）､有機ケール末（三重産）、有機米粉

（栃木産）、有機タピオカデキストリン（ベルギー産）､有機緑茶粉末（京都・奈良産）、有機
大麦若葉末（大分産）､有機コーンスターチ（オーストリア産）､サンゴカルシウム（沖縄産）

27g（6粒×30）¥6,480 (6,000) 10●入数

オーガニックプロポリス粒

0686

日本プロポリス協議会認定品　
オーガニックプロポリスとオーガニックはちみつを
ブレンドしたプロポリススプレー
■IBD認定品
■規格成分含有量：10W/V%以上
■2年間熟成したブラジル産アレクリン系
オーガニックプロポリス使用
■プロポリスとはちみつの
爽やかな甘み
■1日3〜4回
1回2〜3プッシュを目安に

常温で2年
はちみつ（ブラジル産）、蒸留水,プロポリスエキス（ブラジル産）、アルコール（米由来）

オーガニック 
プロポリススプレーののちゃん

35ml 30¥4,320 (4,000) ●入数

2855

北海道産エイの軟骨使用
■賦形剤不使用
■1日8〜12粒を
2〜3回に分けて

常温で2年
エイ軟骨抽出物（北海道産）

72g（300mg×約240粒）
¥9,072 (8,400) 30●入数

コンドロイチン
（軟骨抽出エキス100%）

3431

自生ノコギリヤシの実100%使用
■新鮮な生のハーブから、瞬間的に水分だけを
抜き取るフレッシュフリーズドライ加工　
■ノコギリヤシ含有：600mg/カプセル
■植物性カプセル使用
■1回1カプセル、1日1〜3回を目安に

常温で3年
ノコギリヤシの実（アメリカ産）､HPMC：植物性セルロースカプセル

27g（600mg×45カプセル） ¥3,456 (3,200) 48●入数

ノコギリヤシ

2856

北海道産エイの皮使用
■賦形剤不使用
■1粒250mgあたり
ヒドロキシプリン

（コラーゲンの主要成分）
18.3mg含有
■1日約12粒を
2〜3回に分けて

常温で2年
エイ皮膚抽出物（北海道産）

90g（250mg×約360粒）
¥6,048 (5,600) 30●入数

コラーゲン
（軟骨魚類抽出コラーゲン100%）

植物原料使用
ボスウェリア・セラータエキス配合
■とうもろこし由来の植物性発酵グルコサミンに
ボスウェリア・セラータエキス、生姜パウダー、
梅肉パウダーを配合
■自然な甘みと爽やかな梅生姜味で飲みやすい
■顆粒タイプなので水などに
溶かして飲むこともできる
■動物性原料不使用
■1日1包を目安に

常温で2年
グルコサミン（とうもろこし由来）､梅肉パウダー（和歌山産）､ボスウェリア･セラータエキス（インド産）､生姜パウダー（高知産）

オーサワの
植物性発酵グルコサミン

57g（1.9g×30）
¥5,142 (4,762) 36●入数

2866

6950

国内産メグスリノキの樹皮のみを
10倍濃縮したエキス
■木の香りがし、かすかな苦みと甘み
■20mlを水やお湯等で
10倍程度に薄めて、
1日1〜2回を目安に

常温で2年
メグスリノキエキス（栃木･群馬産）

360ml 20¥3,240 (3,000) ●入数

メグスリノキエキス

6832

野生種ビルベリーに
国内産メグスリノキと有機ケールを配合
■錠剤タイプ
■1日4〜6粒を目安に

常温で2年
メグスリノキ粉末（国内産）、有機ケール粉末（大分産）、ビルベリーエキス

18g（150mg×120粒） 50¥2,036 (1,886) ●入数

新ビルベリープラスメグスリノキ

0684

オーガニックビーポーレン100%　
27種類のハーブから集めた花粉荷　
風味高く、ほんのり甘い
■IBD認定原料使用
■各種ビタミン、ミネラル、酵素を
バランスよく含んでいる
■そのまま、またはスムージーや
シリアルにかけて
■1日ティースプーン1〜2杯を目安に

常温で2年
有機花粉荷（ブラジル産）

80g 20¥3,456 (3,200) ●入数

オーガニック ビーポーレン

自生マヌカ花蜜100%の純粋はちみつ　
マヌカ特有の香りと深みのある味わい
■抗生物質不使用

常温で4年
マヌカはちみつ（ニュージーランド産）

マヌカハニー（コサナ）

330kcal/100g 6193

2004

高知県馬路村産ゆず果汁使用のキャンディ
はちみつの上品な甘さと爽やかなゆずの風味　ひとくちサイズ
■上品な甘みと香りを持つ
ハンガリー産アカシアはちみつ、
深みのある味と甘みが特徴の
アルゼンチン産クローバーはちみつをブレンド
■特許製法により砂糖などの
糖類を一切加えず固形化
■滑らかな口当たり
■砂糖不使用

常温で2年
はちみつ（ハンガリー・アルゼンチン産）、柚子果汁

（高知産）、プロポリス（ブラジル産）

23g（6粒） 12¥540 (500) ●入数

ハニードロップレット
（ゆず&プロポリス）

2005

ハンガリー産アカシアはちみつ使用のキャンディ
ブラックカラント（カシス）の爽やかな酸味とはちみつの上品な甘さ　ひとくちサイズ
■上品な甘みと香りを持つ
ハンガリー産アカシアはちみつ使用
■ローヤルゼリー1,000mg（6粒当たり）使用
■特許製法により砂糖などの
糖類を一切加えず固形化
■滑らかな口当たり
■砂糖不使用

常温で2年
はちみつ（ハンガリー産）、ブラックカラント果汁（ニュー
ジーランド産）、ローヤルゼリー粉末（中国産）

23g（6粒） 12¥810 (750) ●入数

ハニードロップレット
（ブラックカラント&ローヤルゼリー）

自生マヌカ花蜜100%の純粋はちみつ
マヌカ特有の香りと深みのある味わい

マヌカはちみつ100%のキャンディ　
マヌカ特有の香りと深みのある味わい　ひとくちサイズ

■抗生物質不使用

■特許製法により砂糖などの糖類を一切加えず固形化
■滑らかな口当たり
■抗生物質不使用
■砂糖不使用

常温で3年

常温で2年

マヌカはちみつ（ニュージーランド産）

マヌカはちみつ（ニュージーランド産）

マヌカハニー（ハニージャパン）

ハニードロップレット

329kcal/100g

91kcal/23g（6粒）

2024

6951

250g

23g（6粒）

¥4,968

¥1,080

(4,600)

(1,000)

12

12

●入数

●入数

2025

2001

250g

23g（6粒）

¥6,912

¥1,620

(6,400)

(1,500)

12

12

●入数

●入数

2024

6951

2025

2001

6196 250g 12¥11,772 (10,900) ●入数MGO 550＋

2008 500g 12¥6,480 (6,000) ●入数MGO 100＋
6193 250g 12¥3,672 (3,400) ●入数MGO 100＋

6195 250g 12¥7,452 (6,900) ●入数MGO 400＋ UMF10＋

UMF10＋ マヌカ

UMF15＋

UMF15＋ マヌカ

6194 250g 12¥5,616 (5,200) ●入数MGO 250＋

0689

九州産ビワ種100%　
ビワ種の風味とほのかな苦み
■ビワの種を食べやすく粉末化
■1日3〜5gを目安に

常温で2年
ビワ種（九州産）

100g 60¥2,700 (2,500) ●入数

枇杷種粉末
び わ だ ね

6828

九州産ビワ種100%　
ビワ種の風味とほのかな苦み　
携帯にも便利なスティックタイプ
■ビワの種を
食べやすく粉末化
■1日1包（4g）を目安に

常温で2年
ビワ種（九州産）

120g（4g×30）
30¥3,024 (2,800) ●入数

枇杷種粉末（分包タイプ）
び わ だ ね

2943

森のパワーをあなたに贈る　
すべて自然の恵みから
■天然由来素材を
じっくり煮出した、
体に優しい清涼飲料水
■すっきりとした後味で
飲みやすい
■1回30mlを
1日2〜3回を目安に

常温で3年
スギ･ヒノキ（静岡産）

500ml 12¥9,180 (8,500) ●入数

すぎ・ひのきドリンク 6841

森のパワーをあなたに贈る　
すべて自然の恵みから　
初めて飲む方用
■天然由来素材をじっくり煮出した
体に優しい清涼飲料水
■500mlタイプに比べ、
濃度が薄くおだやかなので
初めて飲む方にお薦め
■すっきりとした薄味で飲みやすい
■1日1本を目安に

常温で3年
スギ･ヒノキ（静岡産）

50ml 40¥648 (600) ●入数

すぎ・ひのきドリンクmini
農薬不使用玄米の米糠を使用した発酵飲料
■180日以上長期熟成
■1日10〜30mlを目安に

常温で1年
米ぬか･胚芽･びわ種･びわ葉･食用菊（山形産）

バランスα

0692 900ml 18¥8,424 (7,800) ●入数

0693 500ml 36¥4,860 (4,500) ●入数
06920693
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6805

β-グルカン濃度従来品の約3倍　
天然成分100%の糖鎖栄養素
■原糖から抽出した黒酵母を米糠、ショ糖などで培養した発酵液
■1日1〜4袋を目安に

常温で2年
黒酵母発酵液､レモン果汁､リンゴ抽出液

510g（17g×30） ¥10,584 (9,800) 12●入数

黒酵母発酵液ナチュラルGマックスゴールド

3465

有機田七人参使用
根・茎・葉を丸ごと使用　液体タイプ
■超臨界抽出製法採用
■特有の苦み
■アンプル形態なので手軽に飲め
携帯にも便利
■ストロー付き
■1ヶ月15〜20本を目安に

常温で2年
有機田七人参（中国雲南省文山産）

200ml（10ml×20） ¥10,260 (9,500) 30●入数

田七人参全草液
で ん し ち

0714

発酵紫イペとプロポリス配合
■アマゾン原産のノウゼンカズラ科
■タベブイア・アベラネダェ（紫イペ）の
樹皮を発酵させ、エキスを抽出
■1日8〜12粒を目安に

常温で3年
紫イペ発酵抽出物､米でん粉､乾燥酵母､プロポリス

138g（約690粒）
¥21,600 (20,000) 40●入数

パナケア

6865

愛媛産有機にんにく使用　フルーティーで甘みがある　
食べやすいバラタイプ
■愛媛産嘉定種にんにく100%使用　■薄皮付き
■熟成させることで中身が黒く、においが気にならなくなる
■100g当たりポリフェノール1040mg含有
■1日1〜2片を目安に

冷暗所で1年
有機にんにく（愛媛産）、食塩（伯方の塩）

有機八片黒にんにく 皮付きバラ

6865 50g 80¥1,512 (1,400) ●入数

6866 100g 48¥2,700 (2,500) ●入数

6867 300g 24¥7,560 (7,000) ●入数

ハナビラタケ100%
■ハナビラタケは白いハボタン状の
大型キノコ
■賦形剤不使用
■栽培には天然地下水を使用
■1日1〜2錠を目安に

常温で2年
ハナビラタケ（和歌山産）

ハナビラタケ100

2997 9g（150mg×60粒）×3箱
¥37,800 (35,000)

2949 9g（150mg×60粒）
¥13,824 (12,800)

6●入数

20●入数

2949

1336

植物系ミネラルを70種類以上含有
吸収しやすい液体タイプ
■アメリカユタ州に奇跡的に
残っていた有史以前の
古代植物層（腐食土頁岩）から
抽出した植物由来のミネラル
■微量ミネラルをバランスよく
摂取できる
■1日10〜30mlを目安に
2〜3回に分けて

常温で2年
精製水､腐植土頁岩抽出物

473ml 18¥7,344 (6,800) ●入数

NALBALuみねらる

3384

沖縄県与那国島産サンゴ末100%
天然総合ミネラル食品
■何千年何万年もの長い年月をかけて
地上で侵食風化された、
風化サンゴ100%
■ミネラル含有量99.5%
■1日0.7〜1.2gを目安に
■計量スプーン付き

常温で3年
サンゴ未焼成カルシウム（沖縄与那国島産）

100g 20¥7,344 (6,800) ●入数

ミネラル73ハイグレード

カルシウム

ナ ル バ ル

3412

沖縄産サンゴ末100%
天然総合ミネラル食品
■何千年何万年もの長い年月をかけて
海底に堆積された、
造礁サンゴ100%
■ミネラル含有量95.7%
■1日1〜1.5gを目安に
■計量スプーン付き

常温で3年
サンゴ未焼成カルシウム（沖縄産）

150g 40¥3,780 (3,500) ●入数

ミネラルパワー

カルシウム

国内産有機にんにく使用
フルーティーで甘みがある

有機黒にんにく1347 6個入 24¥4,212
(3,900)

有機にんにく（国内産） 常温で
2年■数量限定品

青森産にんにく使用
ニオイ少なく甘みある

黒にんにく 雪国の力3390 6個入 24¥3,888
(3,600)

にんにく（青森産）､玄米発酵液 常温で
2年■数量限定品

0691

和歌山産梅干100%
梅干を長時間焼き上げた
■陽性食品
■手当て法として、くず湯や
三年番茶に混ぜて飲む
■耳かき1〜2杯を目安に

長期保存可
梅干（和歌山産）

15g 48¥896 (830) ●入数

梅干の黒焼0690

北海道産天然昆布100%　
昆布を長時間焼き上げた
■陽性食品
■手当て法としてコーレンと混ぜ、
くず練りで飲む
■昆布の黒焼き3に対し、
コーレン7の割合で
小さじ1/2〜1杯を目安に

長期保存可
昆布（北海道産）

10g 48¥896 (830) ●入数

昆布の黒焼

6868

農薬・化学肥料不使用沖縄産完熟ノニ100%　
特有な香りと濃厚でまろやかな飲み口
■発酵の後、約1年かけて
長期熟成　
■1日30〜50mlを目安に

常温で2年
モリンダ・シトフォリア（ノニ）（沖縄産）

1000ml 6¥5,658 (5,239) ●入数

島ノニ 0711

有機ノニ100%
タヒチ伝統製法
■発酵ノニエキス100%
■特有な香りとクセのある
発酵した味
■1日20〜30mlを目安に

常温で2年
有機ノニ（タヒチ産）

900ml 6¥7,344 (6,800) ●入数

100%ピュア ノニエキス

3450

三重産赤松葉濃縮エキス
■赤松葉を煮出し、鉄鍋で長時間煮詰めた
■渋み、苦みがある
■1日1回2g（約大豆2粒分）を目安に

常温で2年
赤松葉（三重産）

60g ¥20,571 (19,048) 30●入数

オーサワの松葉エキス

北海道産有機サジー100%
濃厚な風味と強い酸味
■ストレート果汁
■北海道産有機シーベリー100%
■シーベリーはサジーとも言われ、
砂漠や高地などの過酷な環境下で育つ
グミ科の植物
■果実では珍しく不飽和脂肪酸を含む
■砂糖・酸化防止剤不使用

常温で1年
有機シーベリー（北海道産）

有機シーベリージュース｢橙色の悦｣
だいだいいろ　よろこび

710ml 12¥4,104 (3,800) ●入数

0683

有機サジー100%　
特有な香り、酸味とコクがある
■ストレート果汁100%
■サジーとは、砂漠や高地などの
過酷な環境下で育つグミ科の植物　
■サジー果実油を取り除かず、
すべて搾り込んだ
■砂糖・酸化防止剤不使用
■ビタミンC含有量：260mg/100ml
■1日30mlを目安に

常温で2年
有機サジー（中国内モンゴル自治区産）

900ml 12¥4,094 (3,791) ●入数

オーガニック聖果サジー100%

ビタミンC

6818

クコの実果汁100%
色鮮やか、甘酢っぱくて美味
■ストレート果汁
■USDA認定原料使用
■生クコの実一番搾り
■甘みがあり、濃厚な味
■1日20mlを目安に

冷暗所で2年
クコ果汁（中国寧夏産）

500ml 12¥5,019 (4,648) ●入数

寧夏のくこ
ね い か

6864

6824

沖縄産農薬不使用ウコン生搾り100%
■秋ウコン（琉大ゴールド）100%使用
■生秋ウコンを圧搾したウコン汁
■ウコンの刺激的な苦み
■調味料やお酒と割ったりして使用できる

常温で1年
秋ウコン（沖縄産）

20ml 100¥308 (286) ●入数

翌ケロGOLD（生搾りウコン飲料）

3420

山形県尾花沢の西瓜果汁100%
■1瓶当たり西瓜7〜8kg玉1個の果汁使用
■6〜7時間じっくり煮詰めた
■苦みがなく、自然な甘み
■1日10〜15ccを目安に

常温で1年
西瓜（山形県尾花沢産）

120g 84¥3,240 (3,000) ●入数

尾花沢すいか糖

3395

木曽川産ヤマトしじみ100%使用
1瓶でしじみ貝約12kg分
■鉄釜で長時間煮詰めた100%エキス
■濃厚なしじみの味
■1日2g（約大豆2粒分）を目安に
■料理の隠し味にも

常温で2年
ヤマトしじみ（愛知県木曽川産）

60g 30¥8,640 (8,000) ●入数

川端のしじみエキス

■賦形剤不使用
■粒状なので飲みやすい
■1日10粒を目安に

6840

沖縄県西表島産秋ウコンに
広島産牡蠣エキスを配合

常温で2年
秋ウコン粉末（沖縄県西表島産）､牡蠣肉エキス（広島産）

30g（100mg×300粒） ¥2,036 (1,886) 50●入数

西表島ウコンプラス牡蠣肉エキス
いりおもて
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7705

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
本醸造白たまりを使った香り高く旨みのある塩味
■北海道産小麦を使用したこだわりの生麺
■中国内モンゴル自治区産かんすい使用
■国内産原料を使った本醸造白たまり使用のスープ
■砂糖・動物性原料不使用

冷蔵で30日
めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、小麦たんぱく（国内産）、かんすい］、スープ【小麦醸造調味料（足助仕込三河しろたまり）、醗酵調味料、
食塩（シママース）、香辛料[玉ねぎ、にんにく、ねぎ（エキス）、生姜、こしょう（白・黒）]、胡麻油、メープルシュガー、酵母エキス、馬鈴薯でん粉】

オーサワのベジ生ラーメン（しお）

284g（うち麺110g×2） ¥529 (490) 10●入数

354kcal/1食

7703

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
天然醸造味噌とごまの風味とコクがたっぷり
■北海道産小麦粉を使用したこだわり生麺
■中国内モンゴル自治区産かんすい使用
■国内産丸大豆を使った天然醸造味噌使用のスープ
■ピリッと辛く、コクがある　■砂糖・動物性原料不使用
428kcal/1食

冷蔵で30日
めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく（国内産）､かんすい］､スープ［胡麻（南米・アフリカ産他）､醤油､食塩（シママース）､
醗酵調味料､胡麻油､香辛料（玉ねぎ、にんにく、ねぎ、唐辛子）､酵母エキス､味噌､メープルシュガー､馬鈴薯でん粉､昆布粉末］

オーサワのベジ生ラーメン（ごまみそ）

298g（うち麺110g×2） ¥529 (490) 10●入数

337kcal/1食

7701

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
本醸造醤油の香り引き立つ
■北海道産小麦粉を使用したこだわり生麺
■中国内モンゴル自治区産かんすい使用
■国内産丸大豆を使った本醸造醤油使用のスープ
■砂糖・動物性原料不使用

冷蔵で30日
めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく（国内産）､かんすい］､スープ【醤油､醗酵調味料､香辛料
[にんにく、ねぎ、玉ねぎ、こしょう（白・黒）]、胡麻油､食塩（シママース）､メープルシュガー､酵母エキス､馬鈴薯でん粉､昆布粉末】

オーサワのベジ生ラーメン（しょうゆ）

284g（うち麺110g×2）¥518 (480) 10●入数
383kcal/1食

7702

植物性素材でつくったこだわりのラーメン
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺
天然醸造味噌の深みのある味わい
■北海道産小麦粉を使用したこだわり生麺
■中国内モンゴル自治区産かんすい使用
■国内産大豆を使った天然醸造味噌使用のスープ
■砂糖・動物性原料不使用

冷蔵で30日
めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく（国内産）､かんすい］､スープ［味噌､醤油､醗酵調味料､
メープルシュガー､香辛料（にんにく、生姜、黒こしょう、唐辛子）､胡麻油､食塩（シママース）､酵母エキス､昆布粉末］

オーサワのベジ生ラーメン（みそ）

296g（うち麺110g×2） ¥529 (490) 10●入数

7700

北海道産小麦粉使用のこだわり蒸し麺
無かんすい
もちもちとした食感

■卵・着色料不使用

186kcal/袋

冷蔵で45日
小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（国内産）､醸造酢、食塩（海はいのち）､植物油（なたね油）

オーサワのやきそば（蒸し麺）

150g 20¥172 (160) ●入数

愛知産農薬・化学肥料不使用きゅうり100%使用　
歯ごたえよく、さっぱりとした味わい7812 100g 1¥360

(334)
きゅうり（愛知産）、漬け原材料［白たまり（足助仕込
三河しろたまり）、たまり醤油、みりん、梅酢、生姜

（長崎産）、食塩、粗糖（鹿児島産）］
冷蔵で
4ヶ月

道長 きゅうりのかっぱ漬
■8月〜9月数量限定品

7810

愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
熟成された大根の風味と程よい酸味
■じっくり乳酸発酵させた
渥美半島の伝統たくあん
■大根のしっかりとした
歯ごたえが楽しめる
■砂糖・化学調味料不使用

冷蔵で3ヶ月
大根（愛知産）、漬け原材料［米ぬか（愛知産）、食塩

（メキシコ産）、なすの葉・柿の皮（愛知産）］

道長 古式一丁漬

100g ¥308 (286) 1●入数

7813

愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
食感よく、大根の甘みと唐辛子の辛みが絶妙
■天然醸造調味料使用
■韓国産農薬・化学肥料不使用唐辛子使用
■干し大根をキムチ風味調味料で味付け
■化学調味料不使用

■10月〜5月限定品

冷蔵で6ヶ月
切干大根（愛知産）、漬け原材料［トマトピューレ、白梅酢、たまり醤油、白たまり（足助仕込三河しろ
たまり）、みりん、りんご（長野産）、にんじん（愛知産）、食塩（カンホアの塩）、にんにく（愛知産）、
唐辛子（韓国産）、粗糖（鹿児島産）、生姜（長崎産）、鰹節（鹿児島・静岡産）、昆布（北海道産）］

道長 はりはりキムチ

110g ¥349 (324) 1●入数

7764

北海道産特別栽培大豆100%使用　低温加熱処理製法　
栗のような甘みと大豆本来の旨み
■テンペとはインドネシアでの伝統的な発酵食品で、
ゆでた大豆をテンペ菌で発酵させたもの
■そのまま食べるほか、煮物、ステーキ、揚げ物などに
米と一緒に炊いても

冷蔵で1ヶ月
大豆（北海道産）、米酢（福井産）、米粉（秋田産）、テンペ菌（小麦：秋田産）

丸大豆テンペ

100g 144¥291 (270) ●入数

7715

国内産有機大豆・米使用　西京系白味噌　
塩分濃度が低く自然な甘みと旨み
■酒精不使用
■有機米からつくった米糀を大豆の3倍使用して
自然な甘みをだしている
■生味噌（非加熱）
■豆乳シチュー、豆腐デザートのかくし味などにも
■甘味料不使用　■淡色白色　■塩分約6%

冷蔵で5ヶ月
有機米（島根・北海道産）、有機大豆（島根産）、食塩（天海の塩）、こうじ菌（京都産）

有機白みそ

500g 20¥712 (660) ●入数

7762

埼玉産大豆・えごま使用
大豆の甘みとえごまの香ばしい風味
■埼玉県秩父地方に古くから伝わる
在来種「借金なし大豆」使用
■テンペとはインドネシアでの伝統的な発酵食品で、
ゆでた大豆を「こうじ」の一種テンペ菌で発酵させたもの
■そのまま食べるほか、大豆の代わりに煮物、
焼いてステーキ、揚げ物、ご飯と一緒に炊いても

冷蔵で1ヶ月
大豆・えごま（埼玉産）、米酢（国内産）、テンペ菌（小麦：アメリカ・カナダ・オーストリア・国内産）

えごまテンペ

75g 40¥345 (320) ●入数

7817

愛知産農薬・化学肥料不使用大根100%使用
パリッとした歯ごたえと爽やかな甘み
■りんご果汁を加えた
まろやかな酸味の甘酢漬け大根
■化学調味料不使用

冷蔵で30日
大根（国内産）、漬け原材料[粗糖（鹿児島産）、米酢（福井産）、
みりん（愛知産）、りんご（長野産）、食塩（カンホアの塩）]

道長 あとひきだいちゃん
（甘酢漬け大根）

150g 1¥334 (310) ●入数

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華　
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺　
ごまをふんだんに使った風味豊かなたれ

オーサワのベジ冷し中華（ごまだれ）生麺7704 320g
（うち麺110g×2） 10¥561

(520)
めん［小麦粉（北海道産）､焼酎､食塩（シママース）､小麦たんぱく（国内産）、
かんすい］､スープ[醤油､胡麻（練り胡麻･すり胡麻）､米酢､麦芽水あめ､
味噌､胡麻油､玉ねぎ･にんにく･生姜（国内産）､香辛料､酵母エキス]

冷蔵で
30日■4月〜9月限定品

植物性素材でつくったこだわりの冷し中華　
小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺　
酸味まろやか、上品な風味の醤油だれ

オーサワのベジ冷し中華（しょうゆだれ）生麺7707 302g
（うち麺110g×2） 10¥529

(490)
めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、小麦たんぱく

（国内産）、かんすい］、スープ［醤油､麦芽水あめ、メープルシュガー､
米酢､食塩（シママース）、胡麻油､昆布粉末､酵母エキス］

冷蔵で
30日■4月〜9月限定品

7814

78167815

愛知産農薬・化学肥料不使用大根・ゆず100%使用
歯ごたえよく、ゆずの爽やかな風味

秋田産原料100%
大根の自然な甘みといぶしの上品な風味

北海道産昆布・するめ100%使用　
昆布とするめの深みのある味わい

■ゆずと甘酢でつけた
自然な甘みの酢漬け大根
■大根のパリッとした歯ごたえと
ゆずの爽やかな風味
■化学調味料不使用

■秋田産のりんごの木でいぶし、
玄米、こうじ、食塩だけで漬け込んだ
いぶりだいこん
■玄米とこうじはあきたこまちを使用
■砂糖・着色料・化学調味料不使用

■天然醸造調味料使用
■しっかりとした食感
■化学調味料不使用
■お正月や冬の食卓に

冷蔵で30日

冷蔵で6ヶ月冷蔵で3ヶ月

大根（愛知産）、漬け原材料［粗糖（鹿児島産）、米酢（福井産）、みりん
（愛知産）、食塩（カンホアの塩）、ゆず（愛知産）、昆布（北海道産）］

大根・玄米・米糀・食塩（秋田産）昆布（北海道産）、するめ（北海道産）、にんじん（愛知産）、漬け原材料［白たまり
（足助仕込三河しろたまり）、みりん・たまり醤油（愛知産）、粗糖（鹿児島産）］

道長 ゆず大根

愛菜ものがたり（いぶりだいこん）道長 松前漬

150g

100g100g

1

201

¥360

¥540¥442

(334)

(500)(410)

●入数

●入数●入数

■11月〜3月限定品

■3月〜数量限定品■12月数量限定品

7763

生おからとこんにゃく粉でつくった植物たんぱく食品　
代用肉として
■ひき肉タイプ
■食物繊維：7.6g/100g
■糖質ゼロ
■湯戻し不要でそのまま使える
■無味無臭なのでさまざまな料理に使える
■ハンバーグやスパゲッティ、餃子などに

冷蔵で60日
大豆・こんにゃく粉（茨城産）、水酸化カルシウム

豆富屋さんのうの花こんにゃく（ひき肉タイプ）

200g 20¥588 (545) ●入数

あいさい



冷 蔵品 冷蔵品

128 129

国内産天草100%　歯ごたえよく天草本来の風味　
お好みの形にカットして

お好み角てん7864 360g 1¥138
(128)

天草（国内産） 冷蔵で
3ヶ月■4月〜9月限定品

滋賀産大豆使用の生ゆば　
とろけるような食感と大豆の自然な甘み
■湯葉をゆっくりと製膜させる独自製法
■そのまま前菜に、
またはごはんやそばにかけて
■メープルシロップなどをかけて
デザートにも
■比叡山延暦寺御用達

ひ え い

7730

冷蔵で2ヶ月
大豆（滋賀産）

比叡とろゆば

180g ¥648 (600) 30●入数

7852

国内産大豆100%使用　
滑らかな食感と大豆の旨み　
消泡剤不使用
■すっきりした大豆の旨み
■使いやすい四角い充填豆腐
■そのまま食べるほか、
みそ汁、鍋などに

冷蔵で30日
大豆（青森・秋田産）、にがり（塩化マグネシウム）

榛名の恵み・充填豆腐

300g 20¥216 (200) ●入数

は る な

大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）

7731

国内産大豆100%使用　
大豆の旨みが残った、しっとりタイプ　
うの花料理やお菓子づくりに
■消泡剤不使用
■うの花、サラダなどの料理や
お菓子づくりに

冷蔵で1ヶ月

生おから

200g ¥205 (190) 1●入数

7920

国内産大豆・野菜100%使用　
だしのきいた甘さ控えめのうの花
■消泡剤不使用
■そのまま食べるほか、
春巻やコロッケの具に混ぜて

冷蔵で30日
大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、油揚［大豆（国内産）、なたね油（オーストラリア産）、
粗製海水塩化マグネシウム（にがり）］、にんじん（国内産）、醤油、ねぎ（国内産）、醗酵調味料、
こんにゃく（国内産）、粗糖（鹿児島産）、なたね油（オーストラリア産）、青大豆（国内産）、ごぼう

（国内産）、はちみつ（国内産）、乾しいたけ（大分・熊本・宮崎・愛媛産）、食塩（シママース）、
かつお節（鹿児島産）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）、海藻粉、水酸化カルシウム

味付うの花料理

150g 1¥329 (305) ●入数

76kcal/100g

7732

国内産大豆使用の
豆腐でつくった油揚げ使用　
だしをきかせて甘さ控えめに味付け
■国内産大豆と海水にがりで作った
豆腐を、圧搾一番搾りなたね油で
揚げた肉厚で柔らかい油揚げ使用
■化学調味料不使用

冷蔵で3ヶ月
油揚［大豆（国内産）、なたね油、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）（長崎産）］、粗糖（鹿児島産）、
醤油、醗酵調味料、食塩（青い海）、かつお節（鹿児島産）、昆布（北海道産）、さば節（静岡産）

味付いなりあげ

6枚 ¥378 (350) 1●入数

7854

国内産有機もち米・米・米こうじ使用　
自然な甘さと旨み
■「有機三州味醂」を搾ったみりん粕
■アルコール分約7%
■そのまま食べるほか、
料理や菓子づくりにも

冷蔵で4ヶ月
有機もち米・米・米こうじ（国内産）

有機みりん粕

200g ¥462 (428) 12●入数

■3月〜数量限定品

7856

国内産有機大豆100%使用　
滑らかな食感と大豆の豊かな風味
消泡剤不使用
■食べ切りサイズの充填豆腐
■そのまま冷奴や汁物などに

冷蔵で20日
有機大豆（北海道・青森産）、にがり（粗製海水塩化
マグネシウム）

国産有機なめらか絹豆腐

240g（120g×2） 1¥205 (190) ●入数

7855

滋賀産大豆使用の生ゆば、国内産かぼちゃ粉末使用　
スクランブルエッグのような食感
■卵のような色合い
■大豆とかぼちゃの自然な甘み
■加熱をするとさらにとろとろとした食感に
■そのまま食べるほか、オムライス、スクランブルエッグ、
サンドイッチ、親子丼など卵料理の代用に

冷蔵で2ヶ月
大豆（滋賀産）、かぼちゃ粉末（国内産）、食塩（石垣の塩）、クチナシ色素

卵のようなとろとろゆば

100g 50¥475 (440) ●入数

7890

国内産いわし100%使用　
獲れたての生しらすをすぐに釜あげ　
ふっくら柔らかな食感
■低温加熱殺菌をすることで鮮度を長く保っている
■そのまま食べるほか、豆腐や麺のトッピングなどに

冷蔵で30日
いわし稚魚（国内産）、食塩

国産釜あげしらす

50g（25g×2） 24¥324 (300) ●入数

7735

国内産小麦100%使用　
味しみがよく、もちもちとした食感　
煮物や鍋物、汁物などに
■丁寧に練り上げてつくった

■10月〜4月限定品

冷蔵で3ヶ月
グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）、小麦粉（愛知産）

もち麩

150g 50¥216 (200) ●入数

7734

北海道産小麦100%使用　
もちもちとした食感と小麦の甘み　
プレーンとよもぎの2種類入り
■小麦の甘みとよもぎのほのかな風味
■そのまま食べるほか、
煮物や田楽などにも

冷蔵で30日
プレーン：グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）　
よもぎ：グルテン（北海道産）、もち粉（国内産）、よもぎ（宮城産）

京なま麩（プレーン・よもぎ）

100g（50g×2個） 30¥518 (480) ●入数

7749

長崎・三重産ひじき使用　
軽く水洗いするだけ　
豊かな磯の風味とやわらかな食感
■軽く水洗いするだけでそのまま使える
■芽ひじきなど
やわらかい部分を多く使用
■ふっくらとやわらかな食感
■煮物やサラダ、炒め物などに

冷蔵で2ヶ月
ひじき（長崎・三重産）

戻しひじき

100g ¥259 (240) 40●入数

7853

国内産大豆100%使用　
くずれにくいので炒め物や豆腐ステーキなどに　
消泡剤不使用
■水切りをしているため、
袋から出してそのまま使える
■歯ごたえがよく、大豆の旨みが
詰まっている

冷蔵で21日
大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、にがり（粗製海水塩化
マグネシウム）

水切り押し豆腐

220g 1¥302 (280) ●入数

7733

北海道産小麦粉100%
しっかりとした小麦の風味と
もちもちとした食感
おでんの具や鍋ものなどに
■北海道産小麦粉100%
■食塩不使用
■おでんの具や鍋物、天ぷらなどに

冷蔵で30日
小麦粉（北海道産）

北海道産小麦使用 ちくわぶ

160g 50¥237 (220) ●入数

■10月〜2月限定品

7857

有機米・米こうじ使用　
甘酒や粕汁、粕漬け、
菓子づくりなどにも
■栃木産有機米・米こうじ使用
■有機清酒を搾った酒粕
■1袋で4人分の甘酒が作れる
■アルコール分5〜8%程含む

冷蔵で3ヶ月
有機米・米こうじ（栃木産）

有機酒粕

200g 20¥453 (420) ●入数

■1月〜数量限定品

7745

熊本県湯島産天然わかめ　
丁寧に手摘み　
磯の風味豊か
■漁師が海へもぐり
一つ一つ丁寧に手摘み
■みそ汁や和え物などに

冷蔵で150日
わかめ（熊本県湯島産）、食塩

湯島産手摘み 塩蔵さしみわかめ

130g ¥306 (284) 15●入数

7772

北海道産昆布、国内産ごま使用　
直火釜でじっくりと炊き上げた佃煮　
昆布の旨みとごまの香ばしい風味
■化学調味料不使用　
■ごはんのおかず、おにぎり、
お茶漬けに

冷蔵で3ヶ月
醤油、昆布（北海道産）、麦芽水飴、粗糖（種子島産）、
胡麻（国内産）、醗酵調味料、かつおだし

ごま昆布・佃煮

100g ¥390 (362) 80●入数

7771

北海道産昆布、山形産しその実使用　
直火釜でじっくりと炊き上げた佃煮　
昆布の旨みと爽やかなしその風味
■化学調味料不使用　
■ごはんのおかず、おにぎり、
お茶漬けに

冷蔵で3ヶ月
醤油、昆布（北海道産）、麦芽水飴、粗糖（種子島産）、
紫蘇の実（山形産）、醗酵調味料、かつおだし

しその実昆布・佃煮

100g ¥411 (381) 80●入数
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鉛やカドミニウムを使用しない安心・安全な日本製の食器シリーズです。
別冊パンフレットでご案内しております。森修焼シリーズ

シラルガン（Silit）
シリット

ヘイワ圧力鍋

該当なし

PC－45A（4.5L）、PC－60A（6L）
PCD－10W（10L）

3800型（3.9合炊）
外径17.8cm×高さ13cm

該当なし

PCD－10W（10L）

8Ｗ型（9合炊）
外径21.5cm×高さ18.5cm

該当なし

PC－60A（6L）
PCD－10Ｗ（10L）

5000型（6合炊）
外径19cm×高さ14.8cm

tプラス4.5（4.7L）

PC－28A（2.8L）、PC－45A（4.5L）
PC－60A（6L）、PCD－10Ｗ（10L）

2400型（2合炊）
外径14.8cm×高さ11cm

カ ム カ ム 鍋 適 合 表

圧力鍋に入れて使用する陶器製内鍋　玄米をふっくら、もちもちに炊き上げる
■火加減や水加減による失敗がない
■玄米特有の糠臭さを軽減

3837 2合炊 12¥5,184 (4,800) ●入数

サイズ：高さ約11cm×外径約14.8cm　重さ約0.9kg
2400型

3836 3.9合炊 8¥6,480 (6,000) ●入数

サイズ：高さ約13cm×外径約17.8cm　重さ約1.4kg
3800型

3835 6合炊 6¥7,776 (7,200) ●入数

サイズ：高さ約14.8cm×外径約19cm　重さ約1.7kg
5000型

3834 9合炊 4¥9,072 (8,400) ●入数

サイズ：高さ約18.5cm×外径約21.5cm　重さ約2.1kg
8W型

3837

3835

3836

3834

品番 製品名 容量 価格

遠赤外線効果で美味しく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き上げる
強度が高く、お手入れ簡単
■鉛やカドミウムを使用せず天然石を独自にブレンドした釉薬で焼き上げた土鍋　■肉厚で蓄熱・保温効果があり、ムラのない熱まわり　
■焦げ付きにくく洗いやすい　■強度が高く耐久性がある　■持ちやすい取っ手　■ガス、オーブン、電子レンジ、ラジエントヒーターに対応　■色：茶色

森修焼 味鍋プレミアム

7480 7481

7481 5合炊き 6¥16,200 (15,000) ●入数

サイズ：高さ約12cm×外径約24cm　重さ約3kg
2.6L

7480 3合炊き 8¥10,800 (10,000) ●入数

サイズ：高さ約9cm×外径約21cm　重さ約2kg
1.4L

品番 容量 価格

国内産大豆使用の有機豆乳を本葛で固めた豆乳プリン
砂糖・卵・乳製品不使用

オーサワの豆乳プリンシリーズ

7860 黒ごま豆乳プリン
有機黒ごまの濃厚な風味

■10月〜4月限定品

90kcal/80g

80g ¥205 (190) 1●入数

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、有機胡麻
（グァテマラ産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）

冷蔵で30日

78kcal/80g

80g ¥270 (250) 1●入数

有機豆乳、有機ココナッツミルク（スリランカ産）、
有機レモン果汁（イタリア産）、有機メープルシロップ

（カナダ産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）、有機白味噌

7874 レアチーズ風プリン
レアチーズのような
爽やかな風味と濃厚な味わい

7862 チョコプリン
有機キャロブ・ココアの
リッチな味わい

120kcal/80g

80g ¥248(230) 1●入数

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、有機
キャロブパウダー（スペイン産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）、
有機ココアパウダー（オランダ産）

7861 かぼちゃプリン
北海道産かぼちゃの
濃厚な味わい

103kcal/80g

80g ¥237 (220) 1●入数

有機豆乳、有機メープルシロップ（カナダ産）、かぼちゃ
フレーク（北海道産）、葛粉（宮崎・鹿児島産）

■「オーサワの有機メープルシロップ」使用

■メープルと大豆のやさしい甘み■そのまま食べるほか、
お好みのジャムやソースをかけて

7790

国内産大豆100%使用
すっきりとした大豆の甘み
■消泡剤不使用
■大豆固形分12%以上

冷蔵で1ヶ月

原豆乳

300g ¥259 (240) 1●入数

32kcal/100g

げんとうにゅう

大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）

7792

北海道産大豆を使った大豆粉100%使用
大豆本来の旨みがいきたまろやかな味わい
■おからを取り除かずに大豆を
丸ごと使用した大豆飲料

（うす皮は除いてます）
■無調整タイプ
■大豆固形分10%以上
■食物繊維：3.1g/200ml
■そのまま飲むほか、幅広い料理に

冷蔵で120日
大豆粉（大豆：北海道産）

スゴイダイズ（北海道）無調整タイプ

950ml 6¥324 (300) ●入数

7791

お米でつくった植物性乳酸菌入り飲料
すっきりとした酸味とほのかな甘み
砂糖不使用
■石川産米使用
■米を麹と植物性乳酸菌で醗酵させた
ヨーグルト風味の植物性飲料
■乳製品不使用

冷蔵で1年
米・米麹（国内産）

ANP71・米発酵飲料

150g 12¥324 (300) ●入数

ご家庭で手軽に豆乳ヨーグルトがつくれる
植物性乳酸菌使用　砂糖・乳製品不使用
■大豆固形成分8%以上の豆乳に混ぜて、
常温で自然発酵させるだけで
豆乳ヨーグルトができる
■京都府上賀茂の伝統食品である

「すぐき漬け」由来の植物性乳酸菌使用
■コレステロールゼロ
■豆乳500mlに対し1包

冷蔵で1年
有機タピオカデキストリン、ラクトバチルスプランタラム（KS-1株）

豆乳専用種菌 ソイヨーグル

7858 3g（1.5g×2包） ¥972 (900) 40●入数
7859 15g（1.5g×10包）¥4,320 (4,000) 20●入数

7858 7859

54kcal/100ml

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
程よい甘みで食べやすい

ダーデン 有機アガベチョコレート70%7882 100g 90¥799
(740)

有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機アガベパウダー
（メキシコ産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、
有機バニラパウダー（マダガスカル産）

冷暗所で
1年6ヶ月■11月〜翌年4月は常温配送＜No.6373＞となります

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
程よい甘みとヘーゼルナッツの香ばしさ

ダーデン 有機ココシュガーチョコ ダーク64%7883 100g 90¥799
(740)

有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機ココナッツシュガー（ポ
リネシア産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、有機ヘーゼ
ルナッツ（イタリア・トルコ産）、有機アガベイヌリン（メキシコ産）

冷暗所で
1年6ヶ月■11月〜翌年4月は常温配送＜No.6087＞となります

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
滑らかな口当たり、クリーミーな味わい

ダーデン 有機ココシュガーチョコ アーモンドミルク7884 100g 90¥799
(740)

有機カカオバター（ドミニカ共和国産）、有機ココナッツシュガー（ポリネシア産）、
有機カカオマス（ドミニカ共和国産）、有機ヘーゼルナッツ（イタリア・トルコ産）、有
機脱脂アーモンドミルクパウダー（スペイン産）、有機アガベイヌリン（メキシコ産）

冷暗所で
1年6ヶ月■11月〜翌年4月は常温配送＜No.6088＞となります

乳製品・乳化剤不使用
カカオの濃厚な味わい

ダーデン 有機チョコレート ダーク95%7881 90g 90¥799
(740)

有機カカオマス・カカオバター（ドミニカ共和国）、
有機砂糖（ブラジル産）、有機バニラパウダー

（マダガスカル産）
冷暗所で
1年6ヶ月■11月〜翌年4月は常温配送＜No.0817＞となります

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
滑らかな口当たり
カカオ本来の濃厚な味わいが楽しめる

ViVANI オーガニック エキストラダークチョコレート99%7880 80g 10¥702
(650)

有機カカオマス（パナマ産）、有機カカオバター
（ドミニカ共和国・パナマ・タンザニア産）、有機
ココナッツシュガー（インドネシア産）

冷暗所で
2年■11月〜翌年4月は常温配送＜No.0816＞となります

ヴィヴァーニ

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
濃厚なカカオの風味とほろ苦さViVANI オーガニック エキストラダークチョコレート92%7878 80g 10¥702

(650)
有機カカオマス（パナマ産）、有機カカオバター

（ドミニカ共和国・ペルー・タンザニア産）、有機
ココナッツシュガー（インドネシア産）

冷暗所で
2年■11月〜翌年4月は常温配送＜No.6379＞となります

ヴィヴァーニ

砂糖・乳製品・乳化剤不使用
濃厚なカカオの風味とやさしい甘みViVANI オーガニック ダークチョコレート75%7879 80g 10¥702

(650)
有機カカオマス（パナマ産）、有機ココナッツシュガー

（インドネシア産）、有機カカオバター（ドミニカ共和国・
パナマ・タンザニア産）

冷暗所で
2年■11月〜翌年4月は常温配送＜No.6086＞となります

ヴィヴァーニ
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メーカー ドイツ・シリット社 鋳物屋

玄米の炊き時間 高圧で20分加圧、蒸らし10～15分
（ピンが下りるまで） 高圧で25～30分加圧、蒸らし15分

玄米の炊きあがり ふっくら、もちもち もっちり
保証期間 10年 1年

電磁調理器への対応 ○ ×
コメント

容量・重さ
シコマチック tプラス2.5L  満水容量：2.6L  重さ：3.39kg

シコマチック tプラス4.5L  満水容量：4.7L  重さ：4.54kg

PC－28Ａ 容量：2.8Ｌ 重さ：2.4kg
PC－45Ａ 容量：4.5L 重さ：3.1kg
PC－60Ａ 容量：6L 重さ：3.7kg
PCＤ－10Ｗ 容量：10L 重さ：4.2kg

素材 ガラス・セラミック融合被覆 アルミ製
圧力の調整装置 スプリング式 おもり式

作動圧力 高：90kpa　低：30kpa 高：137kpa　低：49kpa
最高調理温度 高：約119℃　低：約107℃ 高：124℃　低：111℃ 

商品名 シラルガン（ S i l i t ）シリット ヘイワ圧 力鍋
圧　力　鍋　比　較　表

● 玄米食・マクロビオティック実践者から長く支持されてきた
圧力鍋の大御所

● 重いオモリと軽いオモリで調節する昔ながらの圧力鍋
※むし板、アルミ内鍋（PCＤ-10Ｗはなし）、掃除棒、料理ブック付

● 素材表面はガラス・セラミック融合被覆なので手入れが楽。
   また、ガラス・セラミック融合被覆は中性なので、食品への酸や
アルカリによる影響を与えない
※むし器、スタンド（2.5Ｌはなし）、レシピブック付

132 133

シラルガン（S i l i t）
金属イオンの影響を受けずに調理ができる
表面のガラス・セラミック融合被膜は、滑らかな中性のクリーン素材でお料理の味や成分に影響を与えない
ハロゲンヒーター、電磁調理器、シーズヒーターにも対応

5818 5802

5812 5816

■少量のごはんを炊いたり、ちょっとした煮物、揚げ物もできる
■広い口のどこからでも注げ、横からの液だれがない

ミルクポット

5818 ブラック ¥21,600 (20,000)
5820 エナジーレッド ¥21,600 (20,000)
5822 クレイジーイエロー ¥21,600 (20,000)

サイズ：最大幅21.5cm　最大高さ16cm（蓋をした状態）　深さ11.4cm
満水容量：1.7L　重さ：本体1.29kg/ガラス蓋：約225g

圧力鍋 シコマチック tプラス4.5L

5814 エナジーレッド ¥49,680 (46,000)
5812 ブラック ¥49,680 (46,000)

5816 クレイジーイエロー ¥49,680 (46,000)
サイズ：最大幅43cm　最大高さ18.5cm　内径22cm×深さ約12.4cm
満水容量：4.7L　重さ：4.54kg　22cm強化ガラス蓋適応

圧力鍋 シコマチック tプラス2.5L

5802 エナジーレッド ¥43,200 (40,000)
5804 クレイジーイエロー ¥43,200 (40,000)

サイズ：最大幅38cm　最大高さ15.5cm　内径18cm×深さ約11.7cm
満水容量：2.6L　重さ：約3.39kg　18cm強化ガラス蓋適応

5800 ブラック ¥43,200 (40,000)

高温・高圧調理のアルミ製圧力鍋　玄米がもっちりと炊ける
■アルミ製の圧力鍋　■高温・高圧調理で、調理時間が短縮できる
■1台で煮る、蒸す、ゆでる、炊くと4役をこなす
■もちもちした玄米ごはんが炊き上がる
■ラジエントヒーター、オールメタル加熱方式IHに対応

ヘイワ圧力鍋

0893 PC-28A（5合炊） 6¥22,680 (21,000) ●入数
サイズ：内径17cm×深さ10cm　重さ約2.4kg

0894 PC-45A（8合炊） 4¥24,840 (23,000) ●入数
サイズ：内径20cm×深さ12cm　重さ約3.1kg

0895 PC-60A（10合炊） 4¥31,320 (29,000) ●入数
サイズ：内径23cm×深さ13cm　重さ約3.7kg

0896 PCD10W（15合炊） 2¥42,120 (39,000) ●入数
サイズ：内径27cm×深さ18cm　重さ約4.2kg0894 0896

品番 製品名 容量 価格

1●入数

シ リ ッ ト

マスタークック
遠赤外線効果で美味しく調理
※電子レンジ、電磁調理器では使用できません

3856

3855 蒸し板（3合用） ¥1,404 (1,300) 1●入数 サイズ：高さ約2.8cm×外径約17cm　重さ約390g

3856 蒸し板（6合用） ¥2,268 (2,100) 1●入数 サイズ：高さ約2.8cm×外径約21cm　重さ約600g
※炊飯用土鍋には対応していません

■オールシーズン蒸し料理が楽しめる

3859 クッキングガスマット 40¥1,296 (1,200) ●入数 サイズ：厚さ0.5cm×外径20cm
※温度センサー付コンロでは使用できません

■コンロの上に置くだけで、ガス火力を緩和　ふきこぼれ、こげつきを防ぐ

3865 1.5合炊き炊飯用土鍋 6¥5,616 (5,200) ●入数1L
サイズ：高さ約11.6cm×外径約20cm　重さ約2.2kg

3866 3合炊き炊飯用土鍋 4¥8,208 (7,600) ●入数1.5L
サイズ：高さ約11.8cm×外径約22.5cm　重さ約3kg

3867 6合炊き炊飯用土鍋 2¥13,500 (12,500) ●入数2.6L
サイズ：高さ約14.5cm×外径約28cm　重さ約4.8kg

3852 3合浅鍋 ¥4,968 (4,600)1L 6●入数 サイズ：高さ約8cm×外径約22cm　重さ約1.9kg

■いろいろな用途に使いこなすことができる

3853 6合肉厚浅鍋 ¥7,344 (6,800)2.2L 4●入数 サイズ：高さ約10cm×外径約28cm　重さ約3.7kg

3865

3850 3合深鍋 4¥6,264 (5,800) ●入数1.8L サイズ：高さ約11cm×外径約22cm　重さ約2.3kg

■使いやすさがいい、ロングセラー中のロングセラー

3851 6合深鍋 2¥9,936 (9,200) ●入数3L サイズ：高さ約13cm×外径約28cm　重さ約3.5kg
3851

■肉厚・二重蓋構造で蓄熱力があり、本格的なかまど炊き風ごはんが炊ける

3853

土鍋

3864 片手鍋（小）朱 8¥4,104 (3,800) ●入数600ml サイズ：高さ約7.5cm×外径約14.5cm　重さ約750g

6897 片手鍋（小）黒 8¥4,104 (3,800) ●入数600ml サイズ：高さ約7.5cm×外径約14.5cm　重さ約750g 6897

3864

6882 土瓶（朱） 8¥4,320 (4,000) ●入数1.6L サイズ：高さ約12cm×外径約16cm　重さ約1.1kg

■お茶がおいしく煮出せる　煎じ薬が生きる

6898 土瓶（黒） 8¥4,320 (4,000) ●入数1.6L サイズ：高さ約12cm×外径約16cm　重さ約1.1kg
68986882

■小さくて軽いので使いやすい　少量の料理に便利な小鍋
けんこう片手鍋・土瓶

付属品

■少量の調味料で食材の味を引き出す
■そのままテーブルへ置ける
使いやすいサイズ

12¥4,320 (4,000) ●入数6896 フライパン（大） 1200ml サイズ：直径22cm

フライパン・陶板

6895 6896 3854 陶板
1¥4,536 (4,200) ●入数

サイズ：高さ約3.5cm×外径約28cm　重さ約1.2kg

■香ばしく、
ふんわりと焼ける、
丈夫な陶板

サイズ：高さ約8.5cm×外径約18cm　重さ約1,050g1077 1500ml 6¥6,048 (5,600) ●入数片手鍋（大）黒 1077

1078

16¥3,024 (2,800) ●入数6895 フライパン（小） 600ml サイズ：直径17cm

数量限定品

サイズ：高さ約8.5cm×外径約18cm　重さ約1,050g1078 1500ml 6¥6,048 (5,600) ●入数片手鍋（大）朱

独自の5層構造で食材の味を短時間で最大限に引き出す安心・安全な最高品質調理器具
シリーズです。別冊パンフレットでご案内しております。サラダマスターシリーズ
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3024

■かくはん式で胚芽モード付
■低騒音化設計（60dB)　
■3分搗きから上白米まで
■1〜5合まで精米可能
■お手入れし易く糠ボックスも
一緒に取り出せる

1台 4¥20,366 (18,858) ●入数

精米御膳MR−E751W
胚芽モード付
3分搗きから上白米まで
精米時間が短く、音も静か

製品寸法
製品重量

電源
消費電力
定格時間

容量
電源コード長

付属品 

約200×310×250 mm
約4.0kg（付属品含む）
AC100V　50/60Hz
200W
15分
1〜5合
約1.4m（コードリール式）
玄米用計量カップ×1、レシピブック

1635

低電磁波・次世代型クッキングヒーター
遠赤外線効果で美味しく料理
全ての鍋の材質に適応
■IH（電磁調理器）ではない次世代型調理器
■遠赤外線効果により食材の内側から
熱が伝わるため、揚げ物も少ない油で調理可能
■底が平らであれば、
どんな材質の鍋でも使用可能
■1年保証（耐久性約10年）

MFG スーパーラジエントヒーター FG−700

1台 1¥149,040 (138,000) ●入数

製品寸法
製品重量
火力調節
温度調節 

タイムスイッチ
電　源

消費電力
電源コード
電極プラグ

幅295×奥行410×高さ75mm
約3.3kg
弱〜強（6段階）
約85℃〜約250℃（6段階） 
音声報知つき調理タイマー、炊飯タイマー（2種類）
100V（50/60Hz）
1350W　
2.0m㎡  2芯  ゴム変形コード  長さ1.8m
2極 15A・125A 

3020

玄米・発芽玄米が手軽に炊ける超高圧炊飯器
美味しくもっちりと炊き上がる　酵素玄米ごはんもできる
玄米・発芽玄米が8合まで炊飯できる　ソフトタッチボタンで簡単操作
■ボタン一つで玄米を発芽させ、炊飯までできる
■玄米炊飯の予約可能
■1.8気圧、117℃
■IH方式で釜全体を平均的に加熱
■釜全体を加熱し強弱を調整するスマートアルゴリズムで
ふっくらと旨みのあるごはんを炊き上げる
■蒸し野菜や煮物などの調理も可能
■パンの発酵・焼き上げ、自家製ヨーグルトも可能

CUCKOO New圧力名人DX（超高圧発芽玄米炊飯器）一升炊き

1台 1¥124,200 (115,000) ●入数

3019

玄米・発芽玄米が手軽に炊ける超高圧炊飯器
美味しくもっちりと炊き上がる
酵素玄米ごはんもできる
■玄米炊飯の予約可能
■1.8気圧、117℃
■IH方式で釜全体を平均的に加熱
■釜全体を加熱し強弱を調整するスマートアルゴリズムで
ふっくらと旨みのあるごはんを炊き上げる
■蒸し野菜や煮物などの調理も可能
■パンの発酵・焼き上げも可能

CUCKOO New圧力名人（超高圧発芽玄米炊飯器）

1台 1¥64,584 (59,800) ●入数

消費電力量
最大調理容量

サイズ
重さ

容量

付属品

炊飯時：137Wh/1回　保温時：35Wh（1回あたり：白米ふつうコースの場合）
1.08L
幅27.4×奥行36.7×高さ24.7cm
5.5kg
玄米雑穀：1〜4合　ソフト玄米：2〜4合　発芽玄米：2〜4合
白米・もちもち白米：1〜6合　炊き込み：2〜4合　おかゆ0.5〜1.5合
計量カップ（1合用）、しゃもじ、掃除用ピン、蒸し器、取扱説明書、レシピブック

消費電力量
最大調理容量

サイズ
重さ

容量

付属品

炊飯時：280.8Wh/1回　保温時：37.3Wh（1回あたり：白米ふつうコースの場合）
1.80L
幅30.3×奥行41.9×高さ29.0cm
8.2kg
玄米雑穀：2〜8合　ソフト玄米：2〜8合　発芽玄米：2〜8合
白米・もちもち白米：2〜10合　炊き込み：2〜6合　おかゆ1〜2合
計量カップ（1合用）、しゃもじ、掃除用ピン、蒸し器、取扱説明書、レシピブック

ク ッ ク ク ッ ク

中性水素水で毎日の健康をサポート整水器アクティブビオ 交換用カートリッジ1693 1個 1¥15,120
(14,000) ろ材：活性炭ブロック/活性炭、不繊布、イオン交換繊維

0940

遠赤外線効果
■遠赤外線
セラミックシートを
使用した湿熱器

1セット 1¥45,198 (41,850) ●入数

フィットアンポ（タイマー付）

外形寸法
消費電力
製品重量
付属品

安全装置

390mm×410mm×15mm 
115W 
1.0kg
スペアを含むカバー2枚
11時間タイマー付

3017 1個 30¥6,480 (6,000) ●入数

3018 1個（最大容量 2L） 20¥9,504 (8,800) ●入数

自然ろ過式のポット型浄水器　ミネラル還元水を作る
■ろ材には、野草・海藻・樹木の葉など数多くの
天然植物から抽出した植物ミネラルセラミックスを使用
■最大容量2L
■コンパクト設計なので冷蔵庫にも入る
■カートリッジ1個付き
■カートリッジ交換目安：1日4L使用で1年(約1,500L)
■サイズ：縦213mm×横197mm×奥行95mm

ポット部：スチロール樹脂/カートリッジ：ポリプロピレン樹脂/キャップ部：ABS樹脂/パッキン：エラストマー樹脂/
フィルター：ステンレス/カートリッジろ材：植物セラミックス､脱塩素セラミックボール､活性炭､天然鉱石（甲斐石･医王石）

イオンセラーポット

（専用カートリッジ）

遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器　マッサージ水流・一時ストップ機能付
■シャワー浄水器では業界初のヘッドを回せば水が止まる「一時ストップ機能」
■除塩素から水道水へ水流切替機能でカートリッジが長持ち
■マッサージ水流でリラックス　
■少ない水量で水の勢いそのまま。節湯できる
■水のニオイや汚れもキャッチ　
■1日100L使用（約13分）で1年（40,000L）

（※スキンビューティーⅢにも対応しています）
ろ材：繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭　本体：ABS樹脂、POM樹脂、シリコン

除塩素シャワー（JOWER） 

6940 ホワイト 6942 グリーン

6944 1個 40¥3,024 (2,800) ●入数（交換用カートリッジ）

ジ ョ ワ ー

0919

ろ材：グラニューラ活性炭､不織布フィルター
本体：316Lステンレス
製品寸法：直径169mm×高さ293mm
製品重量：2.3kg

4●入数

湯で洗い浄水能力を回復
汚れをためないから約7年間高性能を維持
■ろ材は大容量のグラニューラ活性炭使用
■耐熱性、耐久性に優れたステンレス、
シリコーンホース使用
■水量調整可能(最大6L/分）
■災害時、断水しても安心な水を確保できる
■ろ材交換目安：約7年

1台 ¥138,240(128,000)

安全で美味しい水をつくる浄水器
ろ材は風化花崗岩・活性炭使用
■風化花崗石・活性炭が天然の
フィルターとなって有害物質を吸着
■風化花崗岩・活性炭は
銀コーティング不使用
■流量が多く使いやすい（水道の90%）
■日常のメンテナンス不要
■カートリッジ交換目安：5〜10年

ろ材：風化花崗岩・活性炭/本体：ステンレス/製品寸法：縦150mm×横127mm×高さ360mm/製品重量：6.0kg

浄水器 パンタレイ 浄水器ハーレー

6946 1個 1¥48,600 (45,000) ●入数（交換用カートリッジ）

6945 1台 1¥196,560 (182,000) ●入数

69466945

6941

0920

ドロドロ油がサラサラに
■ステンレス製油濾過器
■200枚も重ねた特殊パルプフィルターが
ゆっくり時間をかけて
油の汚れを取り除き酸化を防ぐ
■交換用フィルター2個付き

1.2L 20¥3,780 (3,500) ●入数

コスロン油ろ過器 0924

汚れた油をリフレッシュ
コスロン油ろ過器専用濾過紙
■200枚も重ねた特殊パルプフィルターが
ゆっくり時間をかけて
油の汚れを取り除き酸化を防ぐ

8個入 50¥410(380) ●入数

コスロン交換用フィルター

1個 20¥10,800 (10,000) ●入数各

0898

除菌・消臭・集塵に　フィルター交換不要で経済的
■オゾン発生器を使用した新方式の空気清浄活性器
■低濃度オゾン（0.024ppm）と大量のマイナスイオン（約320万個/cc）の相乗効果で
殺菌消臭効果を10倍に高め、強力に空気を浄化活性
■排気風がほぼない　
■コンパクトでどこでも設置ができ、持ち運び自由

サリール（空気清浄器）KO-108W

1台 6¥170,640 (158,000) ●入数

適用面積
集塵方式
放電方法

マイナスイオン量
電源・電圧

約15畳（環境により差があります） 
イオン方式 
コロナ無声放電 
1極あたり約40万個/cc 
AC100V・50/60Hz・DC12V

消費電力
製品寸法
製品重量
付属品

5.5W以下（本体のみ） 
幅13.7cm×奥行11.1cm×高29cm
1.8kg  
ACアダプター･ブラシ

6941 ブルー 6943 ピンク
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0936 0935

軽くて丈夫で使いやすい　あらゆるシーンで活躍する使い心地のよいトートバッグ
■オーガニックコットンキャンバス（帆布）使用
■エコサート&フェアトレード認定品
■マクロビオティックの考えをモチーフにしたオリジナルロゴデザイン入り
■底面が広く、お弁当の持ち運びに便利
■シンプルで飽きのこないデザイン

オーガニックコットン

オリジナル オーガニックコットン トートバッグ

0937

A4サイズもすっきり収まる
クラフト紙の手提げ袋　薄型タイプ
■マクロビオティックの考えをモチーフにした
オリジナルロゴデザイン入り
■平紐、省資源の薄型タイプでも強度はしっかり
■カーボンオフセット（環境対応）印刷
■サイズ：横280mm×高さ350mm×マチ115mm

紙

オリジナル クラフトバッグ 0938

丈夫でしっかりとしたクラフト紙の手提げ袋
お土産やプレゼント用などに
■マクロビオティックの考えをモチーフにした
オリジナルロゴデザイン入り
■アクリルスピンドル紐、底部ボール紙入り、口折りタイプで
しっかりとしている
■カーボンオフセット（環境対応）印刷
■サイズ：横220mm×高さ260mm×マチ120mm

紙

オリジナル ギフトバッグ

1セット（25枚入り） 8¥2,700 (2,500) ●入数1セット（25枚入り） 4¥1,350 (1,250) ●入数

繰り返し使える携帯カイロ用の替えバーナー2580 1 1¥756
(700)ハンディーウォーマーミニ用 替えバーナー

3849

ペット用乳酸菌生成エキス
16種類の乳酸菌を長期培養
■「乳酸菌生成エキス ラクティス」を
動物・ペットに与えやすいように成分調整した
■ペットの食事や飲み水等に与えやすいボトルタイプ
■国内産農薬不使用大豆使用
■伝統海塩「海の精」使用

常温で2年
乳酸菌生成エキス（大豆発酵抽出物）､乳酸､食塩（海の精）

コスモスラクト「乳酸菌生成エキス」（ペット用）

60ml（2ml×30包） 24¥1,836 (1,700) ●入数

0936 100¥2,484 (2,300) ●入数（S）
0935 50¥3,240 (3,000) ●入数（L）

サイズ：幅約350mm×高さ約190mm×マチ約160mm（144g）
サイズ：幅約480mm×高さ約320mm×マチ約140mm（210g）

3908

柿渋成分「柿タンニン」使用
消臭・除菌効果も
■外出先から戻ってきた際の
衣服、干したあとの洗濯物や
布団などにスプレーする
※直接肌にご使用することは
お控えください

柿タンニン､エタノール､精製水

200ml 40¥802 (743) ●入数

花粉カットスプレー 6957

室内の花粉やダニ（フン・死骸）・
ハウスダストに吸着し、
97%以上無害化
ワンプッシュで約1ヶ月効果が持続
■天然鉱物由来の無機塩配合
■1本で約1,000プッシュ分
■無香料、無色透明
■消臭にも

無機塩（天然鉱物由来）、水、エタノール

アレルGプラスミスト

300ml 36¥3,240 (3,000) ●入数

0955

紀州備長炭木酢液配合の線香
爽やかな森のかおり
■煙が少ない
■ご仏前に
■お部屋の消臭・抗菌に
■春先にもおすすめ

紀州備長炭抽出液（木酢液）､天然植物抽出消臭剤､
天然鉱物質､活性炭､天然香料

120g 80¥1,080 (1,000) ●入数

備長炭麗
びんちょう たんれい

植物由来成分から作られた衣類用防虫剤
■樟油成分（ターピネオール）使用
■環境にやさしいパルプビーズ使用
■殺虫成分不使用
■有効期間：使用開始後約6ヶ月

長期保存可
植物由来成分（ターピネーオール）

2828 4本入（12g×4本） ¥864 (800) 50●入数

2827 24個入（4g×24個）¥972 (900) 50●入数

28272828

（洋服タンス用）
（引き出し・衣装箱用）

植物成分から作られた衣類用防虫剤
爽やかな森の香り
■衣類の臭いを中和し、爽やかな森の香りで包む
■殺虫成分不使用
■有効期間：使用開始後約3〜4ヶ月

長期保存可
フィトンα（植物抽出成分）､珪酸カルシウム

6515 6本入（9g×6本） 100¥2,160 (2,000) ●入数

3956 2本入（9g×2本） 100¥756 (700) ●入数
3956 6515

3904

天然ハーブ使用
化学合成成分不使用
■虫が嫌う香りのエッセンシャルオイル配合
■アウトドア用
■さらっとした使用感

長期保存可
シトロネラエキス･エタノール･コブミカンエキス･ウコンエキス･水･メボウキエキス･植物性グリセリン（ココナッツ）･シトロネラ油･コブミカン油･レモングラス油･メボウキ油（タイ産）

130cc 40¥1,814 (1,680) ●入数

ハーブガード

植物成分から作られた衣類用防虫剤
爽やかな森の香り
■衣類の臭いを中和し、爽やかな森の香りで包む
■殺虫成分不使用
■有効期間：使用開始後約3〜4ヶ月

長期保存可
フィトンα（植物抽出成分）､珪酸カルシウム

3960 25包入（3g×25包） 30¥3,240 (3,000) ●入数

3957 4包入（3g×4包） 100¥540 (500) ●入数

3957 3960

ドクターハーブ 衣服ガード

植物成分防虫剤（森の香り）クローゼット用 植物成分防虫剤（森の香り）タンス用

セサミオイルにエッセンシャルオイルをブレンド
化学合成成分・アルコール不使用

アロマブレンドオイル 「むし」3595 20ml 30¥864
(800)

セサミオイル（アフリカ産）､オリーブオイル（スペイン産）、シトロネラ油（インドネシア産他）､ユーカリ
油（スペイン産他）､シダーウッド油（モロッコ産他）､レモン油･ペパーミント油（オーストラリア産他）

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（黒アリバイバイ）詰替用6502 400ml 18¥2,268
(2,100)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（コパイバ､エレミ､
ベチバー､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫シート　引出しや食器棚、絨毯や畳下などに
必要な大きさにカットして使える

ムシさんバイバイシート3961 1枚
（1m×2m） 48¥1,512

(1,400)
青森ヒバ精油､植物精油（コパイバ精油､ベチバー精油）､植物
由来界面活性剤､精製水､シリカ､植物安定剤､不織布

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物由来成分100%
ハーブの爽やかな香り

かえる印のハーブプロテクト3905 120ml 10¥1,419
(1,314)

シトロネラグラスエッセンシャルオイル・植物発酵
酵素（パイナップル・さとうきび由来）、純水

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（ムシさんバイバイ）2481 250ml 24¥1,620
(1,500)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（コパイバ､
ベチバー､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫剤
食器棚や引出し、流しの下などに置くだけ

ムシさんバイバイジェル3962 2個入 60¥864
(800)

フィトンα､リモネン（オレンジ油）､IPソルベント､
ステアリン酸ソーダ（石鹸基材）

長期
保存可■4月〜9月限定品

天然除虫菊使用かえる印のナチュラルかとり線香2446 30巻 20¥1,007
(933)

除虫菊粉末・粕粉（中国産）、木粉、タブ粉末
（国内産）、ヤシガラ粉末（タイ産）

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（ムシさんバイバイ）詰替用6503 400ml 18¥2,268
(2,100)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（コパイバ､
ベチバー､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム

長期
保存可■4月〜9月限定品

ハーブのパワーで虫よけ　食器棚や引出し、流しの下などに置くだけ
清涼感のあるメントールの香り

キッチンの虫よけ6500 6個入 60¥864
(800)

ハッカ油､l-メントール 長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（ダニィーくんバイバイ）2479 250ml 24¥1,620
(1,500)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（エレミ､
ニーム､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫剤
クローゼットの中、ベッドやカーペットの下などに置くだけ

ダニコナイ3963 3個入 50¥1,080
(1,000)

フィトンβ（植物抽出成分フィトンα･リモネン油･
ユーカリ油の混合物）､含浸用シート（パルプカード）

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物由来成分100%　カーテン・衣服用虫よけスプレー
合成忌避剤・アルコール不使用

ドクターハーブミントスプレー（カーテン・衣服用虫よけスプレー）6510 250ml 24¥1,296
(1,200)

精製水､大豆レシチン､グリセリン､ハッカ油､
メンタンジオール､ダイコン発酵エキス

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（ダニィーくんバイバイ）詰替用6501 400ml 18¥2,268
(2,100)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（エレミ､
ニーム､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム）

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫剤
クローゼットの中、ベッドやカーペットの下などに置くだけ　お徳用

ダニコナイ（15個入）6516 15個入 20¥4,860
(4,500)

フィトンβ（植物抽出成分フィトンα･リモネン油･
ユーカリ油の混合物）､含浸用シート（パルプカード）

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫スプレー防虫スプレー（黒アリバイバイ）2480 250ml 24¥1,620
(1,500)

青森ヒバ精油､天然植物抽出精油（コパイバ､エレミ､
ベチバー､ヒノキ）､ヒノキ水､脂肪酸カリウム

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物成分から作られた防虫噴射剤
お部屋の不快害虫を忌避

ムシさんバイバイジェット6517 190ml 30¥3,888
(3,600)

天然コパイバ油、青森ヒバ油、ベチバー油、ヒノキ水、
植物由来界面活性剤、精製水、LPG

長期
保存可■4月〜9月限定品

植物精油成分使用
爽やかな森の香り

お肌用フィトンαガード6518 100ml 80¥1,296
(1,200)

水（精製水）、エタノール、グリセリン、ベルガモット果実油、
ラベンダー油、ローズウッド木油、ヒバ油、香料（フィトンα）

長期
保存可■4月〜9月限定品

天然除虫菊使用
着色料不使用菊月香3954 20巻 30¥453

(420)
除虫菊粉末（アフリカ産）､木粉（国内産）､アレスリン 長期

保存可■4月〜9月限定品

きくづ きこう
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1550

セスキ炭酸ソーダをつかった食器洗い機専用洗浄剤
界面活性剤不使用　油汚れもスッキリピカピカ
■環境に優しく安全
■弱アルカリ性
■計量スプーン付
■約100回分/袋
■食器4〜5人分に対し、添付スプーン1杯（約5g）

長期保存可
アルカリ剤（セスキ炭酸ナトリウム､ケイ酸塩）､水軟化剤（クエン酸塩）､過炭酸ナトリウム

500g 24¥626 (580) ●入数

クリーン 食器洗い機専用洗浄剤

0823

植物系自然派台所用洗剤
濃縮タイプ
■主原料はヤシ油と海塩
■ヌルつきやにおいがなく使い心地さわやか
■食器洗いのほか、台所や住まいの掃除にも
■用途に応じて2〜1000倍に薄めて使用

界面活性剤（ヤシ油由来ベタイン系､ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド）重炭酸ソーダ､水

600ml 20¥777 (720) ●入数

洗い液600821

植物系自然派洗濯用洗剤
■主原料はヤシ油と海塩
■洗い上がりが柔らかく、においも残らない
■約60回分/箱
■使用量目安：15g/回（水30L）

長期保存可
界面活性剤（ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド､純石けん､ヤシ油由来ベタイン系）､炭酸
ナトリウム､重炭酸ナトリウム

900g 12¥1,188 (1,100) ●入数

洗たく粉60

2600

青森ひば油を配合した
植物性リサイクル石鹸　界面活性剤不使用
■植物性食用油の廃油を使用した、完全リサイクル石鹸
■柔軟剤を使わなくてもふっくら仕上がる
■衣類の抗菌と消臭も
■洗濯のほか台所や住まいの掃除にも
■すすぎは1回でよい
■約60回分/袋
■使用量目安：20g/回（水30L）

長期保存可
脂肪酸ナトリウム（純せっけん成分）65%以上、香料（青森ヒバ油）、炭酸塩

1.2kg 16¥864 (800) ●入数

美葉うぉっしゅ（粉せっけん）
び ば

植物性天然成分で消臭・抗菌
室内干しの臭いも防ぐ
■植物成分「フィトンα」が主成分の
洗濯用消臭・抗菌剤
■爽やかな森の香り
■すすぎの段階で投入するだけ（柔軟剤と併用可）
■約53回分/本
■使用量目安：15ml/回（水30L）

フィトンα（植物抽出成分）、グレープフルーツ種子抽出物（柑橘系抗菌剤）、マスタード
オイル、サポニン、石ケン素地、精製水

洗濯用フィトンα エコタイプ

6986 720ml 20¥1,728 (1,600) ●入数

6985 800ml 20¥1,944 (1,800) ●入数

6985 6986

（詰替用）

（本体）

フォーリアシリーズ
イタリアのオーガニック認証洗剤

界面活性剤 （純石けん成分[脂肪酸カリウム]､ラウリル硫酸ナトリウム､ラウリル/ミリスチルグルコ
シド､カプリリル/カプリルグルコシド､エチルヘキシル･イミノジプロピオネート･2ナトリウム､コカミド
プロピルベタイン､脂肪酸アミドプロピルベタイン）､安定剤､金属イオン封鎖剤､酵素､防腐剤､香料

2000ml 12¥2,138 (1,980) ●入数

■水に溶けやすく使いやすい
■ドラム式洗濯機にも使用可
■弱アルカリ性

6995 洗濯用
高い洗浄効果
オーガニックラベンダー精油の
すがすがしい香り

界面活性剤（ラウリル硫酸アンモニウム､ラウリル/ミリスチル
グルコシド､脂肪酸アミドプロピルベタイン､コカミドプロピル
ベタイン）､安定剤､防腐剤､香料

1000ml 18¥1,058 (980) ●入数

■ぬめりが残らずすっきりと仕上がる
■弱酸性

6996 食器洗い用
すっきりとした洗いあがり
オーガニックレモン精油の
みずみずしい香り

界面活性剤（エチルヘキシル･イミノジプロピオネート･2ナトリウム､ラウリル/
ミリスチルグルコシド）､アルカリ剤（二ケイ酸ナトリウム）､金属イオン封鎖剤

（メチルグリシン二酢酸3ナトリウム塩）､増粘剤､溶剤､酵素､香料

1000ml 18¥1,382 (1,280) ●入数

■液体タイプでとけ残りの心配がない
■アルカリ性

6998 食器洗浄機用
使いやすい液体タイプ
オーガニックミント&ユーカリ精油の
さわやかな香り

長期保存可 長期保存可 長期保存可

2578

マイナスイオンの力で汚れを落とす
高い安全性と優れた洗浄力　がんこな油汚れにも
■マザータッチの洗浄・消臭・抗菌・柔軟強化タイプ
■新たに9種類の発酵物質とセラミック、
大豆レシチンを加え汚れを分解
■泡は立たない
■環境にもやさしい
■すすぎは1回でよい
■使用量目安：10ml/回（水30L）

長期保存可
ミネラル水､ハーブエキス（青森ヒバエキス､オレンジエキス）､海藻エキス､大豆レシチン､発酵物質

マザータッチ No.2200S（強化タイプ）

1L 12¥2,376 (2,200) ●入数

2576

マイナスイオンの力で汚れを落とす
高い安全性と優れた洗浄力　食器洗浄機にも使用可

長期保存可
ミネラル水､ハーブエキス（青森ヒバエキス､オレンジエキス）､海藻エキス､大豆レシチン､発酵物質

マザータッチ No.K1200（キッチン用）

■合成洗剤・石けん不使用
■消臭効果、抗菌効果にも優れる
■天然オレンジエキス、レシチン、海藻エキスなどをプラス
■泡は立たない
■環境にもやさしい

500ml 20¥1,080 (1,000) ●入数
メーカー希望小売価格 ¥1,296

PH12.5の強アルカリ洗浄水
汚れ落とし、除菌・抗菌に　無刺激
■「水」を独自の技術で電気分解した
100%電解アルカリイオン水
■従来のものよりPHを高めることに成功

（特許取得）
■界面活性剤やアルコールなどを一切含まない
環境と身体にやさしいクリーナー

長期保存可
電解アルカリ水

超電水クリーンシュシュ

2613 1L 6¥1,058 (980) ●入数（詰替用）
2612 500ml 15¥846 (784) ●入数（スプレー）

26132612

マイナスイオンの力で汚れを落とす
高い安全性と優れた洗浄力
■合成洗剤・石けん不使用
■原料はすべて、食品もしくは食品に準ずるものを使用
■消臭・抗菌にも
■仕上りもソフトで静電気がおこらない
■泡は立たない　■環境にやさしい
■すすぎは1回でよい　■使用量目安：10ml/回（水30L）

長期保存可
ミネラル水､ハーブエキス（青森ヒバエキス､オレンジエキス）､海藻エキス､大豆レシチン､発酵物質

マザータッチ No.1500R（洗濯用）

2575 5L 3¥7,344 (6,800) ●入数

2574 1L 12¥1,620 (1,500) ●入数
メーカー希望小売価格 ¥2,160

メーカー希望小売価格 ¥9,180
25752574

あらゆる汚れに対応
クリーニングのプロが生み出した液体石けん
■天然ヤシの実100%使用
■化学薬品等一切不使用
■生分解率99%以上
■洗濯の他、薄めて台所や掃除等あらゆる汚れに
■柔軟剤なしでふわっとした風合いになる
■約33回分/本
■使用量目安：30ml/回（水30L）

長期保存可
ヤシ油脂肪酸カリウム､純水

なにがなんでもせっけん

0866 900ml 15¥1,188 (1,100) ●入数（詰替用）
0828 1L 12¥1,296 (1,200) ●入数（本体）

08660828

自然素材100%
ユーカリオイル配合の生活ケアスプレー
洗浄・消臭に
■ユーカリオイルの効果を生かした生活ケア製品
■アルコールや界面活性剤などの
化学合成物質一切不使用
■衣類・布団などの消臭・除菌、
家具の汚れ落としに

長期保存可
高密度安定化純水､オーストラリアン天然ユーカリオイル

ユーカリプタススプレー

2630 600ml 20¥1,512 (1,400) ●入数（詰替用）
2623 330ml 24¥997 (924) ●入数（スプレー）

26302623

6976

植物成分から作られた防カビ剤
湿気の多い浴室などに置くだけ
■揮発した天然成分がカビが発生しにくい空間（環境）を作る
■抗菌・消臭・リフレッシュ効果もある
■ほのかな森林の香り
■化学成分不使用

フィトンα、オレンジ油、ヒバ油、ユーカリ油、マスタードオイル、ワサビ油、IPソルベント、ステアリン酸ソーダ

カビコナイ

2個入 60¥1,425 (1,320) ●入数

植物由来成分でつくったカビ抑制剤です。
手軽にカビ対策をしたい方へおすすめです。
お肌の弱い方、赤ちゃんやペットがいる
ご家庭でも安心して使用できます。
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6954

石鹸ベースの洗浄剤と酸素系漂白剤を使用
洗濯槽の裏側の黒カビや汚れを除菌・洗浄
■天然ユーカリとオレンジオイルの爽やかな香り
■合成界面活性剤・合成香料・着色料・保存料不使用
■ステンレス槽にもプラスチック槽にも使える

（ドラム式には使用できません）
■粉末タイプ
■2回分/箱

界面活性剤［純石けん分（脂肪酸ナトリウム）］、アルカリ剤（炭酸塩、けい酸塩）、水軟化剤
（メチルグリシン二酢酸塩）、オレンジ抽出油、ユーカリ油

500g（250g×2袋） 24¥699 (648) ●入数

エコメイト 洗濯槽クリーナー

3993

界面活性剤ゼロのエコロジー洗浄剤
漂白・除菌・脱臭・洗浄に
■重曹と酸素の組み合わせで、重曹だけでは
落ちにくい汚れにもパワーを発揮
■洗浄効果が持続するので、つけ置き洗いに
特に効果を発揮
■洗濯槽の掃除にも

長期保存可
過炭酸ナトリウム､炭酸水素ナトリウム（重曹）､炭酸塩､けい酸塩､分散剤（植物由来）

480g 15¥712 (660) ●入数

О2+重曹（多目的漂白洗浄剤）

セスキ炭酸ソーダ100%　洗濯・住居用洗浄剤　界面活性剤不使用
水に溶けやすく皮脂や血液汚れに強い
■手荒れの心配が少なく安心
■無機物なので生分解の必要がなく環境にやさしい
■弱アルカリ性

長期保存可
セスキ炭酸ソーダ

アルカリウォッシュ

6992 500g 24¥410 (380) ●入数

6994 3kg 4¥1,998 (1,850) ●入数

6993 1kg 12¥702 (650) ●入数
69926989

天然素材100%
水垢・石けんカス・ポット内部の洗浄に
■台所、トイレなどにつく水あかなどの汚れをとる
■重曹では取りにくい、アルカリ性の汚れをとる
■お湯に溶かせばリンスになり、髪がしっとり、しなやかになる

常温で2年
クエン酸（さつまいも・とうもろこし・タピオカ由来：中国産）

クエン酸

2599 1kg 12¥1,296 (1,200) ●入数

2597 300g 20¥486 (450) ●入数

6989 320g 24¥648 (600) ●入数（ボトル入り）

6988

料理やお菓子づくり、家中の掃除に
■内モンゴルで採取した天然重曹
■お菓子作り、天ぷら、食品の下ごしらえ、野菜のアクとりに
■台所やトイレの掃除、洗濯、匂いのこびりついた料理器具の洗浄に
■消臭効果があるので､トイレや冷蔵庫、下駄箱に

常温で2年
炭酸水素ナトリウム（中国内モンゴル産）

天然重曹

2424 2kg 8¥1,080 (1,000) ●入数

2425 1kg 12¥648 (600) ●入数

2447 600g 20¥432 (400) ●入数

6988 380g 24¥432 (400) ●入数（ボトル入り）

0871

石鹸ベースの洗浄剤を使用した温水洗浄便座ノズル専用洗剤
泡で汚れを浮かし、簡単洗浄
■天然由来成分使用
■合成界面活性剤・合成香料・着色料・保存料不使用
■生分解性と安全に考慮した
■弱アルカリ性
■1回約1〜2秒噴射するだけ、すすぎいらずで簡単除菌
■使用量目安：2〜4ml/回(31〜62回分/本）

界面活性剤[純石けん分（脂肪酸カリウム）]、除菌剤、発泡噴射剤、ハッカ油、グレープ
フルーツ種子抽出液

エコメイト トイレノズル専用洗剤（トイレの泡クリーナー）

125ml 80¥1,026 (950) ●入数

天然洗浄成分100%使用
■酵母から生まれた天然洗浄成分（ソホロリピッド）配合　■石油系界面活性剤・合成香料・着色料不使用　■環境と手肌にやさしい洗剤
■生分解性が高く、環境に影響を与えることがほとんどない　■売上の1%をボルネオの環境保全に活用

ハッピーエレファントシリーズ

6983 6984720ml ¥515 (477) 12●入数
6984 （詰替用）
800ml ¥720 (667) 8●入数
6983 （本体）

肌ざわり・天然精油の香りが心地よい
液体洗たく用洗剤

界面活性剤（9.2%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルポリグリコシド、
ソホロリピッド）、エタノール（防腐剤）、クエン酸塩（安定剤）、キサンタンガム（増粘剤）、
ラベンダー油（香料）、ティーツリー油（香料）、pH調整剤

■ラベンダーとティーツリーの天然精油の香り
■弱アルカリ性
■使用量目安：30ml/回（水30L）

界面活性剤（6%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルポリグリ
コシド、ソホロースリピッド）、エタノール（安定剤）、クエン酸塩（安定剤）、スペア
ミント油（香料）、クエン酸（pH調整剤）

尿石などの汚れをしっかり落とす
トイレクリーナー

■スペアミント（天然精油）の香り
■弱酸性

0860350ml ¥324 (300) 24●入数
0861 （詰替用）
400ml ¥540 (500) 24●入数
0860 （本体）

界面活性剤（6%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルポリグリコシド、
ソホロースリピッド）、エタノール（安定剤）、クエン酸塩（安定剤）、グレープフルーツ油

（香料）、クエン酸（pH調整剤）

皮脂汚れや石けんカスをしっかり落とす
バスクリーナー

■グレープフルーツ（天然精油）の香り
■中性

0862350ml ¥324 (300) 24●入数
0863 （詰替用）
400ml ¥540 (500) 24●入数
0862 （本体）

洗浄助剤（ソホロリピッド）､炭酸ナトリウム､クエン酸ナトリウム､炭酸水素ナトリウム

720g ¥515 (477) 12●入数

500ml ¥360 (334) 18●入数

6980 （詰替用）

300ml ¥308 (286) 30●入数

6979 （本体）

グレープフルーツの爽やかな香り
野菜・食器用洗剤（リフレッシュシトラス）

界面活性剤（11%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルポリグリコシド、
ソホロリピッド）、エタノール（防腐剤）、クエン酸塩（安定剤）、キサンタンガム（増粘剤）、
グレープフルーツ油（香料）、クエン酸（pH調整剤）

■泡切れがよく、優れた洗浄力
■中性

6979 6980

天然洗浄成分と食品成分だけでつくった
合成界面活性剤不使用
確かな洗浄力と優れたすすぎ性
■ドラム式洗濯機対応
■すすぎは1回でよい
■約24回分/袋
■使用量目安：30g/回（水30L)

6987 洗たくパウダー

油・たんぱく汚れ、グラスのくもりもすっきり落とす
食器洗い機用ジェル

800ml ¥822 (762) 8●入数

0868 （詰替用）

400ml ¥515 (477) 18●入数

0867 （本体）

洗浄助剤（ソホロースリピッド）、アルカリ剤（炭酸カリウム）、水軟化剤（クエン酸ナトリウム）、
pH調整剤（炭酸水素ナトリウム）、防腐剤（エタノール）、増粘剤（キサンタンガム）

■ジェルタイプなので液だれしにくい
■弱アルカリ性

0867 0868

0861

0863

界面活性剤（1%ソホロ—スリピッド）、アルギニン（添加剤）、エタノール（安定剤）、
クエン酸（pH調整剤）

天然洗浄成分と食品成分だけでつくった　
泡スプレータイプ

キッチン泡クリーナー

■油汚れをしっかり落とす
■二度拭き不要　■泡スプレータイプ
■弱アルカリ性
■0.8ml/プッシュ（約375回/本）

0864250ml ¥324 (300) 30●入数
0865 （詰替用）
300ml ¥432 (400) 24●入数
0864 （本体）

0865

大豆レシチン（柔軟成分）、キトサン（柔軟成分）、ソホロースリピッド（柔軟助剤）、グルセリン脂肪酸エステル（安定化剤）、
エタノール（安定化剤）、クエン酸（pH調整剤）、オレンジ油（香料）、ゼラニウム油（香料）、ビターオレンジ油（香料）

食品成分100%でつくった柔軟仕上げ剤
サラリとした肌触りに仕上げる
■繊維の表面を滑らかに仕上げ、
摩擦による肌ストレスを低減する
■ほのかな天然精油100%の香り
■無残香タイプ

柔軟仕上げ剤

0869 0870450ml ¥540 (500) 20●入数
0870 （詰替用）
500ml ¥756 (700) 15●入数
0869 （本体）
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植物&ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　少量でしっかり油汚れを落とし、泡切れもよい

植物&ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤

■弱酸性

エコベール 食器用洗剤

エコベール 住宅用洗剤

界面活性剤（22％ アルキル硫酸エステル塩、アルキルグリコシド、ポリオキシ
エチレングリセリン脂肪酸エステル）、乳酸、塩化ナトリウム、オクチル硫酸
ナトリウム、変性アルコール、香料、リモネン、クエン酸、クエン酸ナトリウム

■百合と蓮の花のやさしい香り

500ml 12¥321 (298) ●入数

6566 リリー＆ロータス 6560 ザクロ

界面活性剤（22％ アルキル硫酸エステル塩、アルキルグリコシド、ポリオキシ
エチレングリセリン脂肪酸エステル）、乳酸、塩化ナトリウム、オクチル硫酸
ナトリウム、香料、リモネン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、リナロール

500ml 12¥626 (580) ●入数

■ほんのり甘いザクロの香り

界面活性剤（24% アルキル硫酸塩、アルキルグリコシド）、
塩化ナトリウムクエン酸ナトリウム、クエン酸、アロエベラ
エキス、リモネン、シトラール、香料

■アロエベラ配合
■爽やかなフレッシュ
レモンの香り

レモン

398039796562

界面活性剤（22％ アルキル硫酸エステル塩、アルキルグリコシド、ポリ
オキシエチレングリセリン脂肪酸エステル）、乳酸、塩化ナトリウム、
オクチル硫酸ナトリウム、香料、リモネン、クエン酸、クエン酸ナトリウム

カモミール

■乳清とカモミール配合
■ほのかなカモミールと
マリーゴールドの香り

39963981

界面活性剤（3% アルキルグリコシド）、変性アルコール、
クエン酸ナトリウム、乳酸、香料

500ml 6¥1,026 (950) ●入数

■拭き跡が残らず2度拭き不要
■フレッシュフローラルの香り
■中性

3986 簡単ピカピカクリーナー

ガラスや鏡、タイルなどの
汚れ落としに

界面活性剤（4% アルキルグリコシド）、変性アルコール、
クエン酸ナトリウム、香料、中鎖脂肪酸、カプリル酸グリセ
リル、リモネン、乳酸

500ml 12¥864 (800) ●入数

■汚れに応じて原液または
希釈して使用
■爽やかなフレッシュレモンの香り
■中性

3988 住まい用洗剤
キッチンやバスルーム、
リビングのふき掃除等
オールマイティに

界面活性剤（5% アルキルグリコシド）、クエン酸、クエン酸
ナトリウム、キサンタンガム、香料、リナロール、リモネン

750ml 6¥1,296 (1,200) ●入数

■床などトイレまわりの掃除にも
■すがすがしいパイン（松）
エッセンシャルオイルの香り
■弱酸性

3989 トイレクリーナー

トイレ汚れと臭いを
しっかりとる

界面活性剤（8% アルキルグリコシド、ソルビタン脂肪酸
エステル）、クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、オクチル
硫酸ナトリウム、変性アルコール、キサンタンガム、リモネン

500ml 6¥1,026 (950) ●入数

■さわやかなシトラスの香り
■弱酸性

6556 バスルームクリーナー
湯アカや石けんカスを
すっきり落とす
泡スプレータイプ

500ml 12¥626 (580) ●入数3979

120ml 50¥194 (180) ●入数6562

1000ml 12¥1,058 (980) ●入数3980

500ml 12¥626 (580) ●入数3981

1000ml 12¥1,058 (980) ●入数3996

植物&ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤

エコベール 洗たく用液体洗剤

界面活性剤（12% アルキルグリコシド、アルキルエーテル硫酸エステルナト
リウム）、塩化ナトリウム、酵素、クエン酸、香料、変性アルコール、リナロール

200ml 9¥1,080 (1,000) ●入数

■いつもの洗たくの前に
■ビルト・イン・ブラシつきで
手を汚さずに洗える
■自然でやすらぐラベンダーの香り
■中性

3984 ステインリムーバー（部分洗い用）
えり・袖・汚れのひどい部分のポイント洗いに

界面活性剤（エステル型ジアルキルアンモニウム塩）、香料、
保存剤、粘度調整剤

750ml ¥756 (700) 8●入数

■しわになりにくく、
アイロンがけが楽にできる
■静電気による衣類のまとわりつき、
毛玉・ケバ立ち防止にも
■心やすらぐやさしい陽だまりの香り
■使用量目安：15ml/回（水30L）

6561 ファブリックソフナー サン（柔軟仕上剤）
洗たく物を柔らかに肌触りよく仕上げる

界面活性剤（エステル型ジアルキルアンモニウム塩）、香料、
保存剤、粘度調整剤

750ml 12¥756 (700) ●入数

■しわになりにくく、
アイロンがけが楽にできる
■静電気による衣類のまとわりつき、
毛玉やケバ立ち防止にも
■ほのかなやさしいフローラルの香り
■使用量目安：15ml/回（水30L）

6555 ファブリックソフナー フラワー（柔軟仕上剤）
洗たく物を柔らかに肌触りよく仕上げる

65633983

■サッと溶ける液体洗剤　■ドラム式洗たく機にも対応　■自然でやすらぐラベンダーの香り
■弱アルカリ性　■使用量目安：30ml/回（水30L）

汚れはきちんと落として、肌にやさしい仕上がりの洗剤

界面活性剤［13％ ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分（脂肪酸カリウム）、
脂肪酸メチルエステルエトキシレート］、pH調整剤、増粘剤、香料

1500ml 6¥1,512 (1,400) ●入数3983 （本体）

5L 4¥4,536 (4,200) ●入数6563 （大容量パック）

ランドリーリキッド（洗たく用液体洗剤）

界面活性剤［34％ ポリオキリエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステル塩、純石けん分（脂肪酸カリウム）］、
クエン酸ナトリウム、グリセリン、香料、クエン酸、リモネン、リナロール、ブチルフェニルメチルプロピオナール

875ml 6¥1,620 (1,500) ●入数

■ランドリーリキッド（洗たく用洗浄剤）の濃縮タイプ
■従来品の約半分の使用量で同等の洗浄力を発揮
■サッと溶ける液体洗剤　■ドラム式洗たく機にも対応
■自然でやすらぐラベンダーの香り　■弱アルカリ性
■使用量目安：15ml/回(水30L)

6567 ランドリーリキッド（濃縮タイプ）
少量で汚れをしっかり落とし、しなやかに洗い上げる

界面活性剤［13% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステル塩、
純石けん分（脂肪酸カリウム）、アルキルグリシド］、安定化剤、増粘剤、香料、pH調整剤

1000ml 12¥1,620 (1,500) ●入数

■ランジェリーの洗たくなどにも
■やさしいウォーターリリーの香り
■弱アルカリ性
■使用量目安：30ml/回（水30L）

3982 デリケートウォッシュ（おしゃれ着用洗剤）
シルク・ウールなどのデリケートな衣服を風合いよく洗い上げる

植物&ミネラル由来原料ベース
環境と手肌にやさしい洗剤
無香料

エコベール ゼロシリーズ

界面活性剤［23% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、
アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルグ
リコシド、純石けん分（脂肪酸カリウム）］、クエン酸
ナトリウム、変性アルコール、ポリイタコナート、クエン酸、
エチレンジアミンジコハク酸3Na

1500ml ¥1,944 (1,800) 6●入数

■サッと溶ける液体洗剤
■ドラム式洗たく機対応
■使用量目安：
30ml/回(水30L）
■弱アルカリ性

6558 ランドリーリキッド（洗たく用液体洗剤）

汚れをしっかり落とし、
すっきり洗い上げる
赤ちゃんの衣類にも

界面活性剤（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、
アルキルグリコシド）、乳酸、クエン酸ナトリウム、塩化
ナトリウム

500ml ¥756 (700) 12●入数

■弱酸性

6564 食器用洗剤

少量でしっかり油汚れを落とし、
泡切れもよい

界面活性剤（エステル型ジアルキルアンモニウム塩）、
保存剤、粘度調整剤

750ml ¥918 (850) 12●入数

■静電気による衣類の
まとわりつき、
毛玉・ケバ立ち防止にも
■香料・着色料不使用
■使用量目安：15ml/回(水30L）

6557 ファブリックコンディショナー（柔軟仕上剤）

洗濯物を柔らかに肌触りよく仕上げる
赤ちゃんの衣類にも

■英国アレルギー協会認定品

2493

電子レンジで温めるだけ
玄米と生姜使用　繰り返し使える
■玄米と生姜を、未晒しコットンに入れた
温パッド電子レンジで1分温めるだけで、
約20分間温かさを保つ
■首・肩・腰など気になるところに当てて使用

玄米･生姜（タイ産）､表面材：綿（無漂白）

1ヶ（約345g） 20¥3,024 (2,800) ●入数

アロマ温パッド（生姜）0702

国内産原料100%
手当て法の里芋パスタが手軽にできる
■国産原料100%
■手当法として
■すりおろし里芋・水・青菜汁等を
混ぜて耳たぶくらいの固さにして使う
※食用ではありません

常温で9ヶ月 長期保存可
里芋･小麦粉･生姜（国内産）

200g 30¥734 (680) ●入数

里芋粉

2681

タイハーブ・みょうばん配合
デオドラントスプレー
アルコール不使用
■保存料・防腐剤・着色料・化学香料不使用

常温で2年
ウコンエキス（有機ウコン）・コブミカンエキス・ナンキョウソウ根エキス（有機ナンキョウ
ソウ根）・ミョウバン・塩・有機オレンジ油・有機ミント油・コブミカン油（タイ産）

110ml 48¥2,419 (2,240) ●入数

ハーブディオ 2495

柿タンニン・ミョウバン配合
合成添加物不使用
■天然の柿渋から抽出した柿タンニンを配合した
天然由来成分100%のデオドラントスプレー
■衣服や下着、帽子などにスプレーする
■ほぼ無臭

長期保存可
柿タンニン､ミョウバン（天然鉱石由来）､精製水､エタノール

200ml 40¥802 (743) ●入数

オーサワの柿渋デオドラントスプレー

（詰替用）（詰替用）

キャンペーン価格
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コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用 オーガニックコットン使用の生理用ショーツ　
ストレッチ素材で伸縮性がありやさしい肌触り■塩素系漂白剤・高分子吸収剤・香料・着色料不使用　■かぶれにくく、敏感肌の方も安心して使用できる　■使い捨てタイプ　■個別包装
■ナチュラムーンの紙ナプキンサイズに合わせ、クロッチ（股布）幅を広くし深穿きになるように設計
■ウエスト・足口のゴムが、直接肌に当たらないよう生地に包みこんでいるため、敏感肌の方も安心
■クロッチ部分に防水布を使用し、羽つきナプキンにも対応できる二重構造　
■紙ナプキンだけでなく、布ナプキン着用時にも　
■日本製

ナチュラムーン ナプキンシリーズ ナチュラムーン オーガニックコットン・サニタリーショーツシリーズ

24個入 ¥511 (474) 24●入数
表面素材：コットン100%、内材：吸収剤［バージ
ンパルプ、エアスルーフィルム（ポリプロピレン、
ポリエチレン）］、紙台紙：バージンパルプ、防漏剤：
ポリプロピレン、ポリエチレン、のり（ホットメルト
接着剤）、剥離紙：紙、個別包装紙：ポリエチレン

サイズ：長さ21.0cm（羽なし）
厚さ：約2.5mm

6971 生理用ナプキン（普通の日用 羽なし）
コットン使用

60●入数40個入 ¥648 (600)

6970 おりもの専用シート（羽なし）

表面素材：オーガニックコットン100%、内材：
吸収体（パルプ）、バックシート：ポリエチレン、
のり（ホットメルト接着剤）、剥離紙：紙、個別
包装紙：ポリエチレン

サイズ：長さ15.5cm（羽なし）
厚さ：約0.7mm

オーガニックコットン使用

16個入 ¥511 (474) 24●入数
表面素材：コットン100%、内材：吸収剤［バージ
ンパルプ、エアスルーフィルム（ポリプロピレン、
ポリエチレン）］、紙台紙：バージンパルプ、防漏剤：
ポリプロピレン、ポリエチレン、のり（ホットメルト
接着剤）、剥離紙：紙、個別包装紙：ポリエチレン

サイズ：長さ23.5cm（羽つき）
厚さ：約3.0mm

6977 生理用ナプキン（多い日の昼用 羽つき）
コットン使用

18個入 ¥511 (474) 24●入数
表面素材：コットン100%、内材：吸収剤［バージ
ンパルプ、エアスルーフィルム（ポリプロピレン、
ポリエチレン）］、紙台紙：バージンパルプ、防漏剤：
ポリプロピレン、ポリエチレン、のり（ホットメルト
接着剤）、剥離紙：紙、個別包装紙：ポリエチレン

サイズ：長さ23.5cm（羽なし）
厚さ：約3.0mm

6956 生理用ナプキン（多い日の昼用 羽なし）
コットン使用

12個入 ¥511 (474) 24●入数
表面素材：コットン100%、内材：吸収剤［バージ
ンパルプ、エアスルーフィルム（ポリプロピレン、
ポリエチレン）］、紙台紙：バージンパルプ、防漏剤：
ポリプロピレン、ポリエチレン、のり（ホットメルト
接着剤）、剥離紙：紙、個別包装紙：ポリエチレン

サイズ：長さ29.0cm（羽なし）
厚さ：約4.0mm

6728 生理用ナプキン（多い日の夜用 羽なし）
コットン使用

サイズ：長さ29.0cm（羽つき）
厚さ：約4.0mm

10個入 ¥511 (474) 24●入数
表面素材：コットン100％、内材：吸収剤【バージ
ンパルプ、エアスルーフィルム（ポリプロピレン、
ポリエチレン）】、紙台紙：バージンパルプ、防漏剤：
ポリプロピレン、ポリエチレン、のり（ホットメルト
接着剤）、剥離紙：紙、個別包装紙：ポリエチレン

6952 生理用ナプキン（多い日の夜用 羽つき）
コットン使用

0923

オーガニックガーゼ使用のおりもの用布製ライナー　
通気性がよく、やさしい肌触り
■裏面はふっくらと柔らかい無漂白のコットンネル使用　■満月をイメージした丸形
■スナップボタン付き　■薄地で通気性がよく、肌にやさしい　■しっかりとした生地で、洗たくにも強い
■両面使用可　■ガーゼ面はムレやかぶれが気になるときに、コットンネル面は冷えが気になるときに　■日本製

表面素材：綿（オーガニックガーゼ）100％、裏面素材：綿（コットンフランネル）100％

ナチュラムーン オーガニックガーゼライナー

1枚 12¥1,382 (1,280) ●入数

■オーガニックコットン使用の生理用ショーツ
昼用 ネイビー

12●入数1枚 ¥2,970 (2,750)0931 （L〜LL）
1枚 ¥2,970 (2,750) 12●入数0930 （M〜L）

■夜用は背面まで敷かれた防水布が就寝時、スポーツ時などに
  気になる後漏れをしっかりガード
夜用 ネイビー

12●入数1枚 ¥3,218 (2,980)0918 （L〜LL）
1枚 ¥3,218 (2,980) 12●入数0917 （M〜L）

昼用 イエロー

12●入数1枚 ¥2,970 (2,750)0933 （L〜LL）
1枚 ¥2,970 (2,750) 12●入数0932 （M〜L）

夜用 ローズピンク

12●入数1枚 ¥3,218 (2,980)0922 （L〜LL）
1枚 ¥3,218 (2,980) 12●入数0921 （M〜L）

09310930

09180917

09330932

09220921

綿［オーガニックコットン（トルコ産）］95%、ポリウレタン5%
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0700

長崎産有機大根葉100%
天日乾燥
無蛍光木綿袋入り
■手当て法として
■3リットルの水で30分煮出す
■腰湯や足湯に
■1袋1回分

常温で6ヶ月
有機大根葉（長崎産）

100g
■数量限定品

60¥356 (330) ●入数

オーサワの長崎産大根干葉湯の素
だ い こ ん ひ  ば  ゆ    も と

2470

熟成1年
希釈一切なしの純粋木酢液
■静置沈殿分離法による精製
■1回にキャップ2〜3杯

（30〜40cc）の木酢液を
お風呂に入れて入浴
■その他、生ごみ消臭等に

長期保存可
木酢液

550ml 24¥1,080 (1,000) ●入数

木酢液
も く さ く え き

2471

熟成1年
希釈一切なしの純粋竹酢液
■静置沈殿分離法による精製
■1回にキャップ2〜3杯

（30〜40cc）の竹酢液を
お風呂に入れて入浴
■その他、生ごみ消臭等に

長期保存可
竹酢液

550ml 24¥1,404 (1,300) ●入数

竹酢液
ち く さ く え き

10種類の漢方薬を配合した薬用浴用剤　医薬部外品
身体を芯から温める
■100%生薬配合
■香料や着色料、保存料等無添加
■しっしん、あせも、荒れ性、うちみ、肩のこり、くじき、
神経痛、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、
疲労回復、ひび、あかぎれ、にきびに
■まろやかな湯ざわりと生薬の豊かな香り

常温で3年
チンピ･ウイキョウ･サンシシ･ガイヨウ（中国産）､コウボク（国内産）､センキュウ･カンゾウ･
コウカ･ソウジュツ･トウキ（中国産）

生薬 薬用浴用剤

3897 25g×10包 20¥2,052 (1,900) ●入数

3898 25g×2包 40¥540 (500) ●入数

3898

3892

天然由来成分100%　国内産米発酵エキスの薬用入浴液
たっぷりアミノ酸でしっとり素肌
■国産米から作った米発酵エキス98%配合
■米発酵エキスには日本酒の9倍以上のアミノ酸や糖類が
含まれ、優れた温浴効果・保湿効果・清浄作用などがある
■石油由来成分・防腐剤・合成香料・合成着色料・
乳化剤不使用

※24時間風呂やジェットバスへの使用は不可

常温で3年
米発酵エキス､水､リボフラビンリン酸エステルナトリウム （ビタミンB2）

微笑みの郷（薬用入浴液）
ほ ほ え 　 　 　 　 さ と

600ml 15¥1,296 (1,200) ●入数

2583

天日塩を独自高温焼成
■韓国国立公園に指定されている黄海に浮かぶ
羅州群島で作られた天日塩使用
■海水由来の硫黄の香りがする
■浴槽（約180リットル）に
1袋入れる
■半身浴や足湯にも

※24時間風呂などの
循環風呂釜での使用は不可

長期保存可
天日塩（韓国産）

200g 64¥950 (880) ●入数

キパワーバスソルト

オリーブオイルとローレルオイル使用

アレッポの石鹸シリーズ

■ローレル（月桂樹）オイル10%配合
■スタンダードタイプ

0839 ノーマル

オリーブオイル､ローレルオイル､苛性ソーダ（シリア産）

200g 90¥680 (630) ●入数

長期保存可

■ローレル（月桂樹）オイル40%配合
■爽やかな森の香り

0840 エキストラ40

オリーブオイル､ローレルオイル､苛性ソーダ（シリア産）

180g 90¥972 (900) ●入数

長期保存可

■ローレル（月桂樹）オイル2%配合
■敏感肌の方に

0849 ライト

オリーブオイル・ローレルオイル・苛性ソーダ（シリア産）

180g 90¥540 (500) ●入数

長期保存可

■農薬不使用オリーブオイル使用　
■3日間熱を加えて練り上げ、自然乾燥で1〜2年熟成　
■肌や髪の毛、全身に使用できる　
■マイルドな洗い上がり

オーガニックオリーブオイル使用　
天然美肌成分フコイダン配合
コールドプロセス製法　添加物不使用
■ノンキャリーオーバー
■原料油脂由来の天然グリセリン・スクワレン含有
■キメ細かい泡立ちで、洗いあがりしっとり
■顔や体はもちろん、洗髪にも
■赤ちゃんや、敏感・乾燥肌の方にも
■洗顔泡立てネット付き（80gのみ）

長期保存可

職人作り 枠練り石けん とわだ

3636 80g 50¥2,872 (2,660) ●入数

3637 20g 50¥820 (760) ●入数

石けん素地､褐藻エキス（フコイダン）

36363637

0851

オーガニック認定品
食用の有機エクストラバージンココナッツオイル使用
すっきりとした洗い上がり
■JONAオーガニック認定品
■肌にやさしい泡ソープ
■グレープフルーツ精油による爽やかな香り
■顔・身体・髪と、全身に使用できる
■すっきりとした洗い上がり
■パラベンフリー・無鉱物油
■合成香料・防腐剤・合成界面活性剤不使用

水、ヤシ油（スリランカ産）、水酸化K、香料（グレープフルーツ精油）

COCO WASH（液体泡ソープ）

350ml 24¥1,296 (1,200) ●入数

医薬部外品
敏感肌・乾燥肌の方に
■オリーブ油と紅花油で作った肌にやさしいボディソープ
■皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌荒れを防ぐ
■低刺激
■パラベンフリー・無鉱物油
■香料・防腐剤・合成界面活性剤不使用

長期保存可
グリチルリチン酸ジカリウム､サフラワー油､オリーブ油､水酸化カリウム､水

薬用ピュアソープ ピュアボディソープ

3899 700ml 12¥2,700 (2,500) ●入数

3893 400ml 12¥1,620 (1,500) ●入数

38993893

伊豆利島産無農薬椿油、オーガニックローズマリーエキス配合
しっとりと滑らかな洗いあがり
■天然うるおい成分

（椿油、オーガニックローズマリーエキス、
ハチミツ、カミツレエキス）を配合したボディソープ
■低刺激
■乾燥肌やデリケートなお肌の方、
赤ちゃんにも安心
■パラベンフリー、無鉱物油
■ホワイトフローラルの香り

水、ラウラミドDEA、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸ポリグリセリル−10、ココイルグルタ
ミン酸TEA、ツバキ油、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、カミツレエキス、フムスエキス、グリセリン、ココアンホ酢酸Na、エチド
ロン酸、フィチン酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、メタリン酸Na、香料、アラントイン、塩化Na、トコフェロール、エタノール

ハーバルボディソープ

1559 500ml 18¥1,836 (1,700) ●入数（詰替用）
1558 530ml 6¥2,160 (2,000) ●入数（ポンプタイプ）

15591558
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伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合
泡立ちよくすっきりとした洗い心地
■髪につややかな潤いをあたえるシャンプー
■頭皮に栄養を与え健やかに保つ秩父の天然水、
フムスエキス、アロエベラエキス配合
■フケやかゆみ、抜け毛を予防し、
指通りのよい滑らかな洗い上がり
■低刺激
■少量でも泡立ちがよく、すすぎが簡単
■パラベンフリー、ノンシリコン

水、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウラミドDEA、ココアンホ酢酸Na、ラウラミンオキシド、ツバキ
種子油、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、フムスエキス、アルゲエキス、アロエベラ液汁、
ポリクオタニウム-10、フェノキシエタノール、エチドロン酸、フィチン酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、
メタリン酸Na、香料、アラントイン、クエン酸、銅クロロフィリンNa、トコフェロール、エタノール

マイルドシャンプー

0854 500ml 18¥2,613 (2,420) ●入数（詰替用）
0853 500ml 6¥2,970 (2,750) ●入数（ポンプタイプ）
0852 300ml 6¥1,782 (1,650) ●入数（本体）

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合
まとまりやすい髪に
■髪につややかな潤いをあたえるトリートメントタイプのリンス
■頭皮に栄養を与え健やかに保つ秩父の天然水、
フムスエキス、アロエベラエキス配合
■トリートメント効果が高く、毛先までサラサラに、
まとまりよく仕上げる
■フケやかゆみ、抜け毛を予防し、
指通りのよい滑らかな洗い上がり
■低刺激
■パラベンフリー、ノンシリコン

水、クオタニウム-33、ベヘニルアルコール、オレイルアルコール、グリセリン、ステアレス-4、ステアラミンオ
キシド、ツバキ種子油、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、フムスエキス、アルゲエキス、アロエベラ
液汁、リシノレイン酸グリセリル、フェノキシエタノール、フィチン酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、塩化Na、
ステアリン酸グリセリル、香料、クエン酸、トコフェロール、エタノール *オーガニック植物エキス

マイルドリンス

0979 500ml 18¥2,613 (2,420) ●入数（詰替用）
0978 500ml 6¥2,970 (2,750) ●入数（ポンプタイプ）
0977 300ml 6¥1,782 (1,650) ●入数（本体）

0852 0853 0977 0978

椿油のトリートメント効果を手軽に実感
伊豆利島産無農薬椿油使用
■国内産の椿油を精製・活性白土で脱臭した、
使いやすいスプレータイプ
■髪のお手入れを中心に、
スキンケアなどにも幅広く使用できる
■軽くふって、適量を髪に吹きつける
■その後軽くブラッシングして
なじませる

LPG､精製ツバキ油（国内産）

椿油ヘアスプレー

95g 6¥1,296 (1,200) ●入数

0843 0841

ナチュラルスタイリング整髪料
■椿油、オリーブ油、ラベンダー油を
贅沢に配合したヘアクリーム
■ぱさつく髪を自然にまとめる
■トリートメントタイプ
■ツヤのある美しい髪で
いきいきとした雰囲気に
■適量を手にとり、
髪にまんべんなく、
または部分的につけてセットする

水、ツバキ種子油、プロパンジオール、イソステアリン酸、ベヘニルアルコール、水添ヤシ油、
パルミチン酸セチル、オリーブ果実油、グリセリン、ジメチコン、ステアリン酸ポリグリセリル-5、
バチルアルコール、ホホバ種子油、ステアリン酸ポリグリセリル-10、イソステアリン酸ポリ
グリセリル-2、フムスエキス、ビサボロール、ココイルアルギニンエチル PCA、ポリ-ε-リシン、
メタリン酸 Na、クエン酸、トコフェロール、ラベンダー油、オニサルビア油、インドレモン
グラス油、イランイラン花油、グレープフルーツ果皮油、ライム油、ベルガモット果実油、
オレンジ果皮油、ビターオレンジ葉/枝油、マンダリンオレンジ果皮油

ヘアクリーム

90g ¥2,160 (2,000) ●入数 6

0825

シアバターと精油のみで作った洗い流さないヘアトリートメント
乾燥から髪を守り潤いとまとまりを与える
ヘアワックスとしても
■ヘアワックスとしてスタイルキープにも使用できる
■シアバターの保湿力で、
ドライヤーやヘアアイロンの熱から髪を守る

常温で3年
シア脂（ガーナ産）、オレンジ油（ブラジル産）、ラベンダー油（ブルガリア産）、イランイラン花油

（フランス産）

30g 48¥2,484 (2,300) ●入数

Prakriti ヘアトリートメント&ヘアワックス
プラクリティ

酢由来洗浄成分使用　髪や頭皮にやさしい
リンス不要で経済的
■ティートリーのさわやかな香り
■髪がきしまず、洗い上がりもしなやか
■防腐剤、合成香料等不使用
■弱酸性タイプ
■パラベンフリー、ノンシリコン

水､ラウレス3酢酸ナトリウム､ラウラミドプロピルベタイン､BG､ココメチルタウリンNa､コカミドDEA､カプリル酸グリセリル､
ポリクオタニウム-10､ケープアロエエキス､ハマメリスエキス､ローズマリーエキス､スギナエキス､カミツレエキス､シコンエ
キス､甘草エキス､ティーツリー油､ラベンダー油､ホホバ油､トコフェロール､アスパラギン酸､クエン酸､ポリクオタニウム-7､
ステアラミドエチルジエチルアミン､トリクオタノイン､セテスー6､エタノール

ティートリーシャンプー

0824 260ml 24¥2,484 (2,300) ●入数（本体）
0822 50ml 108¥540 (500) ●入数（お試し用）

1479 420ml 18¥3,240 (3,000) ●入数（詰替用）

08240822 1479

0831

リンスのいらないヤシ油ベースの
純せっけんシャンプー
■鉱物油、香料、着色料等
一切不使用
■アロエエキス・ホホバオイル配合
■パラベンフリー、ノンシリコン

水､コカミドプロピルベタイン､ヤシカリ石けん､グリセリ
ン､コカミドDEA､ココアミンオキシド､ホホバ油､アロエ
ベラエキス-1､ヘキシレングリコール､ジステアリン酸
グリコール､フェノキシエタノール､ペンテト酸5Na

500ml 12¥1,944 (1,800) ●入数

アトココス ヘアーシャンプー

天然由来成分100%のせっけんシャンプー
保湿成分にマカデミアナッツ油を配合
■シリコンを含むコーティング剤を使用せず、
髪や地肌を「すっぴん」に洗い上げる
■パラベンフリー、ノンシリコン
■人の皮脂組織に近いマカデミアナッツ油を
保湿成分として配合
■10年後の髪や地肌を考えて作られた
ヘアサロン発のシャンプー
■泡ポンプタイプ

水、カリ石ケン素地、グリセリン、マカデミアナッツ油、クエン酸、ローズマリー葉エキス、トコ
フェロール、ビターオレンジ葉/枝油、オレンジ油、アトラスシダー樹皮油、レモングラス油、
チョウジつぼみ油、ヒノキ油、タチジャコウソウ油

6546 6547

6547 500ml 12¥1,512 (1,400) ●入数（詰替用）
6546 600ml 12¥2,052 (1,900) ●入数（本体）

Prakriti シャンプードサロン
プ ラ ク リ テ ィ

天然由来成分100%のせっけんシャンプー用リンス
爽やかな森林の香り
■シリコンを含むコーティング剤を使用せず、
髪や地肌のコンディションを整える
■パラベンフリー、ノンシリコン
■10年後の髪や地肌を考えて作られた
ヘアサロン発のせっけんシャンプー用リンス

水、グリセリン、クエン酸、ホホバ種子油、エタノール樹皮、キサンタンガム、クエン酸ナトリ
ウム、スクワラン、グアーガム、ヒノキチオール、ビターオレンジ葉/枝油、オレンジ油、アトラ
スシダー油、レモングラス油、チョウジつぼみ油、ヒノキ油、タチジャコウソウ油

6548 6549

6549 500ml 12¥1,512 (1,400) ●入数（詰替用）
6548 600ml 12¥2,052 (1,900) ●入数（本体）

Prakriti リンスドサロン
プ ラ ク リ テ ィ

髪にボリュームが欲しい方用シャンプー
伊豆利島産無農薬椿油配合
■タンパク質とアミノ酸が髪にハリとコシを与えて保護する
■自然なボリューム感のある美しい髪へ導く
■ダメージヘアの方にもおすすめ
■パラベンフリー、ノンシリコン
■適量を手にとってよく泡だて、
軽く指の腹で頭皮をマッサージするように洗い、
よく洗い流す

水、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウリン酸ポリグリセリル-10、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ココイルイ
セチオン酸Na、グリセリン、ツバキ種子油、フムスエキス、ダマスクバラ花水、センブリエキス、トウキ根エキス、チョウジエキス、
ショウガ根茎エキス、セイヨウハッカ葉エキス、ミツイシコンブエキス、イギスエキス、チャ葉エキス、アラニン、パンテノール、トレ
ハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、カチオン化デキストラン-2、PEG-2カプリリルアミン、ポリクオタニウム-10、
フェノキシエタノール、ヤシ脂肪酸、イセチオン酸Na、カプリロイルグリシン、セテアレス-60ミリスチルグリコール、フィチン酸、
酸化銀、香料、ペンテト酸5Na、メタリン酸Na、ヤシ脂肪酸アルギニン、グリチルリチン酸2K、クエン酸、水酸化K、エタノール

ボリュームアップ シャンプー

2554 400ml 12¥2,376 (2,200) ●入数（詰替用）
2552 400ml 6¥2,700 (2,500) ●入数（本体）

髪にボリュームが欲しい方用リンス
伊豆利島産無農薬椿油配合
■タンパク質とアミノ酸が髪にハリとコシを与えて保護する
■自然なボリューム感のある美しい髪へ導く
■ダメージヘアの方にもおすすめ
■パラベンフリー
■シャンプー後、軽く水気を切り、
適量を髪全体にのばし、数分おいてから洗い流す

水、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウリン酸ポリグリセリル-10、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ココイルイ
セチオン酸Na、グリセリン、ツバキ種子油、フムスエキス、ダマスクバラ花水、センブリエキス、トウキ根エキス、チョウジエキス、
ショウガ根茎エキス、セイヨウハッカ葉エキス、ミツイシコンブエキス、イギスエキス、チャ葉エキス、アラニン、パンテノール、トレ
ハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、カチオン化デキストラン-2、PEG-2カプリリルアミン、ポリクオタニウム-10、
フェノキシエタノール、ヤシ脂肪酸、イセチオン酸Na、カプリロイルグリシン、セテアレス-60ミリスチルグリコール、フィチン酸、
酸化銀、香料、ペンテト酸5Na、メタリン酸Na、ヤシ脂肪酸アルギニン、グリチルリチン酸2K、クエン酸、水酸化K、エタノール

ボリュームアップ リンス

2555 400ml 12¥2,376 (2,200) ●入数（詰替用）
2553 400ml 6¥2,700 (2,500) ●入数（本体）

25542552 25552553

0842

セミハードタイプ整髪料
自然素材から作られたヘアムース
男女兼用
■合成ポリマー系を使用せず、ミルクに含まれる
タンパク質の凝固力を活かしたヘアムース
■重たくならずにしっかりウェーブをキープする
■よくふって、容器を下にむけて手のひらにだし、
フォームをなじませる

水、エタノール、LPG、BG（植物由来）、カゼインNa、デシルグルコシド、ツバキ種子油、
フムスエキス、ポリ−ε−リシン 、フィチン酸、酸化銀、加水分解コラーゲン、トウキ根エキス、
オタネニンジン根エキス、ヒバマタエキス、アルギニン

ミルキィスタイリングフォーム

200g 6¥1,944 (1,800) ●入数

0844

国内産有機黄金生姜エキス・椿油を配合　
頭皮の血行促進をサポートし、毛髪をすこやかに保つ
■国内産有機黄金生姜エキス、
秩父の天然水、フムスエキスを主原料に、
国内産椿油やオーガニック植物成分を
配合した毛髪・頭皮用の化粧水
■頭皮にうるおいを与えて
乾燥を防ぎ、フケやかゆみを抑える
■ローズジンジャーの香り
■弱酸性
■低刺激（低アルコール処方）
■鉱物油・パラベン・
合成香料不使用

水、プロパンジオール、エタノール、グリセリン、ロサアルバ花水、ショウガ根茎エキス、ケンフェリア
パルビフロラ根茎エキス、センブリエキス、オタネニンジン根エキス、グリチルリチン酸2Ｋ、フムス
エキス、ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、パンテノール、レブリン酸Na、アニスNa、ババス油グリ
セレス-8エステルズ、ジオレイン酸ポリグリセル-5、ミリスチン酸ポリグリセル-10、ラウリン酸
ポリグリセル-10、クエン酸Ｎａ、クエン酸、メタリン酸Ｎａ、トコフェロール、ローズマリー葉エキス、
セージ葉エキス、ビルベリー葉エキス、ツバキ種子油、コメヌカ油、カニナバラ果実油

ヘアトニック

150ml 36¥4,860 (4,500) ●入数



ヘルス&ビューティケアヘルス&ビューティケア

150 151

初めての方でも簡単　袋のまま直接塗布できる
■100%天然植物ヘナパウダーと専用リンスを袋の中で混ぜ、そのまま髪に塗布できるトリートメント染毛料　■白髪を自然ながらのやさしい色合いに仕上げる
■化学染料・保存料・香料不使用　■滑らかなペーストで塗りやすく、染め時間約30分　■使用量の目安：セミロング1回分　■付属品：ビニール手袋、説明書

マックヘナハイブリッド

6960

「乳酸菌生成エキス」配合
刺激感がなく磨いた後も味覚が変わらない
■スッキリとした使用感
■合成界面活性剤・発泡剤等添加物不使用
■香料・着色料不使用

常温で3年
炭酸Ca､水､グリセリン、海塩（海の精）､ソルビトール､セルロースガム､キシリトール､乳酸桿菌/
ダイズ種子発酵エキス液（乳酸菌生成エキス）､乳酸､グリチルリチン酸2K､エタノール

70g 48¥1,080 (1,000) ●入数

デントラクト（乳酸菌生成エキス配合はみがき）

0708

国内産天日乾燥なす使用
■手当て法として
■通常は歯みがきに使われる
※食用ではありません

長期保存可
なす（愛媛産）､食塩（伯方の塩）

50g ¥308 (286) 150●入数

なすの黒焼 3576

歯みがき専用の塩50%配合
さっぱりした使い心地
■後味が残らず、
食事の味にも影響しない
■界面活性剤・発泡剤・防腐剤・
研磨剤等添加物不使用
■むし歯を防ぐ、口臭を防ぐ、口中を
浄化する、歯を白くする、
歯垢を除去する

常温で3年
海塩、水、グリセリン、タマリンドガム、メントール、エタノール、
グリチルリチン酸2K

60g ¥993 (920) 30●入数

ソルトで歯みがき（ねりタイプ）

2679

クマザサエキス入り
歯周炎・歯肉炎の予防、口臭防止に　自然な爽快感
■ハッカ油とメントールの自然で爽やかな香り
■合成界面活性剤・防腐剤・着色料等添加物不使用
■医薬部外品

長期保存可
塩化ナトリウム､カルボキシメチルセルロースナトリウム､軽質炭酸カルシウム､濃グリセリン､
クマザサエキス､ハッカ油､l-メントール､常水

140g 96¥1,296 (1,200) ●入数

エパック21ナチュラルハミガキ

0976

山形産農薬不使用なすのヘタの黒焼きと
天日塩を配合
口臭予防や歯茎のひきしめに
■合成界面活性剤・防腐剤・
合成香料・安定剤不使用

長期保存可
食塩（天日塩）、香味剤、水（基材）、グリセリン（湿潤剤）、炭[なすの黒焼き（清掃
剤）]、キサンタンガム（粘結剤）、石けん素地（洗浄発泡剤）、ハッカ油（香味剤）

100g 12¥1,296 (1,200) ●入数

なすの黒やき塩ハミガキ

■数量限定品

※実際の商品カラーとカタログ印刷色は異なる場合があります。

無添加のパウダー歯磨き
BIO清浄成分に植物性石けんの泡立ちをプラス
自然海塩とハッカ油の爽やかな香味

長期保存可
炭酸Ca、コムギフスマ、ミリスチン酸K、海塩、コメヌカ、グリセリン、チャ葉、シリカ、酸化鉄、アルミナ、ハッカ油

ビオ・ホワイトデンシーS

2683 20g 12¥1,620 (1,500) ●入数（詰替用）
2682 20g 12¥1,944 (1,800) ●入数（本体）

2682

■自然界の発酵過程で生まれた洗浄成分（BIO洗浄成分）を
活用した新しいタイプの歯みがき
■国産抹茶配合
■合成界面活性剤、防腐剤、合成香料等添加物不使用
■乾いた歯ブラシに適量つけて使う

3624

ダマスクバラ花油・プロポリスエキス配合
口内洗浄・口臭予防
■食品成分使用
■ダマスクバラ花油、ユーカリ葉油が口内の
汚れを浄化しマスキング
■低刺激性

長期保存可
水､エタノール､グリセリン､ラウリン酸スクロース､ハッカ油､メントール､ダマスクバラ花油､
ユーカリ葉油､チャエキス､プロポリスエキス､キシリトール､エリスリトール､トレハロース､
クエン酸Na

200ml 35¥1,296 (1,200) ●入数

プロポリス マウスウォッシュ

6962

BIO洗浄成分にパールとサンゴのパウダーを配合
天然酸性水フムスエキス使用
シトラスミントの香り
■ビオホワイトデンシーSの姉妹品
■口内環境を健やかにする成分配合
■パールとサンゴパウダーの天然研磨成分で白い歯へと導く
■パラベン・合成香料・漂白成分不使用

水、炭酸Ca（研磨剤）、グリセリン（保湿剤）、海塩（香味剤）、シリカ（清掃剤）、ラウリン酸ポリグリセリル-10（清掃剤）、アルギン酸Na（粘結剤）、［真珠
層末、サンゴ末］（研磨剤）、フムスエキス（基剤）、［コムギフスマ、コメヌカ、酸化鉄、アルミナ］（清掃剤）、ゼオライト（清掃剤）、［カミツレ花エキス、
チョウジエキス、ナタマメ種子エキス］（保湿剤）、キシリトール（香味剤）、リシノレイン酸グリセリル（保存剤）、エタノール（基剤）、［レモン果皮油、レモン
グラス油、ライム油、マンダリンオレンジ果皮油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、セイヨウハッカ油、ハッカ油］（香味剤）

デンタルホワイト（ナチュラル歯みがき）

3593

4種の茶葉エキス配合
香料・着色料・防腐剤不使用
■4種の茶葉エキス（緑茶・紅茶・甜茶・ウーロン茶）等配合の
天然成分主体の洗口液
■吐き出した液体に、食べかすや
舌苔など、口内の汚物が目に見える
■ピリピリ感がない

長期保存可
水､エタノール､グリセリン､BG､スイカズラエキス､没食子酸エピガロカテキン､キシリトール､
ハチミツ､プロポリスエキス､ウーロン茶エキス､チャ葉エキス､テンチャエキス､紅茶エキス､
レモン果汁､メントール､ハッカ油､クエン酸Na､炭酸水素Na､クエン酸

500ml 24¥3,240 (3,000) ●入数

ナチュラフレッシュ（マウスウォッシュ）

長期保存可

60g 72¥2,484 (2,300) ●入数

植物性原料100%　化学染料不使用
■天然素材のカラーリング&トリートメント　■白髪にも美しく発色し、トリートメントで美しく、ハリとコシのある髪へ
■化学染料・着色料・保存料・香料不使用　■使用量の目安：ショート約30g、セミロング約60g　■付属品：ビニール手袋、説明書

マックヘナ

2735

落ち着いたシックなブラウン

ナンバンアイ葉（インディゴ：インド産）､ヘンナ（ヘナ：インド産）

¥4,860 (4,500) 12●入数400g（100g×4袋）6543
¥1,620 (1,500) 48●入数100g2735

2734

より明るいオレンジ

ヘンナ（ヘナ：インド産）

¥3,240 (3,000) 12●入数400g（100g×4袋）6540
¥1,080 (1,000) 48●入数100g2734

ナチュラルブラウン⑤ナチュラルオレンジ②

2733

赤茶系のブロンズ色

ヘンナ（ヘナ：インド産）､ナンバンアイ葉（インディゴ：インド産）

¥4,860 (4,500) 12●入数400g（100g×4袋）6541
¥1,620 (1,500) 48●入数100g2733

2737

2ステップ必要な本格派ダークブラウン

ヘンナ（ヘナ：インド産）､ナンバンアイ葉（インディゴ：インド産）

¥4,860 (4,500) 12●入数ヘナ60g×4袋 インディゴ60g×4袋6544
¥1,620 (1,500) 48●入数ヘナ60g+インディゴ60g2737

ナチュラルブロンズ③ ナチュラルダークブラウン⑥

爽やかな明るいブラウン

2736ナンバンアイ葉（インディゴ：インド産）､ヘンナ（ヘナ：インド産）

¥4,860 (4,500) 12●入数400g（100g×4袋）6542
¥1,620 (1,500) 48●入数100g2736

2738ナンバンアイ葉（インディゴ：インド産）

¥4,860 (4,500) 12●入数400g（50g+50g）×4袋6545
¥1,620 (1,500) 48●入数100g（50g×2袋）2738

インディゴブルー⑦ナチュラルライトブラウン④
他色のへナと混ぜて使用

¥1,296 (1,200) 36●入数

ヘナ50g+リンス165ml

パウダー：ヘンナ（ヘナ）､ナンバンアイ葉（インディゴ） リンス：水
､グリセリン､ジアルキル（C12-18）ジモニウムクロリド､ベヘニルア
ルコール､ステアリン酸PEG-15グリセリル､シクロペンタシロキサン
､ヒドロキシプロピルメチルセルロース､パルミチン酸イソプロピル､
ミネラルオイル､フェノキシエタノール､ジメチコン､ホホバ油

爽やかな明るいブラウン
2726 ミディアムブラウン

¥1,296 (1,200) 36●入数

ヘナ50g+リンス165ml

パウダー：ナンバンアイ葉（インディゴ）､ヘンナ（ヘナ） リンス：水
､グリセリン､ジアルキル（C12-18）ジモニウムクロリド､ベヘニル
アルコール､ステアリン酸PEG-15グリセリル､シクロペンタシロキ
サン､ヒドロキシプロピルメチルセルロース､パルミチン酸イソプロ
ピル､ミネラルオイル､フェノキシエタノール､ジメチコン､ホホバ油

落ち着いた暗いブラウン
2728 ディープブラウン

¥1,296 (1,200) 36●入数

ヘナ50g+リンス165ml

パウダー：ヘンナ（ヘナ）､ナンバンアイ葉（インディゴ） リンス：水
､グリセリン､ジアルキル（C12-18）ジモニウムクロリド､ベヘニル
アルコール､ステアリン酸PEG-15グリセリル､シクロペンタシロキ
サン､ヒドロキシプロピルメチルセルロース､パルミチン酸イソプロ
ピル､ミネラルオイル､フェノキシエタノール､ジメチコン､ホホバ油

暗めのブラウン
2727 マロンブラウン

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用
■天然素材のトリートメント&カラーリング　■白髪にも美しく発色し、トリートメントで美しく、ハリとコシのある髪へ　■化学染料・保存料・香料不使用　
■使用量の目安：ショート50g、セミロング80〜100g　■付属品：ビニール手袋、説明書

リマナチュラルヘナ

2559

明るめの茶色に

ヘンナ･アイ（農薬不使用：インド産）

¥3,456 (3,200) 6●入数200g（100g×2袋）2563
¥1,944 (1,800) 12●入数100g2559

ナチュラルライトブラウン

2558

明るいオレンジ色に

ヘンナ（農薬不使用：インド産）

¥3,456 (3,200) 6●入数200g（100g×2袋）2561
¥1,944 (1,800) 12●入数100g2558

ナチュラルオレンジ

2549

ヘナで染める時に混ぜて使用、または重ね染め等に
※インディゴだけではカラーリングできません

アイ（農薬不使用：インド産）

¥1,944 (1,800) 12●入数60g

2549 インディゴ

2560

黒めの茶色に

ヘンナ･アイ（農薬不使用：インド産）

¥3,456 (3,200) 6●入数200g（100g×2袋）2562
¥1,944 (1,800) 12●入数100g2560

ナチュラルダークブラウン



ヘルス&ビューティケアヘルス&ビューティケア

品番 入数内容量 特　　長 原　材　料価格 使用期限品　　名

152 153

アマサーラシリーズ

水､ヤシ脂肪酸K､オリーブ油､BG､グリセリン､水酸化K､シラカバ樹皮エキス､マツエキス､
ヒノキ水､フユボダイジュ花エキス､ホホバ葉エキス､レモン果皮油､クエン酸､酢酸
トコフェロール

200ml 48¥5,184 (4,800) ●入数

■手や顔が濡れていてもOK
■日常の洗顔からディープクレンジングまで
■洗い方は液体洗顔と泡洗顔の2WAY
■すっきりした気持ちのよい洗い上がり
■美容保湿成分をたっぷり配合
■合成保存料・着色料・防腐剤・アルコール不使用

2709 ナチュラル トゥリークレンジング
ひのき・菩提樹・白樺の美容液洗顔料
毎日エステ洗顔

水､BG､グリセリン､ペタイン､ベンチレングリコール､アロエベラエキス-1､ソウハクヒエキス､
カワラヨモギエキス､トルマリン､リン酸アスコルビルMg､キサンタンガム､マツエキス

100ml 24¥5,184 (4,800) ●入数

■まるで美容液のような化粧水
■1本で多機能な濃厚ローション
■化粧水・マッサージ・コットンパックまで
■合成保存料・着色料・防腐剤・アルコール・
紫外線吸着剤不使用

2710 ナチュラル シーローション（美容液・化粧水）
和漢植物のとろとろ化粧水

リン酸アスコルビルMg､水､BG､グリセリン､ペンチレングリコール､キサンタンガム､
ソウハクヒエキス､ベタイン､アロエベラエキス-1､カワラヨモギエキス

60ml 12¥8,640 (8,000) ●入数

■医薬部外品
■メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
■毎日続けられるように優しさにこだわった
■顔全体や気になるところにポイント使い
■合成保存料・着色料・防腐剤・アルコール不使用

2711 ナチュラル ホワイトエッセンス
海と大地の美容液
美白対策ケアと保湿が同時にできる美白美容液

2749 ナチュラル スキンプロテクションクリーム

酸化亜鉛､水､カオリン､ワセリン､流動パラフィン､パラフィン､セタノール､ペンチレング
リコール､メタリン酸Na､ステアリルアルコール､BG､ヤシ脂肪酸メチルタウリンNa､
酸化チタン､グリセリン脂肪酸エステル､尿素､エタノール､ショウブ根エキス

■医薬部外品
■一塗りで肌を保護、肌荒れを予防、潤いをキープ
■菖蒲の力でしっとりした保湿感
■手から全身までOK
■仕事や家事の前にも後にも
■合成保存料・着色料・防腐剤不使用

24¥2,808 (2,600) ●入数120g

菖蒲根の保護クリーム
「保護・予防・保湿」の3つの効果

天然由来物100%

老人介護施設で2000人以上を臨床して開発
肌あれ、あせも、しもやけ、ひび、あかぎれなどに
■ハーブエッセンシャルオイル配合の軟膏状クリーム
■ハーブの香りによるリラクゼーション効果も期待できる
■すっと肌に馴染む
■医薬部外品

ワセリン､パラフィン､ホホバ油､ラベンダー油､ユーカリ油､ローズマリー油､香料（ティトリー油）､
ハッカ油､グリチルレチン酸ステアリル､d-カンフル

40g 48¥1,728 (1,600) ●入数

1572 デュアロマ24薬用クリーム

リラックス効果のあるバラの肌水
■ブルガリア国立バラ研究所認定品
■合成香料・防腐剤不使用
■フェイスローション・ボディローションとして
お肌やブロー後の髪の毛のお手入れにも

バラの花（ダマスクローズ種：ブルガリア産）、地下水

ブルガリア産ダマスクローズの精油使用
心癒す芳醇な甘い香り
■手摘みされたダマスクローズの100%ピュアな精油を
コールドプレスのホホバ油で希釈した美容液
■ブルガリア国立バラ研究所認定品
■合成香料・防腐剤不使用

ホホバ油（メキシコ産）､ダマスクバラ花油（ブルガリア産）

20ml 24¥5,184 (4,800) ●入数

3628 ローズオットー デリュートローズウォーター

0984 500ml 24¥4,320 (4,000) ●入数

0982 200ml 48¥2,160 (2,000) ●入数

09840982

48

6585 デュアロマ24薬用ハーブゲル
ハーブエッセンシャルオイル配合のゲル
肌あれ、あせも、しもやけ、ひび、あかぎれなどに
■肌荒れやあせも、にきびを防ぐ
■ハーブの香りによるリラクゼーション効果も期待できる
■すっと肌に馴染む
■医薬部外品
■着色料・合成香料・乳化剤不使用
■パラベンフリー
■お子様からお年寄りまで安心して使用できる

グリチルリチン酸ジカリウム（甘草）、ハッカ油、ノバラ油、ローズ水、オクラエキス、納豆エキス、海藻
エキス、アルギン酸ナトリウム（海藻由来）、タマリンドシードガム（納豆菌由来）、カルボキシメチル
セルロースナトリウム、濃グリセリン、キサンタンガム、ローカストビーンガム（豆由来）、BG、エタノール、
1,2-ペンタンジオール、無水エタノール、フェノキシエタノール、香料（天然：ハーブエキス）

70g ¥1,728 (1,600) ●入数

14世紀にヨーロッパのハンガリー王妃エリザベート1世が愛用した化粧水のレシピに基づきつくられた

天然素材100%　純植物性
■弱酸性

ハンガリアンシリーズ

ハーティハートシリーズ

水､オレンジフラワー水､エタノール､ローズ水､ローズマリー油､レモン果皮油､オレンジ油､
グレープフルーツ種子エキス､ローズマリーエキス､グリセリン､BG（ローズマリー抽出溶媒）

110ml 12¥5,140 (4,760) ●入数

精製水､オウバクエキス､植物性グリセリン､チンピエキス､
ハッカエキス､ヘチマ水､植物性エタノール

100ml 30¥4,860 (4,500) ●入数

■化粧水としてだけでなく、フェイスマスクに浸してパック剤としても
■天然原料100%
■合成保存料・合成香料不使用

3629 ウォーター（化粧水）
ハンガリー王妃が愛用した美容化粧水
フラワーエキスとハーブの爽やかな香り

■1年半以上じっくり時間をかけて
抽出した和漢植物エキスを
40%以上配合
■保湿力が高く、お肌がしっとり潤い
肌荒れや乾燥を防ぐ

0990 化粧水
顔肌用基礎化粧品

精製水､オウバクエキス､植物性グリセリン､チンピエキス､
ハッカエキス､植物性エタノール

120ml 30¥4,104 (3,800) ●入数

■和漢植物エキス30%以上配合
■肌に潤いを与え乾燥や肌荒れを防ぐ
■手足やお腹まわりなど全身のケアに
■子供からお年寄りまで家族で使える

0992 スキンローション
全身用基礎化粧品

水､ホホバ種子油､グリセリン､オレンジフラワー水､カカオ脂､水添レシチン､オリーブ油､ダマスクバラ花水､レウコノストック/ダイコン根発酵液､ベヘニルア
ルコール､ローズマリー油､レモン果皮油､オレンジ油､グレープフルーツ種子エキス､キサンタンガム､トコフェロール､クエン酸､BG（ローズマリー抽出溶媒）

30ml 24¥4,104 (3,800) ●入数

精製水､植物性グリセリン､オウバクエキス､チンピエキス､ハッカエキス､
センブリエキス､ショウキョウエキス､トウガラシエキス､植物性エタノール

100ml 30¥4,860 (4,500) ●入数

■乾燥が気になる部分や、乳液、クリーム、化粧下地としても
■合成保存料・合成香料不使用

6530 クリーム（乳液）
オーガニックホホバ油にフラワーエキス・ハーブ配合
さらっとした使用感で肌がしっとり潤う

■頭皮を健やかに保つための
頭皮用基礎化粧品
■センブリ、トウガラシなど
和漢植物エキスを37%以上配合
■頭皮につけてからよく
マッサージするのがオススメ

0991 ヘアローション
頭皮用基礎化粧品

シジュウムエキス配合スキンクリーム
ベタツキ感なくさっぱりとした使い心地OSスキンクリームS0986 100g 24¥4,104

(3,800)
水､ホホバ油､グリセリン､ラウレス-7､ポリアクリルアミド､水添ポリイソブテン､
ウマスフィンゴ脂質､水添レシチン､BG､キサンタンガム､加水分解酵母､メチル
パラベン､香料（シジュウムエキス）､グリチルリチン酸2K

長期
保存可

シジュウムエキス配合
保湿性に優れたスキンクリームOSスキンクリーム・モイスト0989 100g 24¥4,104

(3,800)
ワセリン､グリチルリチン酸2k､カキタンニン､水､香料

（シジュウムエキス）
長期

保存可

シジュウムエキス配合OSアロマ180996 20ml 1¥2,376
(2,200)

水､BG､塩化Na､メチルパラベン､香料（シジュウムエキス） 長期
保存可

シジュウム葉100%入浴用シジュウム2473 450g
（15g×30包） 6¥6,480

(6,000) シジュウム葉（ブラジル･フィリピン産） 長期
保存可

シジュウムエキス配合石けんOSスキンソープ0987 100g 24¥1,944
(1,800)

DPG､ミスチル酸､グリセリン､パルミチン酸Na､水､スクロール､ステ
アリン酸Na､香料（シジュウムエキス）､水酸化k､サクシニルグリチル
レチン酸2Na､エチドロン酸Na､ステアロイルグルタミン酸2Na

長期
保存可

シジュウムエキス配合化粧水OSスキンローション0988 120ml 24¥4,104
(3,800)

水､BG､香料（シジュウムエキス）､メチルパラベン 長期
保存可

シジュウムエキス配合
みずみずしく、さらっとした使い心地シジュウムゲル2708 110g 24¥4,104

(3,800)

水､グリセリン､ホホバ種子油、BG､ペンチレングリコール､水添レシチン､グリチルリチン酸2k､加水分解
コラーゲン､ヒアルロン酸Na､サッカロミセス溶解質エキス､セレプロシド､テトラへキシ51､トコフェロール､
アルギニン､キサンタンガム､ミスチル酸ポリグリセリル-10､カプリン酸グリセリル､ラウリン酸ポリグリ
セリル-2､ラウリン酸ポリグリセリル-10､香料（シジュウムエキス）､カルボマー､フェノキシエタノール

長期
保存可

シジュウムエキス配合
ベタツキ感少なくしっとり潤うOSスキンクリーム・ホワイト0985 120g 24¥4,968

(4,600)
ワセリン､タルク､ミネラルオイル､水､酸化亜鉛､カキタンニン､
グリチルレチン酸ステアリル､香料（シジュウム葉抽出エキス）

長期
保存可

OSシリーズ
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エコサート認証のオーガニックコスメ
■天然由来原料100%　■ネロリのフローラルで爽やかな香り　
■酸化防止剤・合成香料等の化学物質不使用　■低刺激で敏感肌の方にも

ネロリジェイシリーズ

ナツミカン花水、エタノール、グリセリン

熊本産甘夏みかんの花使用
肌にハリと潤いを与える

80ml 72¥4,104 (3,800) ●入数

6607 ウォーター（化粧水）

■甘夏みかんの花を蒸留した
ネロリフローラルウォーターの化粧水
■界面活性剤不使用

ホホバ種子油、ミツロウ、ナツミカン花油

熊本産甘夏みかんの花、オーガニックホホバオイル使用
保湿効果が高く、香りが持続

20g 72¥4,536 (4,200) ●入数

6521 クリーム

■オーガニックホホバオイルに
甘夏みかんの花のエキスをたっぷり浸透させて、
ミツロウで固めたクリームバーム

ホホバ種子油、ナツミカン花水

熊本産甘夏みかんの花、オーガニックホホバオイル使用
保湿効果が高く肌なじみがよい

18ml 48¥4,536 (4,200) ●入数

6603 フローラルオイル

■オーガニックホホバオイルに、
甘夏みかんの花のエキスをたっぷり浸透させた
フローラルオイル

ネロリジェイウォーター：ナツミカン花水、エタノール、グリセリン/
ネロリフローラルオイル：ホホバ種子油、ナツミカン花水/ネロリ
ジェイソープ：米ぬか油、ココナッツ油、パーム油、ホホバ種子油、
水酸化Na、ナツミカン花油、クラリセージ油、ベルガモット果実油

熊本産甘夏みかんの花使用　
お試し3点セット

1セット 10¥1,620 (1,500) ●入数

6586 トライアルコフレ（3点）

■化粧水、オイル、石けんのトライアル3点セット
■約10日分

USDAオーガニック認定品　100%天然成分　唇、手など全身に
■美容成分アボカド油、ヘンプ油配合　■保湿成分で荒れを防ぎ、皮膚をやわらかくし美肌に導く
■手肌・顏・唇・かかと・ひじ・爪・髪の毛先などに　■合成保存料・合成着色料不使用

オーガニックバームシリーズ

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、香料（植物由来）、
アサ種子油、ビタミンE

華やかなバラの香り

14g 54¥972 (900) ●入数

6608 ローズ

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、香料（植物由来）、
アサ種子油、ビタミンE

やさしい桜の香り

14g 54¥972 (900) ●入数

6612 チェリーブロッサム

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、香料（植物由来）、
アサ種子油、ビタミンE

柑橘系の爽やかな香り

14g 54¥972 (900) ●入数

6609 シトラスオレンジ

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、香料（植物由来）、
アサ種子油、ビタミンE

やすらぐラベンダーの香り

14g 54¥972 (900) ●入数

6610 ラベンダー

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、アサ種子油、
ビタミンE

無香料

14g 54¥972 (900) ●入数

6611 ベビーマイルド

ホホバ種子油、アボカド油、ミツロウ、香料（植物由来）、
アサ種子油、ビタミンE

ウッディな甘い香り

14g 54¥972 (900) ●入数

6613 サンダルウッド&ジャスミン

USDAオーガニック認定品　100%天然成分　ハリのある美肌唇に
■荒れを防ぎ縦ジワをケア　■美容成分アボカド油、ヘンプ油配合
■UVカット効果もある　■低刺激性で唇の弱い方にも　■合成保存料・合成着色料不使用

オーガニックリップバームシリーズ

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､香料（植物由来）、
アサ種子油､ビタミンE

さわやかなレモンライムの香り

4g 96¥604 (560) ●入数

2805 レモンライム

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､香料（植物由来）、
アサ種子油､ビタミンE

すっきりとしたペパーミントの香り

4g 96¥604 (560) ●入数

2806 ペパーミント

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､香料（植物由来）、
アサ種子油､ビタミンE

オレンジと生姜の香り

4g 96¥604 (560) ●入数

2807 オレンジジンジャー

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､香料（植物由来）、
アサ種子油､ビタミンE

華やかなバラの香り

4g 96¥604 (560) ●入数

2808 ローズ

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､香料（植物由来）、
アサ種子油､ビタミンE

やさしい桜の香り

4g 96¥604 (560) ●入数

6605 チェリーブロッサム

アボカド油､ミツロウ､ホホバ種子油､アサ種子油､
ビタミンE

無香料

4g 96¥604 (560) ●入数

6606 ベビーマイルド

顔や髪、全身のケアに
■農薬・化学肥料不使用原料使用
■香料・防腐剤不使用

モリンガシリーズ

ワサビノキエキス（沖縄産）、ローズマリーエキス（和歌山産）

モリンガ、ローズマリーを
蒸留抽出したハーブウォーター　
ほんのりローズマリーの香り

200ml 10¥1,290 (1,195) ●入数

6590 香草蒸留水（ベーシック）

■沖縄産モリンガ、和歌山産ローズマリー使用

ラベンダー水（長野産）、ワサビノキエキス（沖縄産）、ローズマリー
エキス（和歌山産）

モリンガ、ローズマリー、ラベンダーを
蒸留抽出したハーブウォーター　
やすらぐラベンダーの香り

200ml 10¥1,290 (1,195) ●入数

6591 香草蒸留水（ラベンダー）

■沖縄産モリンガ、長野産ラベンダー、
和歌山産ローズマリー使用

レプトスペルムムペテルソニイエキス（長野産）、ワサビノキエキス
（沖縄産）、ローズマリーエキス（和歌山産）

モリンガ、ローズマリー、レモンティーツリーを
蒸留抽出したハーブウォーター
柑橘系の爽やかな香り

200ml 10¥1,290 (1,195) ●入数

6592 香草蒸留水（レモンティーツリー）

■沖縄産モリンガ、長野産レモンティーツリー、
和歌山産ローズマリー使用

ダマスクバラ花水（長野産）、ワサビノキエキス（沖縄産）、ローズ
マリーエキス（和歌山産）

モリンガ、ローズマリー、ダマスクローズを
蒸留抽出したハーブウォーター
ローズの華やかな香り

200ml 10¥1,500 (1,389) ●入数

6593 香草蒸留水（ローズ）

■沖縄産モリンガ、長野産ダマスクローズ、
和歌山産ローズマリー使用
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スキンケアシリーズ 基本のお手入れ

水、BG、カオリン、ベントナイト、トレハロース、マルチトール、グルコース、エタノール、プル
ラン、ケイ酸（Al/Mg）、フムスエキス、ヒアルロン酸Na、ハチミツ、アルブチン、甘草フラボ
ノイド、ソウハクヒエキス、カミツレエキス*、フェルラ酸、ダイズエキス、黒砂糖、ホノライト、
酸化亜鉛、フィチン酸、ヒノキチオール、トルマリン *オーガニック植物エキス

120g 48¥3,456 (3,200) ●入数

■エイジングケア成分のアルブチン・
甘草フラボノイド・
オーガニックカミツレエキスなどを配合

0958 プレミアムエステパック
トルマリン配合の泥エステパック
毛穴の奥の汚れまですっきり、
お肌しっとり潤う

水、グリセリン、BG、メチルグルセス-10、尿素、カンゾウ根エキス、ホップエキス、セイヨウ
アカマツ球果エキス、スギナエキス、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、ブドウ葉
エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、セイヨウオトギリソウ
花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、ハマメリス葉エキス、フムスエキス、ヒドロキシエチル
セルロース、キサンタンガム、カルボマー、PEG-60水添ヒマシ油、ヒノキチオール

30ml 6¥5,400 (5,000) ●入数

■甘草フラボノイドが肌に
ハリを与え、優しく保護する
■紫外線で疲れた肌のケアにも
■弱酸性

0975 ビューティエッセンス
透明感とハリのあるお肌に導く
12種類のハーブブレンド美容液

弱酸性の整肌化粧水
ミクロの霧が肌にフィット

180g ¥1,620 (1,500) 6●入数

水､フムスエキス､窒素

■天然水に、天然酸性水（フムスエキス）を
ブレンドしたミスト化粧水
■肌のpHバランスを整える
■弱酸性

セッケン素地、スクロース、水、グリセリン、ツバキ種子油、スクワラン、エタノール、グリチル
リチン酸2K、トコフェロール

100g 6¥1,296 (1,200) ●入数

■植物油脂を原料に、天日乾燥・手磨き仕上げで
丁寧につくりあげた枠練り石けん
■うるおいをとりすぎず、
すっきりと優しい洗い上がり

2572 カメリアビューティーソープ
椿油、オリーブスクワラン配合
製法にもこだわった化粧石けん

水、ヘチマ水、ペンチレングリコール、キシリトール、ダマスクバラ花水、ヒアルロン酸Na、フムスエキス、オタネニンジンエキス、アマチャエキス、
ワルテリアインディカ葉エキス、ヒドロキシプロリン、フェルラ酸、シロキクラゲ多糖体、トレハロース、グリチルリチン酸2K、ヒドロキシプ
ロピルグアーガム、レウコノストック/ダイコン根発酵液、マンニトール、グルコン酸Na、デキストリン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール

200ml 6¥4,104 (3,800) ●入数

■エイジングケア成分配合
■すばやく浸透してべたつきが残らず、
なめらかで弾力のある肌に整える

3633 ボディケアセラム
優しく保湿するボディ用美容液

水、BG、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ヘキサ（ヒドロ
キシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジ ペンタエリスリチル、
ステアリン酸、グリセリン、パルミチン酸セチル、ベヘニルアルコール、
スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-45、ツバキ
種子油、ホホバ種子油、フムスエキス、ジメチコン、オクチルドデカ
ノール、ステアリン酸PEG-15グリセリル、ダマスクバラ花水、フェノ
キシエタノール、アラントイン、ココイルアルギニンエチルPCA、
マグワ根皮エキス、グリチルレチン酸ステアリル、AMPD、トコフェ
ロール、エタノール、カンゾウ根エキス、ユキノシタエキス、ベニバナ
花エキス、スギナエキス、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス、
ステアリン酸PEG-10、ステアリン酸グリセリル（SE）、ヨウ化ジメチ
ルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム、クオタニウム-73

30g 6¥4,860 (4,500) ●入数

■椿油、ホホバ油、オリーブスクワラン、
天然水、フムスエキス、
ブルガリア産ダマスクローズ蒸留水を配合
■透明感とハリのある
肌に導く7種のハーブ
エキスをブレンド
■化粧下地や
ナイトクリームとして
■弱酸性

0974 エマルジョンクリーム
うるおいをまもり、透き通るような肌へ　
椿油とハーブの保湿クリーム

エチルヘキサン酸セチル、水、PEG-7グリセリルココエート、オクチルドデセス-25、
ソルビトール、BG、ダマスクバラ花水、オリーブ油、ツバキ油、スクワラン、フムス
エキス、アラントイン、シコンエキス、甘草フラボノイド、ソウハクヒエキス、オウゴン
エキス、アロエベラエキス−1、ユキノシタエキス、スギナエキス、フェノキシエタノール、
エタノール、ココイルアルギニンエチルPCA、クオタニウム−73

120g 6¥3,024 (2,800) ●入数

■皮脂に近い組織の椿油とオリーブ油が
肌に負担をかけずにメイクになじむ
■使用後はクレンジングフォームでダブル洗顔
■透明感とハリのある肌に導く
6種のハーブエキスをブレンド
■弱酸性

0970 クレンジングジェル
椿油配合の洗い流すメイク落とし
ツルツルとさっぱりした洗い上がり

ラウロイルグルタミン酸Na、水、BG、ポリソルベート20、コカミドDEA、ステアリン酸PEG-150、
ダマスクバラ花水、ラウラミドDEA、PCAイソステアリン酸PEG−40水添ヒマシ油、スルホコハク
酸PEG−5ラウラミド2Na、ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルサルコシンNa、ツバキ油、フムス
エキス、ココイルアルギニンエチルPCA、アロエベラエキス−1、オウゴンエキス、ユキノシタエキス、
スギナエキス、ソウハクヒエキス、甘草フラボノイド、クオタニウム−73

125g 6¥2,700 (2,500) ●入数

■肌のうるおいを保ちながら
汚れや余分な皮脂を落とす
■透明感とハリのある肌に導く
6種のハーブエキスをブレンド
■弱酸性

0971 クレンジングフォーム
椿油配合の洗顔フォーム
きしみを抑えしっとりと洗いあげる

ヘチマ水、BG、エタノール、1,2−ヘキサンジオール、フムスエキス、
ソウハクヒエキス、アロエベラエキス−1、アルニカ花エキス、セイヨ
ウオトギリソウエキス、ハマメリスエキス、ブドウ葉エキス、セイヨウ
トチノキ種子エキス、セイヨウキズタエキス、甘草フラボノイド、
マルチトール、水、メタリン酸Na、クエン酸Na、クオタニウム−73

100ml 6¥3,780 (3,500) ●入数

■昔から「美人水」と呼ばれたヘチマ水に
肌のためのハーブをプラス
■フムスエキス配合
■透明感とハリのある肌に導く
9種のハーブエキスをブレンド

0972 ピュアローション
透き通るようなお肌に整える　
無農薬ヘチマ水の化粧水

水、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、BG、グリセリン、ソルビトール、ステアリン酸ポリグリセリル−10、ダマスクバラ花水、
ミリスチン酸ポリグリセリル−10、イソステアリン酸水添ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、ツバキ種子油、スクワラン、オリーブ
果実油、フムスエキス、ベヘニルアルコール、カンゾウ根エキス、ホホバ種子油、ユキノシタエキス、ステアリン酸グリセリル、マグワ
根皮エキス、ジメチコン、スギナエキス、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス、カルボマー、キサンタンガム、ラウロイルグルタミン
酸Na、ヒノキチオール、トコフェロール、クオタニウム−73、ヨウ化ジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム

100ml 6¥4,104 (3,800) ●入数

■肌に自然になじみ、
しっとりとしたみずみずしさが持続する
■透明感とハリのある肌に導く
6種のハーブエキスをブランド
■弱酸性

0973 ピュアミルクローション
ふっくらとハリのある肌へ　
椿油配合の乳液

水、ステアロイルオキシステアリン酸オクチルドデシル、
イソステアリン酸イソステアリル、グリセリン、ペンチレン
グリコール、PEG−60水添ヒマシ油、ベタイン、イソステ
アリン酸水添ヒマシ油、ツバキ油、スクワラン、ダマスク
バラ花水、フムスエキス、ヒアルロン酸Na、テトラヘキシ
ルデカン酸アスコルビル、アルブチン、パルミチン酸レチ
ノール、シロキクラゲ多糖体、アセチルヘキサペプチド−8、
コーン油、カルボマー、水酸化K

15g 6¥6,264 (5,800) ●入数

■天然水・椿油・フムスエキス等を中心とした
天然素材を贅沢に配合
■エイジングケア成分アルブチン・レチノール・
ヒアルロン酸を配合
■透明感のあるふっくらした目元に
■デリケートな肌にも使用できる

3632 プレミアムアイクリーム
目元・口元のためのクリーム
天然素材を贅沢に使用

水、ツバキ種子油、プロパンジオール、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、水添パーム油、ジグリセリン、ミツロウ、フムス
エキス、ダマスクバラ花水、ダイズ種子エキス、キュウリ果実エキス、カミツレ花エキス、ビサボロール、アセチルグルコサ
ミン、褐藻エキス、ジメチコン、リシノレイン酸グリセリル、水酸化K、メタリン酸Na、エタノール、トコフェロール

60g 12¥864 (800) ●入数

■大豆エキス、カミツレエキス、フムスエキス、ブルガリア産
ダマスクローズ蒸留水がうるおいをまもり、
ふっくらやわらかい手肌に整える

0948 ピュアトリートメント ハンドクリーム
乾燥や水仕事から手肌をまもる
天然保湿成分にこだわったハンドクリーム

スクワラン、ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、ツバキ油、酸化チタン、トコフェロール、酸化鉄

3g 6¥1,620 (1,500) ●入数

■上質な天然ロウ（ミツロウ）をベースに
椿油、ヒマシ油を配合したリップクリーム
■紫外線と乾燥から唇を守る
■口紅の下地クリームとしてもおすすめ

2775 トリートメントリップ無色
椿油・オリーブスクワラン配合

250ml ¥1,026 (950) 12●入数

6598 （詰替用）

250ml ¥1,296 (1,200) 36●入数

6597 （本体）

水、コカミドプロピルベタイン、プロパンジオール、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、
フムスエキス、ツバキ種子油、スクワラン、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、アセチルグルコサミン、
ダイズ種子エキス、カミツレ花エキス、キュウリ果実エキス、ローズマリー葉エキス*、セージ葉エキス*、
3−O−エチルアスコルビン酸、グリセリン、塩化Na、クエン酸、エタノール、メタリン酸Na、ポリ−ε−リシ
ン、ペンテト酸5Na、フィチン酸、酸化銀、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、セイヨウハッカ油、
ベルガモット果実油、ライム油、レモン果皮油、エンピツビャクシン油、ハッカ油 *オーガニックハーブ

伊豆利島産無農薬椿油使用
敏感肌やお子様も安心して使用できる弱酸性タイプ

泡ハンドソープ

■植物由来の洗浄成分に無農薬椿油、
オーガニックハーブを配合
■手肌を健やかに保つ秩父の天然水、
フムスエキスを配合
■肌に香りが残りにくい、
優しいシトラスの香り
■パラベンフリー、無鉱物油、
ノンシリコン

6597 6598

0975 ビューティエッセンス0969 ピュアミスト
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メイクアップシリーズ ポイントメイクメイクアップシリーズ ベースメイク

2752 L225 ベージュ

2753 L235 アーモンド

2751 L215 ピンク

30ml ¥4,104 (3,800) 3●入数各

水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、プロパン
ジオール、シリカ、PEG−12ジメチコン、ステアリン酸、水酸化Al、ツバキ油、フムスエキス、スク
ワラン、ジステアルジモニウムヘクトライト、セスキイソステアリン酸ソルビタン、リシノレイン酸
グリセリル、メタリン酸Na、PEG−9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、塩化Na、ヒアル
ロン酸Na、マグワ根皮エキス、グリチルリチン酸2K、ローズマリー葉エキス、キュウリ果実
エキス、セージ葉エキス、ビルベリー葉エキス、アスコルビルグルコシド、エタノール

30g 3¥3,024 (2,800) ●入数

■微粒子チタンが紫外線を反射してシャットアウトする
化粧下地用クリーム
■皮脂に近い組成の椿油と天然水を使用

0949 サンプロテクタークリーム
白浮きせず、少量でさらっとのびて
肌を紫外線から守る（SPF34・PA++）

■べたつかず、しっとりと肌になじむ
■ピュアUVファンデーションまたは
ピュアUVモイスチャーパクトと併用して

（SPF15・PA++）

キメが細かく薄づきのベース用タイプ
ピュアUVリクイドファンデーション

水、シクロペンタシロキサン、シクロテトラシロキサン、BG、テトラエチ
ルヘキサン酸ペンタエリスリチル、トリエチルヘキサノイン、セチルPEG/
PPG-10/1ジメチコン、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール、ジイ
ソステアリン酸ポリグリセリル-6、セスキイソステアリン酸ソルビタン、
グルタミン酸Na、ツバキ種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、アラン
トイン、フェノキシエタノール、クオタニウム-18ヘクトライト、ミリスチン酸
亜鉛、メタリン酸Na、トコフェロール、ヒノキチオール、クオタニウム-73、 
+/− 酸化チタン、カオリン、タルク、酸化鉄、グンジョウ、酸化亜鉛、ハイド
ロゲンジメチコン、結晶セルロース、水酸化クロム、水酸化Al、ベニバナ赤

1枚 ¥259 (240) 10●入数
2785 モイスチャーパクト用丸パフ

■レフィル全3色
¥3,240 (3,000) 3●入数各16g

しっとりのびて肌にフィット、
夏場にも崩れにくいオールインワンタイプの
UVファンデーション

ピュアUVモイスチャーパクト

スクワラン、ジメチコン、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、酸化
亜鉛、ミリスチン酸オクチルドデシル、メチコン、（ヒドロキシステアリン
酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、シリカ、セスキオレ
イン酸ソルビタン、コメ胚芽油、ホホバ油、シルク、ヒアルロン酸Na、
トコフェロール、ツバキ油、ソウハクヒエキス、グリチルレチン酸、ヒノキ
チオール、+/− マイカ、タルク、酸化チタン、酸化鉄、ベニバナ赤

■しっかり肌色をカバーする（SPF15・PA++）

■本体全2種
¥4,104 (3,800) 3●入数各3.6g

E215 パープル2780

2781 E225 ブラウン

■レフィル全5色
¥1,080 (1,000) 3●入数各1.2g

ホワイト2790

ブルー2792

パープル2791

ブラウン2793

モスグリーン2794

スクワラン、（ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタ
エリスリチル、ホホバ油、ステアリン酸亜鉛、ツバキ油、グリチルレチン酸、
トコフェロール、+/− タルク、マイカ、酸化チタン、酸化鉄、マンガンバイオ
レット、グンジョウ、酸化クロム、コンジョウ、カルミン、ベニバナ赤

紅花色素と無機顔料を使用した
アイカラー

ピュアアイカラー

■ソフトなパール感で
メイクアップの幅が広がる
■ホワイトと
基本色2色をセット

■本体全3種
¥3,780 (3,500) 3●入数各5.4g

■レフィル全6色
¥1,404 (1,300) 3●入数各2.7g

ピンク2795

2799 オレンジ

ライトレッド27982797 レッド

2796 ライトピンク

2800 ライトオレンジ

タルク、スクワラン、ステアリン酸亜鉛、（ヒドロキシステアリン酸/ステア
リン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、ケイ酸Ca、ホホバ油、ツバキ油、
カオリン、メチコン、トコフェロール、ヒノキチオール、グリチルレチン酸、
+/− マイカ、酸化チタン、酸化鉄、カルミン、ベニバナ赤

紅花色素と無機顔料のナチュラルな発色が
美しいほお紅

ピュアチークカラー

■明るく健康的な表情を
演出するグラデーションの
2色をセット

3.4g ¥4,104 (3,800) 3●入数各

■ピンク系

P212 ヴィヴィットピンク2766

2767 P216 ストロベリー

2768 P218 ライトローズ

■赤系

R224 レッドワイン2769

2770 R225 ラズベリー

2771 R234 ヴィヴィットワイン

■オレンジ系

O293 オランジュ2772

2773 O295 ゴールデンタン

2774 O296 チョコレート

2766

ヒマシ油、スクワラン、キャンデリラロウ、ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）
ジペンタエリスリチル、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、オクチルドデカノール、乳酸セチル、
カルナウバロウ、水添ヤシ油、リンゴ酸ジイソステアリル、ミツロウ、ツバキ種子油、オレイルアル
コール、アロエフェロックス葉エキス、グリチルレチン酸ステアリル、トコフェロール、フェノキシ
エタノール、+/- 酸化チタン、ベニバナ赤、ベニバナ黄、カルミン、酸化鉄、乳糖、結晶セルロース

植物油脂をベースに紅花色素と無機顔料で色彩を出した
鮮やかで美しい口紅

ピュアリップスティック

■肌の色ともなじみ、軽いタッチで優しく唇を保護する

B−111 ピクシー2810

B−113 サーモンベリー2811

B−192 モカ2812

2810

3.6g 3¥4,104 (3,800) ●入数各
ヒマシ油、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、スクワラン、キャンデリラロウ、テトラ
イソステアリン酸ポリグリセリル−2、カルナウバロウ、水添ヤシ油、イソステアリン酸水添
ヒマシ油、ミツロウ、ホホバ種子油、グリチルレチン酸ステアリル、トコフェロール、ツバキ種子油、
アロエフェロックス葉エキス、オレイルアルコール、+/- 酸化チタン、酸化鉄、マイカ

植物油脂をベースに無機顔料のみで色彩を出した
ベージュ系の口紅

ヌードカラー（口紅）

■ややマットな質感で落ち着いた雰囲気を演出

1枚 ¥259 (240) 10●入数
2786 ピュアUVファンデーション用角パフ

超微粒子パウダータイプの
UVファンデーション

ピュアUVファンデーション

マイカ、タルク、スクワラン、酸化チタン、ジメチコン、メチコン、
カオリン、ケイ酸Ca、シリカ、ツバキ油、ホホバ油、（ヒドロキシ
ステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、
ミリスチン酸オクチルドデシル、水酸化Al、セスキオレイン酸
ソルビタン、ステアリン酸、水添卵黄脂肪油、グリチルレチン酸、
ヒノキチオール、トコフェロール、+/− 酸化鉄、ベニバナ赤

■水や汗にも強く、ソフトな肌ざわりで素肌感のある
自然な仕上がり（SPF15・PA++）

■レフィル全3色
¥3,780 (3,500) 3●入数各14g

2761 L226 ベージュ 2764 レフィル2755 L221 ベージュ 2758 レフィル

2762 L236 アーモンド 2765 レフィル2756 L231 アーモンド 2759 レフィル

■本体全2色 1本 3¥3,024 (2,800) ●入数各
3¥1,944 (1,800) ●入数各1本■レフィル

ブラウン2776 レフィル2778

2777 ブラックグレー 2779 レフィル

水添パーム油、モクロウ、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、
ラノリン、トコフェロール、ツバキ油、スクワラン、パルミチン酸
イソプロピル、+/− 酸化チタン、タルク、グンジョウ、カーボン
ブラック、酸化鉄

カートリッジタイプで使いやすい
無機顔料のまゆ墨

ピュアアイブロー

■アイライナーとしても使用できる

■本体全3色
16g ¥4,104 (3,800) 3●入数各

■本体全3色
14g ¥4,860 (4,500) 3●入数各

L216 ピンク2760 レフィル2763L211 ピンク2754 レフィル2757

C210 ピンク（ピンク・ライトピンク）2782

C220 レッド（レッド・ライトレッド）2783

C230 オレンジ（オレンジ・ライトオレンジ）2784

ふんわり軽やかなパウダーが毛穴や小じわをカバーする
仕上げ用パウダー
透き通るような光に満ちた肌へ

10g 3¥4,860 (4,500) ●入数

マイカ、ヒドロキシフルオロケイ酸（Mg/K）、（ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン）
クロスポリマー、サンゴ末、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）、
ツバキ油、ミリスチン酸オクチルドデシル、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、シリカ、
トコフェロール、メチコン、タルク、酸化鉄、酸化チタン

■上質な透明感、つけたてのサラサラ感が持続
■天然ミネラル配合
■ミニパフ付

ルースパウダー6594

白く表面に残ることがございますが、品質に問題はございません。予めご了承ください。※「ピュアリップスティック」「ヌードカラー（口紅）」は、温度変化により油脂が表面に浮き出てくること（発汗現象）がございます。発汗現象後、温度が下がると油脂が
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2142 アーモンド（生）
2153 アーモンド（生） 有機
0743 アーモンドソフト
3243 アーモンドビスケット
6207 アーモンドプードル
0502 アーモンドロースト
2154 アーモンドロースト（有機）
6412 アールグレイティー（ティーバッグ） 有機栽培
2066 アールグレイ テグラッセ（無糖・紅茶） オーガニック
 アイカラー（リマナチュラル）
3632 アイクリーム（プレミアム）（リマナチュラル）
7816 愛菜ものがたり（いぶりだいこん）（冷蔵）
6729 愛つなぎ寒漬（寒漬大根）
2776 アイブロー（リマナチュラル）
2006 青切りシークヮーサー100
2334 あおさのりスープ
3877 青じそノンオイルドレッシング（有機）
1341 青汁（健康道場・粉末青汁）
6809 青汁（国産有機青汁四重奏）
2003 青汁（有機遠赤青汁V1 詰替用）
2002 青汁（有機遠赤青汁V1 ビン）
6800 青汁（有機遠赤ケール粉末）
3559 青のり（吉野川産）
2535 青森県産 乾燥スライスにんにく
6680 青森産有機薄力粉
6032 赤梅酢（オーサワ有機）
3061 赤米（有機 国内産）
6012 赤だしみそ汁
0046 茜醤油 500ml
0049 茜醤油 720ml
0048 茜醤油 1.8L
0052 茜醤油（ペットボトル） 100ml
0053 茜醤油（ペットボトル） 1L
6091 茜醤油（ペットボトル） 1L（有機）
0054 茜醤油（ペットボトル） 1.8L
6098 茜醤油（ビン） 100ml（有機）
6090 茜醤油（ビン） 720ml（有機）
0648 アガベシロップ（有機栽培ブルー）
3519 アガベシロップGOLD（有機）
3526 アガベシロップRAW DARK（有機）
0292 赤レンズ豆
3749 赤ワインビネガー（有機）
6496 秋摘み（薪火晩茶） 100g
6497 秋摘み（薪火晩茶） 600g
1693 アクティブ・ビオ（整水器）
6229 アサイーパウダー
1342 アサイー100
6738 浅漬けのもと
0467 浅漬けの素（麹屋甚平）
6282 麻の実粉（有機）
2207 麻の実ナッツ（非加熱） 有機
0069 麻の実油（有機）
6047 麻の実油（有機） ビン
6721 あさり（レトルト）
6744 味ざーさい（国産）
7732 味付いなりあげ（冷蔵）
7920 味付うの花料理（冷蔵）
7480 味鍋プレミアム（小）
7481 味鍋プレミアム（大）
1755 小豆（岩手産） 300g
1756 小豆（岩手産） 1kg
6164 小豆（岩手産 有機） 1kg
2453 小豆入り玄米おこわ
3685 あずきかぼちゃ
2571 小豆玄米ごはん
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0296 いりごま（黒） オーサワ 有機
6468 いりごま（黒） みたけ 有機
6469 いり胡麻（白）
0295 いりごま（白） オーサワ 有機
6467 いりごま（白） みたけ 有機
6662 岩手県産強力粉
6575 岩手県産韃靼蕎麦
3074 岩手産特別栽培実そば
6681 岩手産有機準強力粉
1651 インカインチ・プロテイン
6038 インカグリーンナッツオイル（有機）

6379 ヴィヴァーニ OGエキストラダークチョコレート 92％
7878 ヴィヴァーニ OGエキストラダークチョコレート 92％（冷蔵）
0816 ヴィヴァーニ OGエキストラダークチョコレート 99％
7880 ヴィヴァーニ OGエキストラダークチョコレート 99％（冷蔵）
6086 ヴィヴァーニ OGダークチョコレート75％
7879 ヴィヴァーニ OGダークチョコレート75％（冷蔵）
0877 ヴィヴァーニ OGダークチョコレートバーブラックチェリー
6380 ヴィヴァーニ OGライスミルクチョコレート
0875 ヴィヴァーニ OGライスミルクチョコレートバー アーモンドオレンジ
0874 ヴィヴァーニ OGライスミルクチョコレートバー コーンフレーク
0876 ヴィヴァーニ OGライスミルクチョコレートバー ストロベリーワッフル
3204 ウーロン茶（OB ペットボトル） 有機
3100 烏龍茶（宮崎産有機）
2132 ウォールナッツ（くるみ） 有機
6257 魚沼あられ素焼
6840 ウコンプラス牡蠣肉エキス
3205 宇治緑茶（OB ペットボトル） 有機
0039 うすくち醤油（海の精）
3873 ウスターソース（有機）
6158 うずら豆
6583 うどん（黄金の大地） 有機
0380 うどん（かんざき）
0381 うどん（小豆島てのべ）
0385 うどん（手延べ 葛）
6689 うどん（蓮根）
6571 うどん（有機）
7920 うの花（冷蔵）
7763 うの花こんにゃく（ひき肉タイプ） 冷蔵
6284 うの花ドライ（おから姫）
3872 うまあじ青ジソドレッシング
6923 うましお
6928 うましお（詰替用）
6442 旨みねりごま（黒）
6443 旨みねりごま（白）
6738 海の精 浅漬けのもと
3561 海の精 あらしお（赤） 170g
0111 海の精 あらしお（赤） 240g
3562 海の精 あらしお（赤） 350g
0110 海の精 あらしお（赤） 500g
3563 海の精 あらしお（赤） 760g
3564 海の精 あらしお（赤） 3kg
6476 海の精 あらしおドライ
6777 海の精 いのちのもと
6923 海の精 うましお
6928 海の精 うましお（詰替用）
6756 海の精 かりかり梅（刻み）
6742 海の精 きゅうり諸味漬
0039 海の精 国産うすくち醤油
0036 海の精 国産有機玄米味噌
0035 海の精 国産有機麦味噌
6739 海の精 国産有機諸味漬だいこん
6743 海の精 しょうが紅梅漬
0024 海の精 食養豆みそ
0456 海の精 上州梅干（カップ） 300gカップ
0457 海の精 上州梅干（樽） 1kg
0121 海の精 漬物塩
6924 海の精 なんでもソルト
6929 海の精 なんでもソルト（詰替用）
2506 海の精 ハーブソルト（有機）
6907 海の精 ハーブソルト（有機） 詰替用
2507 海の精 ペッパーソルト（有機）
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6288 小豆チップス
6109 小豆の水煮（国内産）
1358 あずき美人茶（ペットボトル）
2646 小豆（北海道産） 200g
2647 小豆（北海道産） 1kg
2655 小豆（北海道産 有機） 300g
3365 小豆羊羹
6294 小豆ようかん（ひとくち）
3370 足助仕込三河しろたまり
6852 アセロラ100
0213 阿蘇薬草園よもぎ茶
3652 厚揚げのそぼろあんかけ
1694 圧搾ごま油（卓上） 140g
1695 圧搾ごま油（ビン） 330g
1696 圧搾ごま油（ペットボトル） 1650g
3718 あっさりカレー風味手延べにゅうめん
0226 アップルキャロット（ヒカリ） 有機
1357 アップルサイダー＋レモン（オーガニック） ヒカリ
2017 あっぷるじゅうす 250ml（有機）
2016 あっぷるじゅうす 710ml（有機）
3238 アップルパイ
3750 アップルビネガー（アルチェネロ） 有機
 圧力鍋（ヘイワ）
3019 圧力名人
3020 圧力名人DX
0831 アトココス ヘアーシャンプー
7817 あとひきだいちゃん（冷蔵）
 アマサーラシリーズ
6362 あまざけ（桜）
3216 甘ざけ（十穀）
0238 甘酒（純米）
6375 甘酒（粒） 有機玄米
6185 甘酒（なめらか） 有機
6370 甘酒（なめらか） 有機玄米
2020 甘酒（もち麦入）
0120 天塩
0122 天塩 20kg業務用
0444 甘酢らっきょう
1278 アマニ＆十穀クッキー
0065 アマニオイル レモンフレーバー（有機）
6048 亜麻仁油（オーガニックフラックスシードオイル） 230g
6037 アマニ油（二重構造ボトル） 有機
0055 亜麻仁油（有機） 190g
0642 奄美 純黒糖餅砂糖
1780 天海の塩
3068 アマランサス（国内産）
6644 アマランス（全粒）
0823 洗い液60
0302 洗いごま（黒）
0310 洗いごま（白）
3561 あらしお（赤） 170g
0111 あらしお（赤） 240g
3562 あらしお（赤） 350g
0110 あらしお（赤） 500g
3563 あらしお（赤） 760g
3564 あらしお（赤） 3kg
6476 あらしおドライ
6992 アルカリウォッシュ 500g
6993 アルカリウォッシュ 1kg
6994 アルカリウォッシュ 3kg
1348 アルジー100
3750 アルチェネロ アップルビネガー（有機）
0088 アルチェネロ オーガニックEXVオリーブオイル 229g
0089 アルチェネロ オーガニックEXVオリーブオイル 458g
6684 アルチェネロ パスタ・のりもの（有機）
6683 アルチェネロ パスタ・フラワー（有機）
6577 アルチェネロ 有機グルテンフリー・スパゲッティ
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6906 海の精 ペッパーソルト（有機） 詰替用
0422 海の精 紅玉梅干 林州
3565 海の精 ほししお（青） 120g
0119 海の精 ほししお（青） 240g
3566 海の精 ほししお（青） 270g
6473 海の精 やきしお スタンドパック 110g
0108 海の精 やきしお スタンドパック 150g
6474 海の精 やきしお スタンドパック 240g
6475 海の精 やきしお スタンドパック 540g
0115 海の精 やきしお（詰替用）
0114 海の精 やきしお（ビン入）
3560 海の精 やきしお（プチソルト）
2366 海辺で育った果実たち（しらぬい缶詰）
2365 海辺で育った果実たち（みかん缶詰）
6754 梅エキス（王隠堂） 特別栽培
1969 梅炫 梅エキス
1967 梅炫 梅エキス（粒）
0675 梅しそ（ふりかけ）
0687 うめしょう
2881 梅醤（紅玉 生姜入り）
1982 梅醤（龍神梅 生姜入り）
6761 梅醤エキス（番茶入り） 有機
1910 梅醤エキス 濃縮番茶＆生姜入り
1909 梅醤エキス 濃縮番茶入り
1908 梅醤たんぽぽ
6139 梅醤発芽玄米番茶粥
6032 梅酢（オーサワ有機）
3741 梅酢（白 有機）
0138 梅酢（紅玉） 200ml
3746 梅酢（紅玉） 500ml
0454 うめつぶ
0685 梅のエキス（オーサワ）
0456 梅干 海の精 上州梅干（カップ） 300g
0457 梅干 海の精 上州梅干（樽） 1kg
0432 梅干 小田原三年梅干
1970 梅干 しそ漬け梅干 170g（有機）
6758 梅干 しそ漬け梅干 700g（有機）
1972 梅干 白干し梅干 170g（有機）
6759 梅干 白干し梅干 700g（有機）
1983 梅干 紅玉（カップ） 120g 特別栽培
1984 梅干 紅玉（カップ） 200g 特別栽培
1985 梅干 紅玉（カップ） 800g 特別栽培
1986 梅干 紅玉（箱） 1.5kg 特別栽培
0438 梅干 紅玉小梅
0424 梅干 龍神梅（カップ） 120g
0426 梅干 龍神梅（樽） 1kg
0427 梅干 龍神梅（樽） 4kg
0428 梅干 龍神梅（樽） 8kg
0425 梅干 龍神梅（ビン） 300g
1974 梅干 龍神梅 三年梅干 150g
1989 梅干 龍神梅 三年梅干 280g
1976 梅干 龍神梅 三年梅干小梅
0422 梅干 林州
6755 梅ぼしさん（しそ梅干100％）
0691 梅干の黒焼

7791 ANP71・米発酵飲料（冷蔵）
0851 液体泡ソープ（COCO WASH）
6406 ECO・BLACK
3986 エコベール 簡単ピカピカクリーナー
3981 エコベール 食器用洗剤 カモミール 500ml
3996 エコベール 食器用洗剤 カモミール 1000ml
6560 エコベール 食器用洗剤 ザクロ 500ml
6566 エコベール 食器用洗剤 リリー＆ロータス 500ml
6562 エコベール 食器用洗剤 レモン 120ml
3979 エコベール 食器用洗剤 レモン 500ml
3980 エコベール 食器用洗剤 レモン 1000ml
6565 エコベール ステインリムーバー（部分洗い用）
3988 エコベール 住まい用洗剤
6564 エコベール ゼロ 食器用洗剤
6557 エコベール ゼロ ファブリックコンディショナー（柔軟仕上げ剤）
6558 エコベール ゼロ ランドリーリキッド（洗たく用液体洗剤）
3982 エコベール デリケートウォッシュ（おしゃれ着用洗剤）
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6578 アルチェネロ 有機グルテンフリー・ペンネ
6579 アルチェネロ 有機グルテンフリー・マカロニ
0394 アルチェネロ 有機全粒粉スパゲッティ
0900 アルチェネロ 有機ダークチョコレート
0903 アルチェネロ 有機ダークチョコレート コーヒー
0901 アルチェネロ 有機ダークチョコレート シーソルト
6115 アルチェネロ 有機トマトピューレー
6117 アルチェネロ 有機パスタソース（トマト＆香味野菜）
6116 アルチェネロ 有機パスタソース（トマト＆バジル）
6102 アルチェネロ 有機ホールトマト
0393 アルチェネロ 有機マカロニ
0840 アレッポの石鹸 エキストラ40
0839 アレッポの石鹸 ノーマル
0849 アレッポの石鹸 ライト
6957 アレルGプラスミスト
0222 アロニアジュース（Rabenhorst） オーガニック
2493 アロマ温パッド（生姜）
3595 アロマブレンドオイル ｢むし｣
0605 あわ入玄米もち
0021 あわせみそ（立科）470g
6058 あわせみそ（立科）750g
0851 泡ソープ（COCO WASH）
6597 泡ハンドソープ（本体）（リマナチュラル）
6598 泡ハンドソープ（詰替用）（リマナチュラル）
3298 あんこ屋の水ようかん 有機｢小倉｣
3297 あんこ屋の水ようかん 有機｢こし｣
3299 あんこ屋の水ようかん 有機｢抹茶｣
2141 あんず（アメリカ産）
2155 あんず（トルコ産）
2285 安納もみじの焼き芋
6374 あんぽ柿（西吉野）

3018 イオンセラーポット
3017 イオンセラーポット 専用カートリッジ
0329 石臼挽き完全粉
3890 石臼挽き 焙煎玄米粉（有機）
1781 石垣の塩 200g
1782 石垣の塩 500g
1783 石垣の塩やきしお 60g
6570 出雲そば
6145 いずも美人（玄米角餅 有機）
2539 いずも美人（玄米丸もち 有機）
6146 いずも美人（白米角餅 有機）
0607 伊勢志摩産カットわかめ
0619 伊勢志摩産ふのり
2131 いちじく（干し）
6208 いちじく ひだまりドライ（オーガニック）
0499 一本漬けたくあん
6812 いつもの黒豆エキス（北海道産黒豆使用）
0370 田舎そば
7732 いなりあげ（冷蔵）
0117 イノチの塩
6777 いのちのもと
7816 いぶりだいこん（冷蔵）
0510 芋がら（割菜）
6192 芋せん 千本
6191 芋せん 名月
6295 芋ようかん（ひとくち）
6489 イヤシロソルト 20g（ポケット）
6490 イヤシロソルト 240g
6487 イヤシロソルト（超還元） 20g
6488 イヤシロソルト（超還元） 90g
6840 西表島ウコンプラス牡蠣肉エキス
0766 炒玄米
3532 いりこ

44
44
43
96
96
96
74
73
73
74
43

147
147
147
136
104
143
137

34
2
2

147
157
157

91
91
91
78
78
90
90

135
135

35
36
10
10
10
41
34
34
34
65
67
78
78
56

100
41

129
11

106
127

63
90
90
91
11
11
11
11

125
87
69

3989 エコベール トイレクリーナー
6556 エコベール バスルームクリーナー
6561 エコベール ファブリックソフナー サン（柔軟仕上剤）
6555 エコベール ファブリックソフナー フラワー（柔軟仕上剤）
3983 エコベール ランドリーリキッド（洗濯用液体洗剤）
6563 エコベール ランドリーリキッド（洗濯用液体洗剤 大容量パック）
6567 エコベール ランドリーリキッド（濃縮タイプ）
0084 えごま油
0081 えごま油（生）
1691 えごま油（有機・生） 内モンゴル産
1690 えごま油（有機・生） 中国産
7762 えごまテンペ（冷蔵）
0327 えごまパウダー
2390 えごまペースト
1438 EcoMil 有機ヘンプミルク
6954 エコメイト 洗濯槽クリーナー
0871 エコメイト トイレノズル専用洗剤（トイレの泡クリーナー）
0958 エステパック（リマナチュラル）
6076 えのき（干し）
2679 エパック21 ナチュラルハミガキ
0974 エマルジョンクリーム（リマナチュラル）
2003 遠赤青汁V1 詰替用（有機）
2002 遠赤青汁V1 ビン（有機）
6800 遠赤ケール（粉末）有機
7745 塩蔵さしみわかめ（冷蔵）

3871 オイスターソース（ヒカリ）
6904 王国のグリーンカレー
6583 黄金の大地まるごと有機うどん
6582 黄金の大地まるごと有機そうめん
6584 黄金の大地まるごと有機そば
 OSシリーズ
0198 OFP有機ブルーベリー
0936 オーガニックコットン トートバッグ（S）
0935 オーガニックコットン トートバッグ（L）
1670 オーサワグルト・米発酵飲料
3993 O2＋重曹（多目的漂白洗浄剤）
0354 大粒 黒豆きなこ
3049 オートミール
6581 大麦100%でつくった麺
2568 おかか
6376 おかき（いづも美人）
3234 おかき（玄米塩）
3233 おかき（玄米醤油）
2289 おからこんにゃく（ベジタリアンミート）
6284 おから姫
7731 おから（冷蔵）
2335 沖縄産もずくスープ
3722 奥出雲生蕎麦
7864 お好み角てん（冷蔵）
3882 お好みソース
2643 お好み焼き粉
2453 おこわ（小豆入り玄米）
6140 おこわ（有機黒豆入り玄米）
2211 押麦（五分搗き）
3982 おしゃれ着用洗剤（エコベール）
0432 小田原三年梅干
3732 おつゆの友（そうめんふし）
0790 鬼打豆
2460 おにぎり（活性発芽玄米小豆入り 国内産有機）
2456 おにぎり（活性発芽玄米塩 国内産有機）
2459 おにぎり（活性発芽玄米しそ入り 国内産有機）
2457 おにぎり（活性発芽玄米はとむぎ 国内産有機）
2458 おにぎり（活性発芽玄米わかめ入り 国内産有機）
6518 お肌用フィトンαガード
3420 尾花沢すいか糖
6556 お風呂用洗剤（エコベール）
6331 おやつ昆布
6147 おやつもち
0088 オリーブオイル（アルチェネロ オーガニック） 229g
0089 オリーブオイル（アルチェネロ オーガニック） 458g
9000 オリーブオイル（カナーン） 250ml（有機）
9001 オリーブオイル（カナーン） 500ml（有機）

142
142
143
143
143
143
143

8
8
8
8

127
49
49
98

140
140
157

62
151
156
119
119
119
128

18
19
42
42
41

152
104
136
136

98
140

37
30
44
69
87
87
87
60
37

129
76
41

129
15
38
33
33
30

143
53
42
89
34
33
33
33
33

137
125
142

89
34
7
7
7
7

商品名さくいん あ い い お

あ

い

う

え

商品名
記載例 ●  有機栽培大豆  大豆 ●  特別栽培小豆  小豆

●  オーサワのきのこごはんの素  きのこごはんの素●  オーサワごま油  ごま油

●  オーガニックフラックスオイル  フラックスオイル●  国内産強力粉  強力粉

※  商品ページ原材料欄の文字が茶色の表示箇所は、未精製糖または動物性原料（小魚等）を使用しています。

お

（一部例外あり）



166 167

6118 オリーブ粒（グリーン） オーガニック
6119 オリーブ粒（ブラック・カラマタ産） オーガニック
6970 おりもの専用シート（ナチュラムーン 羽なし）
9070 オレンジジャム（有機）
2019 オレンジじゅうす（有機）
6255 オレンジ使用のゼリー
6807 温感生姜（有機）
3528 音戸ちりめん

3547 海藻ミックス
3531 かえり
2446 かえる印のナチュラルかとり線香
3905 かえる印のハーブ・プロテクト
0504 カカオニブ（有機）
1338 柿茶（ティーバック）
2495 柿渋デオドラントスプレー
2909 柿の葉茶
7864 角てん（冷蔵）
0623 鹿児島さとうきびオリゴ
6702 がごめ昆布
2012 果実と野菜のジュース（ヒカリ） 有機
2136 カシューナッツ（ロースト）
6419 Gass ジンジャールイボスティー
2841 Gass 有機グリーンルイボス茶
6420 Gass 有機ハニーブッシュティー
6792 Gass 有機ルイボス・ライト（ペットボトル）
2842 Gass 有機ルイボス茶（クラッシック）
6421 Gass 有機ルイボスティー
1659 片栗粉
0265 活性発芽玄米（国内産） 有機 500g
0244 活性発芽玄米（国内産） 有機 2kg
2460 活性発芽玄米おにぎり（小豆入り・国内産有機）
2456 活性発芽玄米おにぎり（塩・国内産有機）
2459 活性発芽玄米おにぎり（しそ入り・国内産有機）
2457 活性発芽玄米おにぎり（はとむぎ入り・国内産有機）
2458 活性発芽玄米おにぎり（わかめ入り・国内産有機）
0618 活性発芽玄米粥（有機）
0589 活性発芽玄米クリーム（かぼちゃ）
0590 活性発芽玄米クリーム（小松菜）
0587 活性発芽玄米クリーム（プレーン） 有機
6265 活性発芽玄米粉（有機）
2290 活性発芽玄米餅（有機）
0607 カットわかめ（伊勢志摩産）
6715 カットわかめ（島根産天然）
0550 カットわかめ（鳴門産） 30g
0606 カットわかめ（鳴門産） 45g
9000 カナーンオリーブオイル 250ml（有機）
9001 カナーンオリーブオイル 500ml（有機）
1371 金城の華 500ml
1372 金城の華 1L
1373 金城の華 2L
6976 カビコナイ
6415 カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー（サミーゴ） ビン 
6389 カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー（サミーゴ） 袋 
2062 カフェインレスオーガニックコーヒー（サミーゴ）
2064 カフェグラッセ（微糖） オーガニック
2063 カフェグラッセ（無糖） オーガニック
6463 カフェセオリ（粉）
6464 カフェセオリ（豆）
3908 花粉カットスプレー
0521 カボチャの種（生） 殻むき
3791 かぼちゃフレーク
7861 かぼちゃプリン（冷蔵）
7890 釜揚げしらす（冷蔵）
6446 釜炒り茶（上級） 有機
6447 釜炒り茶（中級） 有機
6448 釜炒り茶（ティーバッグ） 有機
6130 釜めしの素（とり釜めし風）
 カムカム鍋Ⅱシリーズ
0140 かめ酢（薩摩かめ酢）
2572 カメリア ビューティーソープ（リマナチュラル）
6139 粥（梅醤発芽玄米番茶）
2569 粥（玄米あずき）

74
74

144
24

103
92

121
69

65
69

137
137

81
115
143
115
129

22
66

102
79

117
117
117
100
117
117

38
26
26
34
33
33
33
33
32
32
32
31
36
34
65
65
65
65

7
7

99
99
99

138
107
107
107
109
108
107
107
136

79
39

130
128
113
113
113

73
131

12
157

32
32

1298 クッキー（ナチュラルクッキー たんぽぽ）
1276 クッキー（ナチュラルクッキー 野菜ミックス）
3019 CUCKOO New圧力名人
3020 CUCKOO New圧力名人DX
3296 クヌスパリ プレッツェル
6668 熊本県産強力粉
6667 熊本県産薄力粉
3551 久米島産天然太もずく（塩蔵） 100g×2袋
3554 久米島産天然太もずく（塩蔵） 500g
3247 クラッカー（酒粕 チーズ風味）
6097 蔵づくり再仕込み醤油（ビン）
6095 蔵づくり再仕込み醤油（ペットボトル）
0065 クラディグノ アマニオイル レモンフレーバー（有機）
2362 グラノーラ（玄米甘酒）
6013 グラノーラ（有機）
0937 クラフトバッグ
2260 クランベリー（有機）
2882 クランベリー100（ストレート）
6904 グリーンカレー（王国）
2612 クリーンシュシュ（Lボトル）
2613 クリーンシュシュ（詰替用）
1550 クリーン 食器洗い機専用洗浄剤
3102 グリーンティー（昔なつかし昭和な）
2866 グルコサミン（オーサワ）
6673 グルテン粉 100g
0333 グルテン粉 200g
6577 グルテンフリー・スパゲッティ（有機）
6578 グルテンフリー・ペンネ（有機）
6579 グルテンフリー・マカロニ（有機）
1656 グルテンフリーパンケーキミックス
1653 グルテンフリーパンミックス
1866 車麩（オーサワ） 6枚 
1877 車麩（オーサワ） 12枚
6071 車麩（マルヨネ） 6枚
6070 車麩（マルヨネ） 12枚
2132 くるみ（ウォールナッツ） 有機
6350 くるみ黒糖
2015 ぐれいぷじゅうす（コンコード） 250ml（有機）
2014 ぐれいぷじゅうす（コンコード） 710ml（有機）
2018 ぐれいぷじゅうす（ナイアガラ） 有機
0102 グレープシードオイル（ペットボトル）
0970 クレンジングジェル（リマナチュラル）
0971 クレンジングフォーム（リマナチュラル）
6822 黒炒り玄米
0678 黒炒り玄米 ティーバッグ
3204 黒ウーロン茶（OB ペットボトル） 有機
2168 黒麹醪酢（無糖）
6805 黒酵母発酵液ナチュラルＧマックスゴールド
6918 黒コショウ粉（有機）
1296 黒こしょうせんべい
6919 黒コショウ粒（有機）
0094 黒胡麻油（国内産）
0058 黒ごま油（有機）
6287 黒ごまきな粉（有機）
0670 黒ごま塩（有機）
7860 黒ごま豆乳プリン（冷蔵）
2044 黒ごまペースト（有機）
0258 黒米（国内産）
2200 黒米（国内産 有機）
0559 黒潮･土佐のふのり
6159 黒千石
1347 黒にんにく（有機）
6865 黒にんにく（有機皮付きバラ） 50g
6866 黒にんにく（有機皮付きバラ） 100g
6867 黒にんにく（有機皮付きバラ） 300g
3390 黒にんにく 雪国の力
6140 黒豆入り玄米おこわ（有機）
0602 黒豆入玄米もち（有機）
0355 黒豆きなこ（八幡平）
2911 黒豆茶
3093 黒豆茶（有機）
0615 黒豆の水煮（有機）
2653 黒豆（北海道・青森産 有機）
6157 黒豆（北海道産） 特別栽培
2945 クロレラ粒（石垣島産）

83
83

134
134

85
35
35
69
69
85

4
4
8

46
46

136
79

105
19

138
138
139
114
122

36
36
44
44
44
38
38
61
61
61
61
79
90

103
103
103

7
156
156
114
114
100
120
124

19
87
19

6
6

37
51

130
49
27
27
67
48

125
125
125
125
125

33
34
37

111
111

75
48
48

119

2297 粥（壮健粥）
0618 粥（有機活性発芽玄米）
0591 粥（有機玄米）
0620 粥（有機発芽玄米あずき）
2352 粥（龍神梅入り玄米）
0802 から芋飴（切飴）
0910 からし（練り）
0912 からし（北海道・粉タイプ）
6756 かりかり梅（刻み）
0675 かりかり梅しそ
6730 がりしょうが（国産）
2135 カリフォルニア レーズン 150g（有機）
2134 カリフォルニア レーズン 500g（有機）
3666 カレー（甘口） レトルト
6175 カレー（キーマ） レトルト
3677 カレー（きのこ） レトルト
3687 カレー（根菜） レトルト
3667 カレー（中辛） レトルト
3650 カレー（ひよこ豆） レトルト
0166 カレー粉
1481 カレー粉（有機）
2490 カレールウ（甘口）
2492 カレールウ（中辛）
2491 カレールウ（中辛） スパイス香る
0171 川上さんの三年番茶薪火寒茶 120g
0170 川上さんの三年番茶薪火寒茶 550g
3395 川端のしじみエキス
0380 かんざきうどん
6284 乾燥おから
6081 乾燥きくらげ
6074 乾燥きくらげ（有機）
0672 乾燥玄米こうじ
6143 乾燥玄米こうじ（有機）
0518 乾燥しらたき
1611 乾燥まいたけ
0671 乾燥麦こうじ
2381 元祖の本辛なめ茸
2382 元祖の本造りなめ茸
3986 簡単ピカピカクリーナー（エコベール）
6729 寒漬大根（スライス）
0545 寒天（粉末）
0517 寒天（無漂白 特級）
0717 寒天飴（穀物コーヒー）
0716 寒天飴（デーツ）
3555 寒天サラダ
2536 かんぴょう
6478 カンホアの塩（石臼挽き） 500g

6263 菊芋ポリポリ
3954 菊月香
6081 きくらげ
6074 きくらげ（有機）
0575 刻あらめ
6707 刻み みついし昆布
3684 キッズシリーズ こどものコーンクリームシチュー
3681 キッズシリーズ こどものベジカレー
3682 キッズシリーズ こどものベジミートソース
0865 キッチン泡クリーナー（ハッピーエレファント 詰替用）
0864 キッチン泡クリーナー（ハッピーエレファント 本体）
6500 キッチンの虫よけ
1654 きな粉（オーサワ 有機）
0354 きなこ（大粒黒豆）
6287 きな粉（黒ごま） 有機
0355 きなこ（八幡平黒豆）
6286 きな粉（丸大豆） 有機
2219 キヌア（ボリビア産）オーガニック
0593 絹ごし玄米クリーム（有機）
2545 絹ごし玄米クリーム（有機チューブ容器入り）
3677 きのこカレー
6111 きのこごはんの素
2505 キパワーソルト 90g
2504 キパワーソルト 230g（卓上容器入リ）
2503 キパワーソルト 250g

32
32
32
32
32
93
17
18
54
52
57
78
78
71
71
71
71
71
71
19
19
20
20
20

112
112
125

41
37
62
62
31
31
64
62
31
59
59

142
58
64
64
92
92
64
63
11

90
137

62
62
64
66
72
72
72

141
141
137

37
37
37
37
37
30
31
31
71
73
11
11
11

0677 桑葉つぶ（有機）

6800 ケール（粉末）
6131 ケチャップライスの素（チキンライス風）
6096 減塩醤油
1354 健康道場・おいしい青汁（缶）
1355 健康道場・おいしい青汁（ペットボトル）
3087 健康道場・果汁入り黄実野菜
3086 健康道場・果汁入り橙黄野菜
1341 健康道場・粉末青汁
3085 健康道場・緑黄野菜
6228 健膳ミックス
7790 原豆乳（冷蔵）
0265 玄米（活性発芽）有機 500g
0244 玄米（活性発芽）有機 2kg
3029 玄米（九州産） 2kg 有機
3030 玄米（九州産） 5kg 有機
6655 玄米（熊本産にこまる） 2kg 有機
6656 玄米（熊本産にこまる） 5kg 有機
3022 玄米（国内産） 2kg 有機
3023 玄米（国内産） 5kg 有機
3037 玄米（コシヒカリ） 2kg 特別栽培
3038 玄米（コシヒカリ） 5kg 特別栽培
6151 玄米（コシヒカリ） 300g 有機
3027 玄米（コシヒカリ） 2kg 有機
3028 玄米（コシヒカリ） 5kg 有機
6153 玄米（ササニシキ） 300g 有機
3033 玄米（ササニシキ） 2kg 有機
3034 玄米（ササニシキ） 5kg 有機
2177 玄米（さわのはな） 2kg 有機
2178 玄米（さわのはな） 5kg 有機
3039 玄米（つや姫） 2kg 有機
3040 玄米（つや姫） 5kg 有機
3025 玄米（新潟産コシヒカリ） 2kg 有機
3026 玄米（新潟産コシヒカリ） 5kg 有機
0259 玄米（発芽） 国内産
3041 玄米（北海道産） 2kg 特別栽培
3042 玄米（北海道産） 5kg 特別栽培
3073 玄米（やわらか有機）
0275 玄米（有機 もち）
6657 玄米（ラクティス米）
2569 玄米あずき粥
2571 玄米小豆ごはん
6375 玄米甘酒（粒） 有機
6370 玄米甘酒（なめらか） 有機
2362 玄米甘酒グラノーラ
3210 玄米甘酒ボウロ
6376 玄米おかき（いづも美人）
6147 玄米おやつもち
6145 玄米角餅（いずも美人 有機）
6149 玄米粥（葛入り 有機）
0591 玄米粥（有機）
2352 玄米粥（龍神梅入り）
3327 玄米かりんとう（塩味）
6135 玄米カレーリゾット
0812 玄米キャンディ（生姜）
0814 玄米キャンディ（梅肉エキス）
0811 玄米キャンディ（バニラ）
0589 玄米クリーム（かぼちゃ）
0593 玄米クリーム（絹ごし 有機）
2545 玄米クリーム（絹ごし 有機 チューブ入り）入り 有機）
0590 玄米クリーム（小松菜）
0587 玄米クリーム（プレーン） 有機
3333 玄米黒胡麻せんべい（有機）
0148 玄米くろ酢（ショウブン） 有機
0335 玄米粉
3890 玄米粉（石臼挽き有機焙煎）
0338 玄米粉（もち玄米）
3800 玄米粉（有機）
6265 玄米粉（有機活性発芽玄米）
3801 玄米粉（有機もち玄米）
1346 玄米珈琲（有機）
1211 玄米五穀ぽんせん（塩味）
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2583 キパワーバスソルト
0604 きび入玄米もち
3885 岐阜県産薄力粉
0938 ギフトバッグ
1482 キムチの素
2068 キャロブパウダー（オーガニック） オーサワ
0353 キャロブパウダー（有機）
0802 キャンディ（から芋飴）
0812 キャンディ（玄米 生姜）
0814 キャンディ（玄米 梅肉エキス）
0811 キャンディ（玄米 バニラ）
0806 キャンディ（塩飴 石垣の塩入り）
3226 キャンディ（塩飴 直火炊き）
3225 キャンディ（大根生姜のど飴）
0815 キャンディ（立科みそ飴）
6259 キャンディ（生羅漢果＆Ｗショウガのど飴）
3276 キャンディ（免疫飴）
3215 キャンディ（有機プロポリスエキス使用のど飴）
6260 キャンディ（蓮根生姜飴）
6636 九州産有機十六穀米
7812 きゅうりのかっぱ漬（冷蔵）
6742 きゅうりのみそ漬
6104 京都山城たけのこ（水煮カットタイプ）
0080 京都山田のごま油
7734 京なま麩（冷蔵）
6662 強力粉（岩手県産）
6668 強力粉（熊本県産）
0487 切り板麩
6024 切干大根（煮物）
1879 切干大根（有機）
3203 金花普洱茶（OB ペットボトル） 有機
0095 金胡麻油（国内産）
1624 金針菜
6814 金時ショウガ 粉末 50g
2170 金時ショウガ 粉末 100g
2656 金時豆（有機）
6625 キンワ（粒）オーガニック

0898 空気清浄器（サリール）
6857 クールフル－ツ（アップル）
6858 クールフル－ツ（アップル・ピーチ・アプリコット）
6859 クールフル－ツ（アップル・マンゴー・パイナップル）
6989 クエン酸（ボトル入り）
2597 クエン酸（300g）
2599 クエン酸（1kg）
2150 クコの実（有機）
6149 葛入り玄米粥（有機）
0520 葛きり
3463 葛葉の精
0334 葛（本葛微粉末 100g）
0332 葛（本葛微粉末 500g）
3779 葛（本葛微粉末 1kg）
0348 葛（吉野本葛 150g）
0347 葛（吉野本葛 1kg）
6150 くず湯（有機）
1097 くず湯 生姜
1096 くず湯 プレーン
1098 くず湯 柚子
1099 くず湯 蓮根
3833 具だくさん ちらし寿司の素
1278 クッキー（アマニ＆十穀）
3212 クッキー（米粉 キャロブ＆ココア）
3211 クッキー（米粉 プレーン）
6352 クッキー（塩麹）
6387 クッキー（チアシード＆いちじく）
6314 クッキー（ナチュラルクッキー アーモンド）
1300 クッキー（ナチュラルクッキー アールグレイ）
1299 クッキー（ナチュラルクッキー かぼちゃ）
1297 クッキー（ナチュラルクッキー 玄米）
1277 クッキー（ナチュラルクッキー 珈琲）
6315 クッキー（ナチュラルクッキー 黒糖バナナ）
6313 クッキー（ナチュラルクッキー しょうが）
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0610 玄米ごはん（有機）
3234 玄米塩おかき
6144 玄米塩こうじ（有機）
3233 玄米醤油おかき
3334 玄米白胡麻せんべい（有機）
0139 玄米酢（有機）
3725 玄米スパイラル
3724 玄米スパゲッティスタイル
3261 玄米セラピー うす塩味（有機）
3260 玄米セラピー 素焼き（有機）
3262 玄米セラピー たまり醤油味（有機）
0704 玄米せんべい（うす塩味）
0705 玄米せんべい（しょうゆ味）
3419 玄米素材ギャバ200
6444 玄米茶（有機）
6006 玄米と野菜のポタージュ（かぼちゃ）
6105 玄米によく合うごぼうごはんの素
6679 玄米パスタ（モロヘイヤ）
2312 玄米ビーフン
6674 玄米太麺フォー
3726 玄米ペンネ
2931 玄米ほうじ茶（有機）
2345 玄米細麺パッタイ
3319 玄米ポン
0753 玄米ポンセン
0754 玄米ポンセン 黒豆入
2539 玄米丸もち（いずも美人 有機）
0631 玄米水飴（プラボトル）
0036 玄米味噌（海の精）
6063 玄米みそ（立科） 有機 300g
6059 玄米みそ（立科） 有機 750g
6060 玄米みそ（立科） 有機 3.6kg
6110 玄米味噌（手づくりセット）
2416 玄米味噌（手づくりセット） オーサワ
6290 玄米蒸しパン（あんなし）
0605 玄米もち（あわ入り）
6147 玄米もち（おやつもち 有機）
2290 玄米もち（活性発芽玄米 有機）
0604 玄米もち（きび入り）
0602 玄米もち（黒豆入り 有機）
6148 玄米もち（個包装 有機）
0600 玄米もち（有機）
0601 玄米もち（よもぎ入り 有機）

6782 碁石茶
6946 交換用カートリッジ（パンタレイ）
0672 こうじ（乾燥玄米）
0671 こうじ（乾燥麦）
0673 こうじ（ひしおの糀）
6143 こうじ（有機乾燥玄米）
6138 こうじ（有機乾燥白米）
1518 麹ぐると（ゆず）・米発酵飲料
6361 麹スイーツ チョコ
0467 麹屋甚平 浅漬けの素
6737 麹屋甚平 熟成ぬか
0473 麹屋甚平 熟成ぬか床 1kg
6736 麹屋甚平 熟成ぬか床 1.2kg（容器付）
0472 麹屋甚平 熟成ぬか床 2kg（容器付）
0509 香信
6075 香信 お徳用
2061 紅茶（オーサワ 宮崎産有機）
6390 紅茶（農薬を使わずに育てたアッサムブレンド ティーバッグ）
1650 紅茶（農薬を使わずに育てたアッサムブレンド リーフ）
1606 紅茶（農薬を使わずに育てた紅茶 ティーバッグ）
2922 紅茶（農薬を使わずに育てた紅茶 リーフ）
3120 紅茶（マカイバリ ティーバッグ）
3119 紅茶（マカイバリ 袋入り）
6412 紅茶（有機栽培アールグレイティー）
6413 紅茶（有機栽培セイロンティー）
1610 高野豆腐
6453 コーヒー（インスタント オーガニックマウンテン） ビン
6454 コーヒー（インスタント オーガニックマウンテン） 袋
2062 コーヒー（カフェインレス・サミーゴ・OG）
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6415 コーヒー（カフェインレス・サミーゴ・OGインスタント ビン）
6389 コーヒー（カフェインレス・サミーゴ・OGインスタント 袋）
6463 コーヒー（カフェセオリ・粉）
6464 コーヒー（カフェセオリ・豆）
6393 コーヒー（粉・オーガニックコーヒー クラシックブレンド）
6391 コーヒー（粉・オーガニックコーヒー プレミアムブレンド）
6392 コーヒー（粉・オーガニックコーヒー メロウブレンド）
3135 コーヒー（粉・デカフェ）
3141 コーヒー（粉・水出しコーヒーアジアン・ウィンド）
1608 コーヒー（ドリップ・ショットワンカフェ 10袋） 有機
6395 コーヒー（ドリップ・ショットワンカフェ 25袋） 有機
6381 コーヒー（麦芽・ノンカフェイン）
6198 ゴールデンベリー
6833 コーレン（節蓮根入り）
3355 こがねの干し芋
0494 こがね麩
6458 国産ごまひじき
6574 国産本十割そば
2020 国産もち麦入甘酒
6763 国産有機野菜・果実使用 やきそばソース
6159 極小黒豆
0629 黒糖（粉末） 有機
2468 コクと旨みのデミグラスルウ
6268 穀物でつくった天然酵母（ドライイースト）
6276 穀物でつくった天然酵母（ドライイースト） 分包
0851 COCO WASH
1306 五穀せんべい
2933 五穀茶
6005 五穀と野菜のトマトスープ（ミネストローネ）
6851 ココナッツウォーター
1700 ココナッツオイル（バタータイプ） オーガニック
1528 ココナッツオイル（有機）
0625 ココナッツシュガー
2249 ココナッツパウダー
6043 ココナッツバター（オーガニック）
1494 ココナッツミルク（バイオフーズ） 270ml オーガニック
1492 ココナッツミルク（バイオフーズ） 400ml オーガニック
3832 ココナッツミルク（マキシマス） 400g オーガニック
3744 心の酢（純粋米酢）
6033 心の酢 ゆず香
6034 心のぽん酢醤油
7810 古式一丁漬（冷蔵）
0082 古式玉締胡麻油 香宝（缶） 800g
0083 古式玉締胡麻油 香宝（ビン） 330g
3849 コスモスラクト｢乳酸菌生成エキス」（ペット用）
0920 コスロン油ろ過器
0924 コスロン濾紙
2508 五代庵 梅塩
2353 こだわりおでん（3種入り）
6170 こだわりおでん（5種入り）
3684 こどものコーンクリームシチュー（キッズシリーズ）
3681 こどものベジカレー（キッズシリーズ）
3682 こどものベジミートソース（キッズシリーズ）
0330 こな屋さんのてんぷら粉
2571 ごはん（玄米小豆）
2301 ごはん（五目入り発芽玄米）
2302 ごはん（雑穀入り発芽玄米）
2419 ごはん（発芽玄米 小豆入り）
0609 ごはん（発芽玄米 有機）
0610 ごはん（有機玄米）
6111 ごはんの素（きのこごはん）
3833 ごはんの素（具だくさんちらし寿司）
6131 ごはんの素（ケチャップライスの素）
6105 ごはんの素（玄米によく合うごぼうごはん）
6112 ごはんの素（五目ごはん）
6130 ごはんの素（ベジ釜めしの素）
6494 昆布茶
3052 五分搗き米（有機）
6416 ごぼう茶（有機）
1688 ごま油 缶 930g
1685 ごま油 卓上 138g
1686 ごま油 ビン 330g
1687 ごま油 ペットボトル 600g
1694 ごま油（圧搾） 卓上 140g
1695 ごま油（圧搾） ビン 330g
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3395 しじみエキス（川端）
2079 シジュウム茶
0084 しそ油
0081 しそ油（生）
1691 しそ油（有機・生） 内モンゴル産
1690 しそ油（有機・生） 中国産
1970 しそ漬け梅干 170g（有機）
6758 しそ漬け梅干 700g（有機）
7771 しその実昆布・佃煮（冷蔵）
7771 しその実昆布（冷蔵）
6456 しそふりかけ
0669 しそわかめごはんのもと
6912 七味とうがらし（ビン入り）
3759 七味とうがらし（袋）
2469 シチュールウ
6254 シナモンココナッツシュガー（有機）
6741 しば漬（オーサワ）
3232 島醤油煎餅
6715 島根産天然カットわかめ
6868 島ノニ
0577 四万十川の青のり粉
0560 四万十川の川青さのり
6358 じゃがいもぽん
2183 釈迦蓮根
3202 ジャスミン茶（OB ペットボトル） 有機
0831 シャンプー（アトココス）
0822 シャンプー（ティートリー） お試し用
1479 シャンプー（ティートリー） 詰替用
0824 シャンプー（ティートリー） 本体
6547 シャンプードサロン（Prakriti 詰替）
6546 シャンプードサロン（Prakriti 本体）
2554 シャンプー（ボリュームアップ） 詰替用
2552 シャンプー（ボリュームアップ） 本体
0854 シャンプー（マイルド） 詰替用
0852 シャンプー（マイルド） 本体
0853 シャンプー（マイルド） ポンプタイプ
2232 十五穀米
2208 充実雑穀 250g
2209 充実雑穀 1kg
6988 重曹（ボトル入り）
2447 重曹 600g
2425 重曹 1kg
2424 重曹 2kg
6557 柔軟仕上剤（エコベール ゼロ）
6561 柔軟仕上剤（エコベール ファブリックソフナー サン）
6555 柔軟仕上剤（エコベール ファブリックソフナー フラワー）
0870 柔軟仕上げ剤（ハッピーエレファント 詰替用）
0869 柔軟仕上げ剤（ハッピーエレファント 本体）
3729 十割そば
6252 シュガー（有機砂糖）
6747 熟成たくあん
3534 熟成焼のり
6262 寿元ビスケット
6321 寿元ビスケット（ココア味）
3216 十穀甘ざけ
6300 十穀シリアル
6681 準強力粉（岩手産 有機）
0326 準強力粉（南部地粉）
3372 純だし一番
0238 純米甘酒（粒）
0911 生姜（生おろし）
6427 生姜紅茶（ティーバッグ）
6103 生姜ごはんの友
1363 生姜しぼり（オーサワ 有機）
6799 しょうが湯
2010 浄身粉
2519 精進だし
0919 浄水器 ハーレー
6945 浄水器 パンタレイ
0381 小豆島てのべうどん
0401 小豆島てのべそうめん
3553 城南漁協きざみのり
3544 城南漁協桑名焼海苔
0148 ショウブン 有機玄米くろ酢
3898 生薬 薬用浴用剤 2包
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1696 ごま油（圧搾） ペットボトル 1650g
0083 胡麻油（香宝） 330g（ビン）
0082 胡麻油（香宝） 800g（缶）
0080 ごま油（京都山田）
0095 胡麻油（金）
0094 胡麻油（黒）
0058 ごま油（有機 黒）
7772 ごま昆布（冷蔵）
0663 ゴマ塩（黒）
0662 ゴマ塩（白）
0670 ごま塩（有機 黒） オーサワ
2405 胡麻豆腐（黒）
2404 胡麻豆腐（白）
3870 ごまドレッシング
3878 胡麻ドレッシングタイプ（有機）
6458 ごまひじき
3242 ごまビスケット
2044 ごまペースト（黒） 有機
2046 ごまペースト（白） 有機
0145 胡麻らー油
1655 米粉
3212 米粉クッキー キャロブ＆ココア
3211 米粉クッキー プレーン
3744 米酢（心の酢）
0656 こめ練り飴
7791 米発酵飲料（ANP71） 冷蔵
1670 米発酵飲料（オーサワグルト）
1518 米発酵飲料（麹ぐると） ゆず
6064 米みそ（立科） 有機 300g
6050 米みそ（立科） 有機 750g
6051 米みそ（立科） 有機 3.6kg
2301 五目入り発芽玄米ごはん
6112 五目ごはんの素
2326 五目豆
2856 コラーゲン（軟骨魚類抽出コラーゲン100％）
3687 根菜カレー
2855 コンドロイチン（軟骨抽出エキス100％）
6134 こんにゃく（板 有機）
6129 こんにゃく（糸 有機）
2418 こんにゃく（さしみ）
6133 こんにゃく（玉 有機）
6702 昆布（がごめ）
6707 昆布（刻み みついし）
0555 昆布（徳用出し 利尻）
6690 昆布（とろろ昆布 がごめ入り）
6695 昆布（根）
6694 昆布（日高産 カット出し）
6693 昆布（日高産 早煮）
3556 昆布（日高産 みついし）
3536 昆布（細切りがごめ）
6714 昆布（真昆布）
3558 昆布（羅臼）
0554 昆布（利尻）
2380 昆布濃縮だし（5g×12包）
2378 昆布濃縮だし（5g×36包）
0690 昆布の黒焼

6744 ざーさい（国産）
3570 菜彩ふりかけ大根葉
6097 再仕込み醤油（ビン）
6095 再仕込み醤油（ペットボトル）
2095 砕石茶
3252 さくさくぼうろ メープル
6362 桜あまざけ
0221 ザクロジュース（Rabenhorst） オーガニック
3206 ざくろジュース（有機）
6798 ざくろジュース（有機） Barabu
3247 酒粕クラッカー（チーズ風味）
7857 酒粕（有機）冷蔵
0683 サジージュース（聖果サジー100％）
6864 サジージュース（橙色の悦）
6038 サチャインチオイル（インカグリーンナッツオイル） オーガニック
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3897 生薬 薬用浴用剤 10包
0046 醤油（茜） 500ml
0049 醤油（茜） 720ml
0048 醤油（茜） 1.8L
0052 醤油（茜・ペットボトル） 100ml
0053 醤油（茜・ペットボトル） 1Ｌ
0054 醤油（茜・ペットボトル） 1.8L
6098 醤油（茜 有機） 100ml
6090 醤油（茜 有機） 720ml
6091 醤油（茜 有機） 1L
3370 醤油（足助仕込三河しろたまり）
0039 醤油（海の精 うすくち）
6097 醤油（再仕込み） ビン
6095 醤油（再仕込み） ペットボトル
6093 醤油（杉桶仕込み）
6096 醤油（寺岡家 減塩）
0037 醤油（生） 有機 500ml
0041 醤油（生） 有機 1L
0060 醤油（二百年蔵）
0043 しょうゆ（本造り） 1L
0042 しょうゆ（本造り） 1.8L
3233 醤油おかき
6940 除塩素シャワー（JOWER）シリーズ
6944 除塩素シャワー交換用カートリッジ
3637 職人作り枠練り石けん とわだ 20g
3636 職人作り枠練り石けん とわだ 80g
3956 植物成分防虫剤（クローゼット用）
3957 植物成分防虫剤（タンス用） ４個入
3960 植物成分防虫剤（タンス用） 25個入
6515 植物成分防虫剤（森の香り） クローゼット用
0024 食養豆みそ（海の精）
0868 食器洗い機用（ハッピーエレファント 詰替用）
0867 食器洗い機用（ハッピーエレファント 本体）
3981 食器用洗剤（エコベール カモミール 500ml）
3996 食器用洗剤（エコベール カモミール 1000ml）
6560 食器用洗剤（エコベール ザクロ）
6564 食器用洗剤（エコベール ゼロ）
6566 食器用洗剤（エコベール リリー＆ロータス）
6562 食器用洗剤（エコベール レモン 120ml）
3979 食器用洗剤（エコベール レモン 500ml）
3980 食器用洗剤（エコベール レモン 1000ml）
6980 食器用洗剤（ハッピーエレファント リフレッシュシトラス 詰替用）
6979 食器用洗剤（ハッピーエレファント リフレッシュシトラス 本体）
6395 ショットワンカフェ有機イタリアーノ（箱）
1608 ショットワンカフェ有機イタリアーノ（袋）
7890 しらす（釜揚げ）冷蔵
1657 しらたま粉（有機）
2366 不知火（しらぬい）缶詰
1972 白干し梅干 170g（有機）
6759 白干し梅干 700g（有機）
 シラルガンシリーズ
6310 シリアル ハイファイバープレミアム（有機）
6311 シリアル ビオミューズリープレミアム（有機）
6312 シリアル フルーツミューズリープレミアム（有機）
6300 シリアル（十穀）
3741 白梅酢（有機）
6920 白コショウ粉（有機）
2046 白ごまペースト（有機）
6020 白だし（有機）
3370 しろたまり（足助仕込み三河）
0026 白みそ（信州）
7715 白みそ（有機） 冷蔵
3751 白ワインビネガー（有機）
1368 ジンジャーエール（オーガニック） ヒカリ
0026 信州白みそ
0681 参泉

3420 すいか糖（尾花沢）
6842 水溶性食物繊維（有機）
6777 super 海の精いのちのもと
6845 スーパーフルーツ（アップル・グアバ・クランベリー）
6844 スーパーフルーツ（アップル・マンゴー・アセロラ）
6846 スーパーフルーツ（アップル・ラズベリー・ブルーベリー）
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0519 サチャインチナッツ オーガニック
2232 雑穀（十五穀米）
2208 雑穀（充実雑穀） 250g
2209 雑穀（充実雑穀） 1kg
6636 雑穀（十六穀米 有機）
2231 雑穀（美十穀）
2302 雑穀入り発芽玄米ごはん
6359 さつまいもぽん
0140 薩摩かめ酢
0702 里芋粉
6252 砂糖（オーガニックシュガー）
0623 さとうきびオリゴ（鹿児島）
3304 さとうきびの詩（粗糖）
0932 サニタリーショーツ（昼用） イエロー（M～L） ナチュラムーン
0933 サニタリーショーツ（昼用） イエロー（L～LL） ナチュラムーン
0930 サニタリーショーツ（昼用） ネイビー（M～L） ナチュラムーン
0931 サニタリーショーツ（昼用） ネイビー（L～LL） ナチュラムーン
0917 サニタリーショーツ（夜用） ネイビー（M～L） ナチュラムーン
0918 サニタリーショーツ（夜用） ネイビー（L～LL） ナチュラムーン
0921 サニタリーショーツ（夜用） ローズピンク（M～L） ナチュラムーン
0922 サニタリーショーツ（夜用） ローズピンク（L～LL） ナチュラムーン
0400 讃岐手延べそうめん
0398 讃岐手延べひやむぎ
1999 サプレム
6039 サボオーガニックフラックスオイル（スイート）
6415 サミーゴ カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー ビン 
6389 サミーゴ カフェインレスオーガニックインスタントコーヒー 袋 
2062 サミーゴ カフェインレスオーガニックコーヒー
1325 サラシア三年番茶
0503 サラダにおいしいナッツ
2256 サラダブレンドビーン
0898 サリール（空気清浄器）
3113 三年番茶（100g）
3114 三年番茶（500g）
3115 三年番茶（ティーバッグ）
0172 三年番茶（ティーバッグ） 有機
6430 三年番茶（分包） 有機
0171 三年番茶（薪火寒茶） 120g
0170 三年番茶（薪火寒茶） 550g
6069 三年みそ（玄米 立科）
6067 三年みそ（米 立科）
6068 三年みそ（麦 立科）
3148 サンブノワ 500ml
3149 サンブノワ 1250ml
0949 サンプロテクタークリーム（リマナチュラル）
2156 サンマスカットレーズン（オーガニック）

2006 シークヮーサー100
1618 しいたけ 乾しいたけ（カケ葉）
1883 しいたけ 乾しいたけ（切れ端）
0509 しいたけ 乾しいたけ（香信）
6075 しいたけ 乾しいたけ（香信お徳用）
1882 しいたけ 乾しいたけ（スライス）
0493 しいたけ 乾しいたけ（どんこ） 50g
0492 しいたけ 乾しいたけ（どんこ） 100g
1619 しいたけ 乾しいたけ（未選別）
6864 シーベリージュース（橙色の悦） 有機
0806 塩飴（石垣の塩入り）
3226 塩飴 直火炊き
3234 塩おかき
6144 塩こうじ（有機）
6352 塩麹クッキー
6910 塩こうじ（やさか） 有機
3331 塩羊羹
6156 塩ようかん（ひとくち）
3226 直火炊き 塩飴
1303 直火焼きせんべい
6666 地粉（北海道産）
1867 地粉（三重県産）
6673 地粉グルテン粉 100g
0333 地粉グルテン粉 200g
0368 地粉パン粉
6723 しじみ（レトルト）
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1635 スーパーラジエントヒーター
2334 スープ（あおさ）
2335 スープ（沖縄産もずく）
6006 スープ（玄米と野菜のポタージュ）
6005 スープ（五穀と野菜 ミネストローネ）
2338 スープ（八穀ポタージュ）
3075 スープ（野菜と玄米でつくった甘いスープ）
2386 スープ（わかめ）
2534 スープで食べる春雨
0290 スープブレンドビーン
6093 杉桶仕込み有機醤油
2943 すぎ・ひのきドリンク
6841 すぎ・ひのきドリンクmini
7792 スゴイダイズ（北海道） 無調整タイプ（冷蔵）
6319 酢昆布
6035 すし酢（国内産有機米酢使用）
3752 すし酢（有機）
3766 すだちぽん酢（ヒカリ） 有機
6782 スッキリドリンク碁石茶
3237 ステラ＆ステロ 有機小麦のあわ入りビスケット
3235 ステラ＆ステロ 有機小麦のビスケット アップル＆キャロット
3236 ステラ＆ステロ 有機小麦のビスケット ココア風味
6362 ストレート桜あまざけ
9071 ストロベリージャム（有機）
2491 スパイス香るカレールウ（中辛）
0394 スパゲッティ（アルチェネロ 有機全粒粉）
6572 スパゲッティ（オーサワ 有機全粒粉）
9050 スパゲッティ（有機）
6577 スパゲッティ（有機グルテンフリー）
6853 スポーツドリンク（ゆず風味） ペットボトル
3988 住まい用洗剤（エコベール）
6854 スムージー（ヒカリ） 有機
6257 素焼（魚沼あられ）
2535 スライスにんにく
0294 すりごま（黒） オーサワ 有機
6466 すりごま（黒） みたけ 有機
0293 すりごま（白） オーサワ 有機
6465 すりごま（白） みたけ 有機

0683 聖果サジー100％（オーガニック）
0658 セイタン
0841 整髪料（ヘアクリーム）
0842 整髪料（ミルキィスタイリングフォーム）
3024 精米御膳
6413 セイロンティー（ティーバッグ） 有機栽培
0840 石けん（アレッポ エキストラ40）
0839 石けん（アレッポ ノーマル）
0849 石けん（アレッポ ライト）
3637 石けん（とわだ） 20g
3636 石けん（とわだ） 80g
0782 雪中干しいも 有機
3324 節分福豆（テトラパック入り）
0790 節分豆（鬼打豆）
6255 ゼリー（有機オレンジ使用）
6330 ゼリー（有機ぶどう使用）
0821 洗たく粉60
6954 洗濯槽クリーナー
3983 洗たく用液体洗剤（エコベール ランドリーリキッド）
6563 洗たく用液体洗剤（エコベール ランドリーリキッド大容量）
6558 洗たく用洗剤（エコベール ゼロ）
6567 洗たく用洗剤（エコベール ランドリーリキッド濃縮タイプ）
6984 洗たく用洗剤（ハッピーエレファント） 液体（詰替用）
6987 洗たく用洗剤（ハッピーエレファント） パウダー
6983 洗たく用洗剤（ハッピーエレファント） 液体（本体）
6986 洗濯用フィトンαエコタイプ（詰替用）
6985 洗濯用フィトンαエコタイプ（本体）
3095 煎茶ティーバッグ（有機）
3232 煎餅（島醤油）
1296 せんべい（黒こしょう）
0704 せんべい（玄米 うす塩味）
3333 せんべい（玄米 黒胡麻）
0705 せんべい（玄米 しょうゆ味）
3334 せんべい（玄米 白胡麻）
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3261 せんべい（玄米セラピー うす塩味） 有機
3260 せんべい（玄米セラピー 素焼き） 有機
3262 せんべい（玄米セラピー たまり醤油味） 有機
1306 せんべい（五穀）
1303 せんべい（直火焼き）
1304 せんべい（みちのく）
6347 せんべい（藻塩サラダ）
0329 全粒粉（岩手産） 石臼挽き完全粉
6670 全粒粉（北米産） 強力粉（有機）
6669 全粒粉（北米産） 薄力粉（有機）
6285 全粒粉入りパンケーキミックス
6384 全粒粉入りビスケット（レーズン入り）
6174 全粒粉車麩のすき焼き風
6572 全粒粉スパゲッティ（オーサワ 有機）
0399 全粒粉ひやむぎ
3736 全粒粉ペンネ（オーガニック）

2895 ソイ・ドリンク有機無調整豆乳
6262 SOYPLUS寿元ビスケット
6321 SOYPLUS寿元ビスケット（ココア味）
6181 ソイミート（バラ肉タイプ） 有機
6182 ソイミート（ひき肉タイプ） 有機
7858 ソイヨーグル 豆乳専用種菌 3g（冷蔵）
7859 ソイヨーグル 豆乳専用種菌 15g（冷蔵）
2297 壮健粥
6582 そうめん（黄金の大地） 有機
0400 そうめん（讃岐手延べ）
0401 そうめん（小豆島てのべ）
0396 そうめん（手延べ 葛）
6576 そうめん（北海道産 有機）
3732 そうめんふし（おつゆの友）
6280 そのまま使える大豆粉
3350 そのまんまちりめん
6570 そば（出雲）
0370 そば（田舎）
6584 そば（黄金の大地） 有機
3722 そば（奥出雲生そば）
6574 そば（国産本十割）
3729 そば（十割）
0391 そば（よもぎ）
0340 そば粉（荒びき）
0341 そば粉（細びき）
1658 そば粉（細挽き） たなつもの（有機）
3887 そば粉（細挽き） 有機
6309 そばの実フレーク
3576 ソルトで歯みがき（ねりタイプ）

6373 ダーデン有機アガベチョコレート70%
7882 ダーデン 有機アガベチョコレート70%（冷蔵）
0888 ダーデン有機アガベチョコレート ダーク85％
6088 ダーデン 有機ココシュガーチョコ アーモンドミルク
7884 ダーデン 有機ココシュガーチョコ アーモンドミルク（冷蔵）
6087 ダーデン 有機ココシュガーチョコ ダーク64%
7883 ダーデン 有機ココシュガーチョコ ダーク64%（冷蔵）
0817 ダーデン 有機チョコレート ダーク95％
7881 ダーデン 有機チョコレート ダーク95％（冷蔵）
0892 ダーデン 有機チョコレート ダーク100％
3225 大根生姜のど飴
0700 大根干葉湯の素（長崎産）
2648 大豆（青森産） 300g
2649 大豆（青森産） 1kg
6166 大豆（岩手産 有機） 1kg
2651 大豆（北海道産 有機） 300g
2650 大豆（北海道産 有機） 1kg
2279 大豆からあげ
6280 大豆粉
1324 大豆の美センイ
0614 大豆の水煮（有機）
1817 大豆ミート（バラ肉風） オーサワ
1813 大豆ミート（ひき肉風） オーサワ
6181 大豆ミート（バラ肉タイプ） 有機
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7853 豆腐（水切り押し豆腐） 冷蔵
2330 豆腐ハンバーグ（洋風）
2331 豆腐ハンバーグ（和風）
7763 豆富屋さんのうの花こんにゃく（ひき肉タイプ） 冷蔵
3793 とうもろこしフレーク
0936 トートバッグ（S）
0935 トートバッグ（L）
3468 徳島のスギナ（茶）
6437 徳島のどくだみ茶
2827 ドクターハーブ 衣服ガード（引き出し・衣装箱用）
2828 ドクターハーブ 衣服ガード（洋服タンス用）
6510 ドクターハーブミントスプレー
6437 どくだみ茶
0555 徳用出し昆布（利尻）
1206 ところてん
3429 戸崎農園 有機ほしいも
6839 杜仲茶
3557 とっておき味おかずのり
6718 とっておき旨しお海苔
7480 土鍋（味鍋）
 土鍋（マスタークック）
0159 トマトケチャップ（チューブ入り）
0233 トマトジュース（食塩無添加） ヒカリ オーガニック
1359 トマトジュース（ヒカリ） 有機
0234 トマトジュース（有塩） ヒカリ オーガニック
2007 トマトジュース 純トマト 食塩無添加
6115 トマトピューレー（アルチェネロ 有機）
0130 トマトピューレー（ヒカリ 有機）
6268 ドライイースト（天然酵母）
6276 ドライイースト（天然酵母） 分包
1679 ドライフルーツミックス（クコの実・マルベリー・ゴールデンベリー） 有機
1678 ドライフルーツミックス（デーツ・くるみ・アーモンド） 有機
1677 ドライフルーツミックス（マンゴー・いちじく・カシューナッツ） 有機
2139 ドライブルーベリー
2137 ドライマンゴー
2775 トリートメントリップ無色（リマナチュラル）
1608 ドリップコーヒー（ショットワンカフェ 10袋） 有機
6395 ドリップコーヒー（ショットワンカフェ 25袋） 有機
0886 トリュフチョコレート（ナッツ） オーガニック
0885 トリュフチョコレート（プレーン） オーガニック
0780 トルティーアチップス（ケールミックス）
0788 トルティーアチップス（スプラウト）
0779 トルティーアチップス（チアシードミックス）
3877 ドレッシング（青じそノンオイル 有機）
3872 ドレッシング（うまあじ青ジソ）
3870 ドレッシング（ごま）
3878 ドレッシング（胡麻 有機）
3876 ドレッシング（モアーク有機オニオン）
0158 ドレッシング（和風）
7855 とろとろゆば（冷蔵）
6132 とろり甘い濃厚玉ねぎ
6690 とろろ昆布（がごめ入）
0493 どんこ（国内産） 50g
0492 どんこ（国内産） 100g

2221 長野のもちあわ（限定品）
2220 長野のもちきび（限定品）
0540 長ひじき（伊勢志摩産）
0595 長ひじき（長崎産）
0708 なすの黒焼
0976 なすの黒やき塩ハミガキ
1683 なたね油（缶） 930g
1536 なたね油（たなつもの） 140g
1537 なたね油（たなつもの） 330g
1681 なたね油（ビン） 330g
1682 なたね油（ペットボトル） 600g
0091 なたねサラダ油（紙パック） 600g
1529 なたねサラダ油（ペットボトル） 910g
1542 なたねサラダ油（ペットボトル） 1360g
6836 なた豆茶 Small Pack
6837 なた豆茶 Large Pack
3593 ナチュラフレッシュ（マウスウォッシュ）
0923 ナチュラムーン オーガニックガーゼライナー
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6182 大豆ミート（ひき肉タイプ） 有機
2657 大納言（有機）
2226 高きび（国内産）
0278 高きび（長野産）
2236 高きび（有機）
6735 高菜漬（きざみ）
2530 鷹の爪（有機）
0499 たくあん（一本漬け）
6747 たくあん（熟成）
6122 たけのこ水煮（中国産） 有機 100g
6128 たけのこ水煮（中国産） 有機 250g
6104 たけのこ水煮（京都山城） 150g
2524 だしつゆのもと
6575 韃靼蕎麦
6428 韃靼そば茶（北海道産）
0021 立科あわせみそ（国内産） 470g
6058 立科あわせみそ（国内産） 750g
6063 立科玄米みそ（有機） 300g
6059 立科玄米みそ（有機） 750g
6060 立科玄米みそ（有機） 3.6kg
6064 立科米みそ（有機） 300g
6050 立科米みそ（有機） 750g
6051 立科米みそ（有機） 3.6kg
6069 立科三年みそ（玄米）
6067 立科三年みそ（米）
6068 立科三年みそ（麦）
6066 立科豆みそ（有機） 300g
6056 立科豆みそ（有機） 750g
6057 立科豆みそ（有機） 3.6kg
0815 立科みそ飴（切飴）
2336 立科みそ汁（有機）
6054 立科麦みそ（国内産） 750g
6055 立科麦みそ（国内産） 3.6kg
6065 立科麦みそ（有機） 300g
6052 立科麦みそ（有機） 750g
6053 立科麦みそ（有機） 3.6kg
1658 たなつもの 有機そば粉（細挽き）
3963 ダニコナイ
6516 ダニコナイ（15個入）
7855 卵のようなとろとろゆば（冷蔵）
3888 玉ねぎ粉
6773 タルタルソース
6836 丹波なた豆茶 Small Pack（有機）
6837 丹波なた豆茶 Large Pack（有機）
0216 タンポポ100
0215 たんぽぽコーヒー（粒）
6417 たんぽぽコーヒー（ティーバッグ）
6434 たんぽぽコーヒーカップ用
6435 たんぽぽコーヒーカップ用ミニ

6227 チアシード
0541 チアシード（有機）
6387 チアシード＆いちじくクッキー
2782 チークカラー（リマナチュラル）
2471 竹酢液
7733 ちくわぶ（冷蔵）
6411 チャイティー（有機）
0176 茶葉をそのまま粉にし茶った
3379 中華だし（5g×8包）
6021 中華だし（5g×30包）
2525 中濃ソース（有機）
0325 中力粉（南部地粉）
6666 中力粉（北海道産地粉）
1867 中力粉（三重県産地粉）
6487 超還元イヤシロソルト
6488 超還元イヤシロソルト（詰替用）
0827 チョコドロップ オーガニック
7862 チョコプリン（冷蔵）
0879 チョコレートソールオーガニック ダークチョコレート100％ 25g
0878 チョコレートソールオーガニック ダークチョコレート100％ 100g
6461 ちりめん山椒×昆布（ふりかけ）
6455 ちりめん（ひじき）
3757 青椒肉絲の素
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6970 ナチュラムーン（おりもの専用シート 羽なし）
0932 ナチュラムーンサニタリーショーツ（昼用） イエロー（M～L）
0933 ナチュラムーンサニタリーショーツ（昼用） イエロー（L～LL）
0930 ナチュラムーンサニタリーショーツ（昼用） ネイビー（M～L）
0931 ナチュラムーンサニタリーショーツ（昼用） ネイビー（L～LL）
0917 ナチュラムーンサニタリーショーツ（夜用） ネイビー（M～L）
0918 ナチュラムーンサニタリーショーツ（夜用） ネイビー（L～LL）
0921 ナチュラムーンサニタリーショーツ（夜用） ローズピンク（M～L）
0922 ナチュラムーンサニタリーショーツ（夜用） ローズピンク（L～LL）
6977 ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の昼用 羽つき）
6956 ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の昼用 羽なし）
6952 ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の夜用 羽つき）
6728 ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の夜用 羽なし）
6971 ナチュラムーン生理用ナプキン（普通の日用 羽なし）
1300 ナチュラルクッキー アールグレイ
6314 ナチュラルクッキー アーモンド
1299 ナチュラルクッキー かぼちゃ
1297 ナチュラルクッキー 玄米
1277 ナチュラルクッキー 珈琲
6315 ナチュラルクッキー 黒糖バナナ
6313 ナチュラルクッキー しょうが
1298 ナチュラルクッキー たんぽぽ
1276 ナチュラルクッキー 野菜ミックス
6805 ナチュラルＧマックスゴールド（黒酵母発酵液）
2143 ナッツ（ミックス）
1321 なつめエキス（国産）
2417 七草（春）
0866 なにがなんでもせっけん（詰替用）
0828 なにがなんでもせっけん（本体）
6977 ナプキン（ナチュラムーン 多い日の昼用 羽つき）
6956 ナプキン（ナチュラムーン 多い日の昼用 羽なし）
6952 ナプキン（ナチュラムーン 多い日の夜用 羽つき）
6728 ナプキン（ナチュラムーン 多い日の夜用 羽なし）
6971 ナプキン（ナチュラムーン 普通の日用 羽なし）
2142 生アーモンド
2153 生アーモンド（有機）
6129 生芋糸こんにゃく（有機）
6134 生芋こんにゃく（有機）
6133 生芋玉こんにゃく（有機）
7731 生おから（冷蔵）
0911 生おろし生姜
0909 生おろしわさび
0037 生醤油（有機） 500ml
0041 生醤油（有機） 1L
7734 なま麩（冷蔵）
7703 生ラーメン（ごまみそ） 冷蔵
7705 生ラーメン（しお） 冷蔵
7701 生ラーメン（しょうゆ） 冷蔵
7702 生ラーメン（みそ） 冷蔵
6259 生羅漢果＆Ｗショウガのど飴
2381 なめ茸（元祖の本辛）
2382 なめ茸（元祖の本造り）
7856 なめらか絹豆腐（冷蔵）
3540 鳴門糸わかめ
0606 鳴門産カットわかめ
1336 NALBALuみねらる
6924 なんでもソルト
6929 なんでもソルト（詰替用）
0325 南部地粉（中力粉）
0326 南部地粉（準強力粉）
3230 南部せんべい（ごま）
3231 南部せんべい（ピーナッツ）

6748 煮込みメンマ
6374 西吉野あんぽ柿
6939 にっぽんのお茶（緑茶）ペットボトル
0060 二百年蔵醤油
1999 乳酸菌含有食品サプレム（有機）
3718 にゅうめん（あっさりカレー風味手延べ）
0236 にんじんジュース（ヒカリ）有機
1360 人参ジュース（オーサワ） 有機
6856 人参ジュース（生姜入り 有機生活）
3150 人参ジュース（雪を割り堀り起した）
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0121 漬物塩
6774 ツナマヨ
0843 椿油ヘアスプレー
2320 粒入マスタード
6178 つぶしあん
0164 粒マスタード（オーガニック）

0822 ティートリーシャンプー（お試し用）
1479 ティートリーシャンプー（詰替用）
0824 ティートリーシャンプー（本体）
2138 デーツ
0716 デーツ寒天飴（石垣の塩入り）
0645 デーツシロップ
3135 デカフェ（粉）
2065 テグラッセ（無糖・紅茶） オーガニック
0621 てっかみそ（豆みそ）
6459 てっかみそ（麦みそ）
6110 手づくり玄米味噌セット
2416 手づくり玄米味噌セット（オーサワ）
7745 手摘み塩蔵さしみわかめ（冷蔵）
0385 手延 葛うどん
0396 手延 葛そうめん
2468 デミグラスルウ
1572 デュアロマ24 薬用クリーム
6585 デュアロマ24 薬用ハーブゲル
6096 寺岡家の国産減塩丸大豆醤油
2022 天恵水 500ml
6779 天恵水 500ml×24本セット
2023 天恵水 2L
6778 天恵水 2L×12本セット
2026 天恵水 20Ｌ
3465 田七人参全草液
6962 デンタルホワイト（ナチュラル歯みがき）
6960 デントラクト（乳酸菌生成エキス配合）
6268 天然酵母（ドライイースト）
6276 天然酵母（ドライイースト）分包
6988 天然重曹（ボトル入り）
2447 天然重曹 600g
2425 天然重曹 1kg
2424 天然重曹 2kg
3670 天然美食 小倉あん
3671 天然美食 こしあん
3279 天然美食 ぜんざい
3201 天然炭酸水 YOIYANA
1225 天日干し芋
0330 天ぷら粉
7762 テンペ（えごま）（冷蔵）
7764 テンペ（丸大豆）（冷蔵）
6183 テンペ（レトルト）

0861 トイレクリーナー（ハッピーエレファント 詰替用）
0860 トイレクリーナー（ハッピーエレファント 本体）
0871 トイレノズル専用洗剤（トイレの泡クリーナー）
3989 トイレ用洗剤（エコベール）
0774 とうきびスナック
1656 糖質オフ・グルテンフリー パンケーキミックス
1653 糖質オフ・グルテンフリーパンミックス
7792 豆乳（スゴイダイズ 北海道） 無調整タイプ
3186 豆乳 無調整（200ml） 有機
6190 豆乳 無調整（1L） 有機
2895 豆乳 無調整（ソイドリンク 有機）
7858 豆乳専用種菌 ソイヨーグル 3g（冷蔵）
7859 豆乳専用種菌 ソイヨーグル 15g（冷蔵）
6773 豆乳タルタルソース
2029 豆乳で元気
3889 豆乳の素（国産大豆使用）
6772 豆乳マヨ 150g
6771 豆乳マヨ 300g
0905 豆板醤
7856 豆腐（なめらか絹豆腐） 冷蔵
7852 豆腐（榛名の恵み） 冷蔵
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0200 人参ジュース（雪を割り堀り起した りんご果汁入り） 350ｍl
3151 人参ジュース（雪を割り堀り起した りんご果汁入り） 500ｍl
6855 人参ジュース（りんご果汁入り 有機生活）
2535 にんにく（乾燥スライス）

2810 ヌードカラー（口紅） リマナチュラル
6737 ぬか（麹屋甚平熟成）
0659 ぬか漬の素
0473 ぬか床（麹屋甚平熟成） 1kg
6736 ぬか床（麹屋甚平熟成） 1.2kg（容器付）
0472 ぬか床（麹屋甚平熟成） 2kg（容器付）

6818 寧夏のくこ
6695 根昆布
0558 根昆布粉末
3489 ねじめびわ茶24
6703 ねばねば芽かぶ
1951 ねり梅（有機）
0449 ねり梅（有機 紅玉） しそ入り
1978 ねり梅（有機 紅玉） チューブ
0910 練りからし
6442 ねりごま（黒） 旨みねりごま
2043 ねりごま（黒） 国内産
6443 ねりごま（白） 旨みねりごま
2042 ねりごま（白） 国内産
6607 ネロリジェイシリーズ

6132 濃厚玉ねぎ
6390 農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶（ティーバッグ）
1650 農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶（リーフ）
1606 農薬を使わずに育てた紅茶（ティーバッグ）
2922 農薬を使わずに育てた紅茶（リーフ）
2032 ノーカフ（穀物飲料） オーガニック
3431 ノコギリヤシ
6868 ノニ
0711 ノニエキス（100%ピュア）
2009 のむこんにゃく
3534 のり（熟成焼のり）
3553 のり（城南漁協 きざみ）
3544 のり（城南漁協 桑名焼海苔）
3557 のり（とっておき味おかずのり）
6718 のり（とっておき旨しお海苔）
6717 のり（ひと味ちがうごま油風味味付のり）
6691 のり（焼のり 鹿児島県出水産）
0616 のり（焼のり 鹿児島県出水産） 一等級一番摘み
0622 のり（焼のり 鹿児島県出水産） 手巻き
1997 のりつく

 ハーティハートシリーズ
1559 ハーバルボディソープ（詰替用）
1558 ハーバルボディソープ（ポンプタイプ）
3904 ハーブガード
2506 ハーブソルト（有機） 海の精
6907 ハーブソルト（有機・詰替用） 海の精
2681 ハーブディオ
 バームシリーズ（オーガニックバーム）
3238 パイ（アップル）
6349 パイ（レーズン）
1494 バイオフーズ オーガニックココナッツミルク 270ml
1492 バイオフーズ オーガニックココナッツミルク 400ml
0829 ハイカカオチョコレート丸型 オーガニック
3064 胚芽つき白米（有機）
2641 焙煎えごま
0694 梅肉エキス（粒） 有機
0682 梅肉エキス（有機）
2973 梅肉エキス＆本葛
6381 麦芽コーヒー
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6146 白米角餅（いずも美人 有機）
6680 薄力粉（青森産 有機）
3885 薄力粉（岐阜県産）
6667 薄力粉（熊本県産）
0320 薄力粉（国内産）
0863 バスクリーナー（ハッピーエレファント 詰替用）
0862 バスクリーナー（ハッピーエレファント 本体）
6684 パスタ（のりもの） アルチェネロ（有機）
6683 パスタ（フラワー） アルチェネロ（有機）
6679 パスタ（モロヘイヤ）
0407 パスタ（ロング）
6117 パスタソーストマト＆香味野菜（アルチェネロ）
6116 パスタソーストマト＆バジル（アルチェネロ）
6177 パスタソース（カルボナーラ風）
3688 パスタソース（たらこ風）
2349 パスタソース（ミートソース風）
6173 パスタソース（ミートソース風 有機）
2418 ばた練りさしみこんにゃく
0649 はちみつ（アカシア）
3312 ハチミツ（アカシア） ミエリツィア（有機）
3313 ハチミツ（オレンジ） ミエリツィア（有機）
0628 ハチミツ（クローバー） ミエリツィア（有機）
0650 はちみつ（シナ）
6197 ハチミツ（トスカーナ） ミエリツィア（有機）
3522 はちみつ（百花）
0259 発芽玄米（国内産）
0620 発芽玄米あずき粥（有機）
2419 発芽玄米ごはん（小豆入り）
0609 発芽玄米ごはん（有機）
2463 発芽玄米豆乳きのこリゾット
2462 発芽玄米トマトリゾット
3715 発芽玄米麺
3755 発酵酒みりん
2338 八穀ポタージュ（粉末）
0025 八丁味噌（三河産大豆使用）
0013 八丁味噌（有機）
6984 ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤（詰替用）
6983 ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤（本体）
0865 ハッピーエレファント キッチン泡クリーナー（詰替用）
0864 ハッピーエレファント キッチン泡クリーナー（本体）
0870 ハッピーエレファント 柔軟仕上げ剤（詰替用）
0869 ハッピーエレファント 柔軟仕上げ剤（本体）
0868 ハッピーエレファント 食器洗い機用ジェル（詰替用）
0867 ハッピーエレファント 食器洗い機用ジェル（本体）
6987 ハッピーエレファント 洗たくパウダー
0861 ハッピーエレファント トイレクリーナー（詰替用）
0860 ハッピーエレファント トイレクリーナー（本体）
0863 ハッピーエレファント バスクリーナー（詰替用）
0862 ハッピーエレファント バスクリーナー（本体）
6980 ハッピーエレファント 野菜・食器用洗剤（リフレッシュシトラス） 詰替用
6979 ハッピーエレファント 野菜・食器用洗剤（リフレッシュシトラス） 本体
6865 八片黒にんにく 皮付きバラ50g（有機）
6866 八片黒にんにく 皮付きバラ100g（有機）
6867 八片黒にんにく 皮付きバラ300g（有機）
2288 初夢三点セット
3069 はとむぎ（皮付き）
2224 はとむぎ（丸粒）
2225 はとむぎ（割れ）
2234 はと麦皮付き（岩手産 有機）
6431 はとむぎ茶（オーサワ 有機）
3098 はと麦茶TB
3787 はと麦焙煎粉
2235 はと麦丸粒（岩手産 有機）
0714 パナケア
2949 ハナビラタケ100
2997 ハナビラタケ100（3箱セット）
0134 はなまるママ
2005 ハニードロップレット ブラックカラント&ローヤルゼリー
2004 ハニードロップレット ゆず&プロポリス
6951 ハニードロップレット UMF10+マヌカ
2001 ハニードロップレット UMF15+マヌカ
3207 ハニーブッシュティー（ペットボトル） オーガニック
6420 ハニーブッシュティー（Gass有機）
0219 はま茶
3821 浜納豆
2511 浜御塩

34
35
35
35
35

141
141

43
43
44
43
73
73
72
72
72
72
74
23
23
23
23
23
23
23
26
32
33
33
32
32
44
17
76
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1758 フォルコンブロート＆チアシード（有機全粒ライ麦パン） PEMA
3265 ふがし
6740 福神漬（オーサワ）
6791 ぶどうサイダー+レモン（オーガニック） ヒカリ
6330 ぶどう使用のゼリー
0619 ふのり（伊勢志摩産）
0559 ふのり（黒潮・土佐）
6698 ふのり（北海道産）
6565 部分洗い用（エコベール）
6495 冬摘み（薪火晩茶） 50g
6498 冬摘み（薪火晩茶） 120g
6499 冬摘み（薪火晩茶） 550g
6547 Prakriti シャンプードサロン（詰替）
6546 Prakriti シャンプードサロン（本体）
0825 Prakriti ヘアトリートメント＆ヘアワックス
6549 Prakriti リンスドサロン（詰替）
6548 Prakriti リンスドサロン（本体）
2005 ブラックカラント&ローヤルゼリー（ハニードロップレット）
0209 ブラックココア
6039 フラックスオイル（サボ オーガニック）
6037 フラックスオイル（二重構造ボトル）
0055 フラックスシードオイル（有機亜麻仁油） 190g
6048 フラックスシードオイル（有機亜麻仁油） 230g
6918 ブラックペッパー粉（有機）
6919 ブラックペッパー粒（有機）
6306 ブランチップス（有機）
0357 フリーズドライ 山いも粉末
3570 ふりかけ（菜彩ふりかけ大根葉）
6456 ふりかけ（しそ） オーサワ
0669 ふりかけ（しそわかめごはんのもと） オーサワ
6461 ふりかけ（ちりめん山椒×昆布）
3574 ふりかけ（わかめごはんの素）
0668 ふりかけ（わかめごはんのもと） オーサワ
7861 プリン（かぼちゃ） 冷蔵
7860 プリン（黒ごま） 冷蔵
7862 プリン（チョコ） 冷蔵
7874 プリン（レアチーズ風） 冷蔵
0648 ブルーアガベシロップ
6013 フルーツグラノーラ（有機）
0787 フルーツバー（ゴジベリー＆アセロラ）
0786 フルーツバー（スピルリナ＆レモン）
6339 フルーツバー（パッションフルーツ）
6336 フルーツバー（ブルーベリー）
6337 フルーツバー（ラズベリー）
0263 フルーツミックスジュース（Rabenhorst） オーガニック
2139 ブルーベリー（干し）
6775 ブルーベリージュース「紺碧の恋」 100ml（有機）
6776 ブルーベリージュース「紺碧の恋」 720ml（有機）
2145 プルーン（種付き） 150g（有機）
2144 プルーン（種付き） 1kg（有機）
2133 プルーン（種ぬき）（有機）
2924 プルーンエキス（有機栽培）
3632 プレミアムアイクリーム（リマナチュラル）
0958 プレミアムエステパック（リマナチュラル）
6816 プレミアム5プロポリス
6587 プレリップカラー（リマナチュラル）
2172 プロポリス（オーガニック）
6816 プロポリス（プレミアム5）
3624 プロポリス マウスウォッシュ
3215 プロポリスエキス使用のど飴
0686 プロポリススプレーののちゃん
3511 プロポリス粒（オーガニック）
1759 プンパーニッケル（有機全粒ライ麦パン） PEMA
0545 粉末寒天

0841 ヘアクリーム
0844 ヘアトニック
0825 ヘアトリートメント＆ヘアワックス（Prakriti）
 ヘイワ圧力鍋シリーズ
6274 ベーキングパウダー
1757 PEMA 全粒ライ麦パン フォルコンブロート
1758 PEMA 全粒ライ麦パン フォルコンブロート＆チアシード
1759 PEMA 全粒ライ麦パン プンパーニッケル
6130 ベジ釜めしの素（とり釜めし風）
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6470 浜御塩えこそると
6472 浜御塩えこそると（藻塩）
6471 浜御塩えこそると（焼塩）
2179 浜御塩の海水にがり
2510 浜御塩焼塩
2679 歯みがき（エパック21ナチュラル）
3576 歯みがき（ソルトで歯みがき）
6962 歯みがき（デンタルホワイト）
6960 歯みがき（デントラクト）
0708 歯みがき（なすの黒焼）
0976 歯みがき（なすの黒やき塩ハミガキ）
2682 歯みがき（ビオ・ホワイトデンシー）
2683 歯みがき（ビオ・ホワイトデンシー 詰替用）
3467 薔薇濃茶（ローズヒップ） 有機
0693 バランスα 500ml
0692 バランスα 900ml
7813 はりはりキムチ（冷蔵）
0471 ぱりぱり漬け
3753 バルサミコ酢（赤 有機）
3747 バルサミコ酢（白 有機）
1865 はるさめ（国産）
7852 榛名の恵み・充填豆腐（冷蔵）
2417 春の七草
 ハンガリアンシリーズ
6285 パンケーキミックス
1656 パンケーキミックス（グルテンフリー）
6270 パン粉（オーガニック）
0368 パン粉（地粉）
6945 パンタレイ（浄水器）
6946 パンタレイ交換用カートリッジ
2580 ハンディウォーマー・ミニ（替えバーナー）
0948 ハンドクリーム（ピュアトリートメント） リマナチュラル
1697 パンプキンシードオイル（オーガニック）
1653 パンミックス（グルテンフリー）

0684 ビーポーレン（オーガニック）
2223 ひえ
3063 稗（国内産）
6617 ひえ（北海道産） 有機
7730 比叡とろゆば（冷蔵）
1613 比叡ゆば（徳用ゆば）
6382 ビオピュール 穀物コーヒー
6381 ビオピュール 麦芽コーヒー
2682 ビオ・ホワイトデンシーS
2683 ビオ・ホワイトデンシーS（詰替え）
3871 ヒカリ オイスターソース
1357 ヒカリ オーガニックアップルサイダー＋レモン
1368 ヒカリ オーガニックジンジャーエール
6853 ヒカリ オーガニックスポーツドリンク（ゆず風味） ペットボトル
0233 ヒカリ OGトマトジュース（食塩無添加）
0234 ヒカリ OGトマトジュース（有塩）
6791 ヒカリ オーガニックぶどうサイダー＋レモン
2027 ヒカリ オーガニックりんごジュース
0133 ヒカリ オーガニックレモン果汁 180ml
2512 ヒカリ オーガニックレモン果汁 300ml
1359 ヒカリ 国産有機トマトジュース
3081 ヒカリ 国産有機野菜ジュース
3157 ヒカリ すっとゆずドリンク
0231 ヒカリ 野菜ジュース（食塩無添加）
0232 ヒカリ 野菜ジュース（有塩）
0226 ヒカリ 有機アップルキャロット
2012 ヒカリ 有機果実と野菜のジュース
3766 ヒカリ 有機すだちぽん酢
0130 ヒカリ 有機トマトピューレー
0236 ヒカリ 有機にんじんジュース
0223 ヒカリ 有機フルーティMixジュース プラス野菜
3760 ヒカリ 有機ぽん酢しょうゆ
0227 ヒカリ 有機みかんジュース
6854 ヒカリ 有機野菜とバナナのスムージー
2467 ヒカリ 有機ゆず唐辛子HOTソース
0913 ヒカリ 有機レモン唐辛子HOTソース
3159 ヒカリ 有機 野菜飲むならこれ！1日分
0673 ひしおの糀
6455 ひじきちりめん
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3666 ベジカレー（甘口）
3667 ベジカレー（中辛）
6175 ベジキーマカレー（レンズ豆入り）
6688 ベジ玄米ラーメン（ごまみそ）
6687 ベジ玄米ラーメン（しお）
6685 ベジ玄米ラーメン（しょうゆ）
6686 ベジ玄米ラーメン（みそ）
6774 ベジツナマヨ
6177 ベジパスタソース（カルボナーラ風）
3688 ベジパスタソース（たらこ風）
2349 ベジパスタソース（ミートソース風）
6173 ベジパスタソース（ミートソース風） 有機
6176 ベジハヤシ
3683 ベジハンバーグ（トマトソース）
3735 ベジ冷し中華（ごまだれ） 乾麺
7704 ベジ冷し中華（ごまだれ） 生麺（冷蔵）
3734 ベジ冷し中華（しょうゆだれ） 乾麺
7707 ベジ冷し中華（しょうゆだれ） 生麺（冷蔵）
2350 ベジミート穀物で作った畑の肉（ひき肉タイプ）
2351 ベジミート穀物で作った畑の肉（ブロックタイプ）
3651 ベジミートボールの甘酢あんかけ
1488 ベジ有機玄米ラーメン（しょうゆ）
0470 べったら漬
2507 ペッパーソルト（有機） 海の精
6906 ペッパーソルト（有機・詰替用） 海の精
6732 紅しょうが（刻み）
6743 紅しょうがスライス
2881 紅玉梅醤 番茶・生姜入り
0138 紅玉梅酢 200ml
3746 紅玉梅酢 500ml
1983 紅玉梅干（カップ） 120g 特別栽培
1984 紅玉梅干（カップ） 200g 特別栽培
1985 紅玉梅干（カップ） 800g 特別栽培
1986 紅玉梅干（箱） 1.5kg 特別栽培
0438 紅玉小梅
0449 紅玉ねり梅（しそ入り）
1978 紅玉ねり梅（チューブ）
2832 べにふうき緑茶（スティックタイプ） 有機
1753 ペポカボチャの種（なま）
1754 ペポカボチャの種（焙煎）
0241 ベリーミックスジュース（Rabenhorst） オーガニック
3721 ペンネ（オーガニック）
3736 ペンネ（全粒粉） オーガニック
6578 ペンネ（有機グルテンフリー）
0069 ヘンプオイル（有機）
6047 ヘンプオイル（有機） ビン
6282 ヘンプパウダー（有機）
1438 ヘンプミルク

3758 回鍋肉の素
2480 防虫スプレー（黒アリバイバイ） スプレー
6502 防虫スプレー（黒アリバイバイ） 詰替用
2479 防虫スプレー（ダニィーくんバイバイ） スプレー
6501 防虫スプレー（ダニィーくんバイバイ） 詰替用
2481 防虫スプレー（ムシさんバイバイ） スプレー
6503 防虫スプレー（ムシさんバイバイ） 詰替用
3210 ボウロ（玄米甘酒）
3252 ぼうろ（さくさく メープル）
6198 ほおずきの実
6102 ホールトマト（アルチェネロ有機）
2377 ホールトマト（イタリア産） オーガニック
0653 ホールトマト（国産有機まるごとトマト）
6670 北米産全粒粉（強力粉 有機）
6669 北米産全粒粉（薄力粉 有機）
6489 ポケットイヤシロソルト
2141 干しあんず（アメリカ産）
2155 干しあんず（トルコ産）
2131 干しいちじく（有機）
2285 干し芋（安納もみじの焼き芋）
3355 干し芋（こがねの干し芋）
0782 ほしいも（雪中干ほし甘いも） 有機
1225 干しいも（天日干しいも）
3429 干しいも（戸崎農園 有機）
0770 干しいも（べにはるか） 35g
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0540 ひじき（長ひじき 伊勢志摩産）
0595 ひじき（長ひじき 長崎産）
6699 ひじき（芽ひじき 伊勢志摩産）
0608 ひじき（芽ひじき 国内産）
7749 ひじき（冷蔵）
0594 ひじき（若ひじき）
2231 美十穀
3243 ビスケット（アーモンド）
3242 ビスケット（ごま）
6262 ビスケット（寿元ビスケット）
6321 ビスケット（寿元ビスケット） ココア味
3235 ビスケット（ステラ&ステロ アップル&キャロット）
3237 ビスケット（ステラ&ステロ あわ入り）
3236 ビスケット（ステラ&ステロ ココア風味）
6384 ビスケット（全粒粉・レーズン入り）
3244 ビスケット（レーズン）
6694 日高産 カット出し昆布
6693 日高産 早煮昆布
3556 日高産 みついし昆布
6857 Vitabioクールフル－ツ（アップル）
6845 Vitabioスーパーフルーツ（アップル・グアバ・クランベリー）
6858 Vitabioクールフル－ツ（アップル・ピーチ・アプリコット）
6844 Vitabioスーパーフルーツ（アップル・マンゴー・アセロラ）
6859 Vitabioクールフル－ツ（アップル・マンゴー・パイナップル）
6846 Vitabioスーパーフルーツ（アップル・ラズベリー・ブルーベリー）
3756 飛騨まろみ料理酒
6717 ひと味ちがうごま油風味 味付のり
6294 ひとくち小豆ようかん
6295 ひとくち芋ようかん
6156 ひとくち塩ようかん
3229 ひなあられ（関西風）
3228 ひなあられ（関東風）
2600 美葉うぉっしゅ（粉せっけん）
0522 ひまわりの種（生）殻むき
0949 日焼け止め（サンプロテクタークリーム） リマナチュラル
3735 冷し中華（ごまだれ） 乾麺
7704 冷し中華（ごまだれ） 生麺（冷蔵）
3734 冷し中華（しょうゆだれ） 乾麺
7707 冷し中華（しょうゆだれ） 生麺（冷蔵）
3522 百花はちみつ（国産）
0398 ひやむぎ（讃岐手延べ）
0399 ひやむぎ（全粒粉）
0948 ピュアトリートメント ハンドクリーム（リマナチュラル）
0969 ピュアミスト（リマナチュラル）
0973 ピュアミルクローション（リマナチュラル）
2754 ピュアＵＶファンデーション（リマナチュラル）
2786 ピュアＵＶファンデーション用 角パフ（リマナチュラル）
2760 ピュアＵＶモイスチャーパクト（リマナチュラル）
2751 ピュアＵＶリクイドファンデーション（リマナチュラル）
2766 ピュアリップスティック（リマナチュラル）
0972 ピュアローション（リマナチュラル）
0975 ビューティエッセンス（リマナチュラル）
6167 ひよこ豆 300g
6168 ひよこ豆 1000g
3650 ひよこ豆カレー
6123 ひよこ豆水煮（有機）
6832 ビルベリープラスメグスリノキ
1622 広島県産有機ごぼう
1614 広島県産有機千切り大根
1615 広島県産有機割干し大根
0689 枇杷種粉末
6828 枇杷種粉末（分包タイプ）
0218 びわの葉茶
0955 備長 炭麗

0940 フィットアンポ（タイマー付）
6986 フィトンαエコタイプ（詰替用）
6985 フィトンαエコタイプ（本体）
6518 フィトンαガード
3203 プーア－ル茶（OB ペットボトル） 有機
6996 フォーリア 食器洗い用
6998 フォーリア 食器洗浄機用
6995 フォーリア 洗濯用
1757 フォルコンブロート（有機全粒ライ麦パン） PEMA
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139
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139
139
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0771 干しいも（べにはるか） 175g
0772 干しいも（べにはるか） お徳用
6076 干しえのき
1618 乾しいたけ（カケ葉）
1883 乾しいたけ（切れ端）
0509 乾しいたけ（香信）
6075 乾しいたけ（香信 お徳用）
1882 乾しいたけ（スライス）
0493 乾しいたけ（どんこ） 50g
0492 乾しいたけ（どんこ） 100g
1619 乾しいたけ（未選別）
3565 ほししお（青） 120g
0119 ほししお（青） 240g
3566 ほししお（青） 270g
3536 細切りがごめ昆布
7772 細切ごま昆布・佃煮（冷蔵）
0912 北海道からし（粉タイプ）
3267 北海道産黒煎り豆
6666 北海道産小麦使用地粉（中力粉）
7733 北海道産小麦使用ちくわぶ（冷蔵）
3278 北海道産塩ゆで黒豆
0649 北海道産はちみつ（アカシア）
0650 北海道産はちみつ（シナ）
6698 北海道産ふのり
6416 北海道産有機ごぼう茶
0342 ホットケーキミックス（無糖）
6348 ポップコーン（乾燥 有機）
3318 ポップコーン 甘味
3317 ポップコーン 塩味
3633 ボディケアセラム（リマナチュラル）
1559 ボディソープ（ハーバル） 詰替用
1558 ボディソープ（ハーバル） ポンプタイプ
3893 ボディソープ（薬用ピュアソープ ピュア） 400ml
3899 ボディソープ（薬用ピュアソープ ピュア） 700ml
9080 ポテトチップスうすしお味（オーガニック）
3892 微笑みの郷（薬用入浴液）
6239 ポリポリスティック（オニオン＆ペッパー）
6240 ポリポリスティック（ローズマリー＆ソルト）
2554 ボリュームアップ シャンプー（詰替用）
2552 ボリュームアップ シャンプー（本体）
2555 ボリュームアップ リンス（詰替用）
2553 ボリュームアップ リンス（本体）
6920 ホワイトペッパー粉（有機）
3421 本葛の精（30g）
6804 本葛の精（90g）
0334 本葛（微粉末） 100g
0332 本葛（微粉末） 500g
3779 本葛（微粉末） 1kg
0348 本葛（吉野） 150g
0347 本葛（吉野） 1kg
6034 ぽん酢醤油
3760 ぽん酢しょうゆ（ヒカリ） 有機
0043 本造りしょうゆ 1Ｌ
0042 本造りしょうゆ 1.8Ｌ
3775 本わらび粉

2343 麻婆豆腐の素
1611 まいたけ
0854 マイルドシャンプー（詰替用）
0852 マイルドシャンプー（本体）
0853 マイルドシャンプー（ポンプタイプ）
0979 マイルドリンス（詰替用）
0977 マイルドリンス（本体）
0978 マイルドリンス（ポンプタイプ）
3593 マウスウォッシュ（ナチュラフレッシュ）
3624 マウスウォッシュ（プロポリス）
6453 マウンテンインスタントコーヒー（ビン） オーガニック
6454 マウンテンインスタントコーヒー（袋） オーガニック
6817 マカ ～アンデスの贈り物～（有機）
3120 マカイバリ紅茶（ティーバッグ）
3119 マカイバリ紅茶（袋入り）
0393 マカロニ（アルチェネロ 有機）
3727 マカロニ（オーガニック）
6579 マカロニ（有機グルテンフリー）

91
91
62
62
62
62
62
62
62
62
62
9
9
9

66
128

18
89
35

129
89
23
23
67

116
38
88
88
88

157
147
147
147
147

88
146

84
84

148
148
148
148

19
118
118

38
38
38
38
38
16
17
5
5

38

20
62

148
148
148
148
148
148
151
151
107
107
121
108
108

43
43
44

は ふ ふ ま

は

ひ

ま

ほ

ふ へ



174 175

ま や や わ

3832 マキシマス・オーガニック ココナッツミルク 400g
0171 薪火寒茶（川上さんの三年番茶） 120g
0170 薪火寒茶（川上さんの三年番茶） 550g
6496 薪火晩茶（秋摘み） 100g
6497 薪火晩茶（秋摘み） 600g
6495 薪火晩茶（冬摘み） 50g
6498 薪火晩茶（冬摘み） 120g
6499 薪火晩茶（冬摘み） 550g
0688 マキベリー（粉末 有機）
6010 マクロビオティック一週間体験セット
6714 真昆布
2576 マザータッチ（キッチン用） 500ml
2578 マザータッチ（強化タイプ） 1L
2574 マザータッチ（洗濯用） 1L
2575 マザータッチ（洗濯用） 5L
 マスタークックシリーズ
2320 マスタード（粒入り）
0164 マスタード（粒）オーガニック
 マックヘナ
 マックヘナハイブリッド
2940 抹茶（缶入り） 有機
2140 松の実（生）
3450 松葉エキス
7815 松前漬（冷蔵）
6830 マテ茶（有機）
6951 マヌカ ハニードロップレット UMF10+
2001 マヌカ ハニードロップレット UMF15+
6193 マヌカハニー（コサナ） MGO 100＋
2008 マヌカハニー（コサナ） MGO 100＋ 500g
6194 マヌカハニー（コサナ） MGO 250＋
6195 マヌカハニー（コサナ） MGO 400＋
6196 マヌカハニー（コサナ） MGO 550＋
2024 マヌカハニー（ハニージャパン） UMF10＋
2025 マヌカハニー（ハニージャパン） UMF15＋
3227 豆飴（きな粉飴）
0024 豆みそ（海の精）
6066 豆みそ（立科） 有機 300g
6056 豆みそ（立科） 有機 750g
6057 豆みそ（立科） 有機 3.6kg
0653 まるごとトマト（有機）
0688 まるごと有機マキベリー
6286 丸大豆きな粉（有機）
7764 丸大豆テンペ（冷蔵）
3101 まるつぶミックス麦茶
2210 丸麦（五分搗き）
6620 丸麦（三分搗き 有機）
6071 マルヨネの車麩 6枚
6070 マルヨネの車麩 12枚
2469 まろやかシチュールウ
2137 マンゴー（干し）

1867 三重県産小麦使用地粉（中力粉）
3312 ミエリツィア アカシアの有機ハチミツ
3313 ミエリツィア オレンジの有機ハチミツ
0628 ミエリツィア クローバーの有機ハチミツ
6197 ミエリツィア トスカーナの有機ハチミツ
3371 三河白だし
2365 みかん缶詰
0227 みかんジュース（ヒカリ） 有機
0229 みかんジュース（ビン）
0631 水飴（玄米・プラボトル）
7853 水切り押し豆腐（冷蔵）
3141 水出しコーヒー アジアン・ウインド
6109 水煮（小豆）
0615 水煮（黒豆） 有機
0614 水煮（大豆） 有機
6123 水煮（ひよこ豆） 有機
6110 味噌（手づくりセット）
2416 味噌（手づくりセット） オーサワ
6012 みそ汁（赤だし）
6016 みそ汁（生 有機）
6015 みそ汁（生 有機 わかめ入り）
2336 みそ汁（立科 有機）
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6138 やさかの有機乾燥米こうじ（白米）
6910 やさかの有機塩こうじ
3315 やし糖
3125 野茶い焙煎 チコリーコーヒー（お試し用･袋） 30g
3124 野茶い焙煎 チコリーコーヒー（詰替用･袋） 180g
2035 野茶い焙煎 チコリーコーヒー（ビン） 100g
1878 山芋麩
0357 山いも粉末 フリーズドライ
3183 山のきぶどう
3073 やわらか有機玄米（あきたこまち）
0680 陽泉（ヤンセン）
0210 ヤンノー

2623 ユーカリプタススプレー（スプレー）
2630 ユーカリプタススプレー（詰替用）
6856 有機生活の人参ジュース（生姜入り）
6855 有機生活の人参ジュース（りんご果汁入り）
3150 雪を割り掘り起した人参ジュース
0200 雪を割り掘り起した人参ジュース（りんご果汁入） 350ml
3151 雪を割り掘り起した人参ジュース（りんご果汁入） 500ml
2004 ゆず&プロポリス（ハニードロップレット）
6033 ゆず香
7814 ゆず大根（冷蔵）
2834 ゆず茶
2467 ゆず唐辛子HOTソース（有機）
3157 ゆずドリンク（ヒカリ）
0150 ゆずの粋
7855 ゆば（卵のようなとろとろ） 冷蔵
7730 ゆば（比叡とろゆば） 冷蔵

3201 YOIYANA（天然炭酸水）
3365 ようかん（小豆）
6294 ようかん（小豆 ひとくち）
6295 ようかん（芋 ひとくち）
3331 ようかん（塩）
6156 ようかん（塩 ひとくち）
1329 陽命源ゴールド
6824 翌ケロGOLD（生搾りウコン飲料）
0348 吉野本葛 150g
0347 吉野本葛 1kg
0601 よもぎ入玄米もち（有機）
6293 よもぎ玄米蒸しパン（あん入り）
6291 よもぎ玄米蒸しパン（あんなし）
0391 よもぎそば
0213 よもぎ茶
0655 よもぎ粉末

6688 ラーメン（ごまみそ） 乾麺
7703 ラーメン（ごまみそ） 冷蔵
6687 ラーメン（しお） 乾麺
7705 ラーメン（しお） 冷蔵
6685 ラーメン（しょうゆ） 乾麺
1488 ラーメン（しょうゆ） 乾麺 有機
7701 ラーメン（しょうゆ） 冷蔵
6686 ラーメン（みそ） 乾麺
7702 ラーメン（みそ） 冷蔵
1515 ライス＆ソイ ドリンクタイプ（プレーン）
1361 ライスドリンク（ビタリッツ） アーモンド味
3168 ライスドリンク（ビタリッツ） プレーン
1674 ライスドリンク（ブリッジ） オリジナル 250ml
1498 ライスドリンク（ブリッジ） オリジナル 1000ml
1675 ライスドリンク（ブリッジ） チョコレート
0923 ライナー（ナチュラムーン）
1757 ライ麦パン（フォルコンブロート） 有機全粒 PEMA
1758 ライ麦パン（フォルコンブロート＆チアシード） 有機全粒 PEMA
1759 ライ麦パン（プンパーニッケル） 有機全粒 PEMA
3558 羅臼昆布
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0266 実そば
3074 実そば（岩手産特別栽培）
6658 実そば（北海道産） 有機
6468 みたけ有機いりごま（黒）
6467 みたけ有機いりごま（白）
6466 みたけ有機すりごま（黒）
6465 みたけ有機すりごま（白）
6432 みたけ有機麦茶（8.5g×52袋）
3108 みたけ有機麦茶（20g×18袋）
7817 道長 あとひきだいちゃん（冷蔵）
7812 道長 きゅうりのかっぱ漬（冷蔵）
7810 道長 古式一丁漬（冷蔵）
7813 道長 はりはりキムチ（冷蔵）
7815 道長 松前漬（冷蔵）
7814 道長 ゆず大根（冷蔵）
1304 みちのくせんべい（小丸） しょうゆ
0223 ミックスジュース（ヒカリ） 有機
2143 ミックスナッツ
1356 緑でサラナ
6418 みどりのルイボス茶（有機栽培）
0291 緑レンズ豆
3384 ミネラル73 ハイグレード
1371 ミネラルウォーター（金城の華 500ml）
1372 ミネラルウォーター（金城の華 1L）
1373 ミネラルウォーター（金城の華 2L）
3148 ミネラルウォーター（サンブノワ 500ml）
3149 ミネラルウォーター（サンブノワ 1250ml）
2022 ミネラルウォーター（天恵水 500ml）
6779 ミネラルウォーター（天恵水 500ml×24本セット）
2023 ミネラルウォーター（天恵水 2L）
6778 ミネラルウォーター（天恵水 2L×12本セット）
2026 ミネラルウォーター（天恵水 20Ｌ）
3201 ミネラルウォーター（YOIYANA）
3199 ミネラルウォーター（龍泉洞の水 500ml）
3200 ミネラルウォーター（龍泉洞の水 2L）
3412 ミネラルパワー
1328 宮古ビデンスピローサ茶
2361 ミューズリー（オーガニック オリジナル）
2359 ミューズリー（オーガニック ココア）
6302 ミューズリー（オーガニック ファイバー）
2293 ミューズリー（オーガニック フルーツ）
2292 ミューズリー（オーガニック プレーン）
6310 ミューズリー（ハイファイバープレミアム 有機）
6311 ミューズリー（ビオミューズリープレミアム 有機）
6312 ミューズリー（フルーツミューズリープレミアム 有機）
7854 みりん粕（有機） 冷蔵
0842 ミルキィスタイリングフォーム
3099 みんなのお茶
2837 みんなのはと麦茶

3102 昔なつかし昭和なグリーンティー
0777 むきぐり（有機）
6179 むき栗 熟
3101 麦茶（まるつぶミックス）
6432 麦茶（みたけ有機 8.5g×52袋）
3108 麦茶（みたけ有機 20g×18袋）
2072 麦茶（有機）
0035 麦味噌（海の精）
6054 麦みそ（立科） 750g
6055 麦みそ（立科） 3.6kg
6065 麦みそ（立科） 有機 300g
6052 麦みそ（立科） 有機 750g
6053 麦みそ（立科） 有機 3.6kg
3961 ムシさんバイバイシート
6517 ムシさんバイバイジェット
3962 ムシさんバイバイジェル
6290 蒸しパン（プレーン） あんなし
6293 蒸しパン（よもぎ） あん入り
6291 蒸しパン（よもぎ） あんなし
0517 無漂白 特級寒天
2536 無漂白かんぴょう
0343 紫いも粉
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6388 楽笑栗（有機）
6820 ラクティス（5mlアルミパック） 10包
6821 ラクティス（5mlアルミパック） 30包
3404 ラクティス（10ml プラスチック容器） 5本
2917 ラクティス（10ml プラスチック容器） 30本
6657 ラクティス米
0222 Rabenhorst オーガニックアロニアジュース
0221 Rabenhorst オーガニックザクロジュース
0263 Rabenhorst オーガニックフルーツミックスジュース
0241 Rabenhorst オーガニックベリーミックスジュース

0554 利尻昆布
6135 リゾット（玄米カレー）
2463 リゾット（発芽玄米豆乳きのこ）
2462 リゾット（発芽玄米トマト）
3300 リックさんのメープルシロップゴールデン（デリケートテイスト）
 リップバームシリーズ（オーガニックリップバーム）
 リマナチュラルヘナ
0424 龍神梅（カップ） 120g
0426 龍神梅（樽） 1kg
0427 龍神梅（樽） 4kg
0428 龍神梅（樽） 8kg
0425 龍神梅（ビン） 300g
1982 龍神梅 梅醤（生姜入）
1974 龍神梅 三年梅干 150g
1989 龍神梅 三年梅干 280g
1976 龍神梅 三年梅干小梅
2352 龍神梅入り玄米粥
6750 龍神梅肉エキス粒 梅玉 40g
6751 龍神梅肉エキス粒 梅玉 90g
3199 龍泉洞の水 500ml
3200 龍泉洞の水 2L
3756 料理酒（飛騨まろみ）
6939 緑茶（にっぽんのお茶） ペットボトル
3205 緑茶（OB ペットボトル） 有機
6869 緑粒
0516 緑豆はるさめ
0211 りんごジュース（いち粒）
2027 りんごジュース（ヒカリ） オーガニック
0228 りんごジュース（ビン）
2017 りんごジュース（有機あっぷる） 250ml
2016 りんごジュース（有機あっぷる） 710ml
2399 りんごシロップ（有機）
3197 りんごちゃん＆ぐれーぷる
6549 リンスドサロン（Prakriti 詰替）
6548 リンスドサロン（Prakriti 本体）
2555 リンス（ボリュームアップ） 詰替用
2553 リンス（ボリュームアップ） 本体
0979 リンス（マイルド） 詰替用
0977 リンス（マイルド） 本体
0978 リンス（マイルド） ポンプ

2842 ルイボス茶（Gass 有機） 175g
2841 ルイボス茶（Gass 有機グリーン）
2844 ルイボス茶（ペットボトル） オーガニック
2076 ルイボス茶（有機栽培）
6418 ルイボス茶（有機栽培みどり）
6419 ルイボスティー（Gass ジンジャー）
6421 ルイボスティー（Gass 有機） 32.4g
6792 ルイボス・ライト（ペットボトル） 有機
6594 ルースパウダー（リマナチュラル）

7874 レアチーズ風プリン（冷蔵）
2135 レーズン（カリフォルニア 150g 有機）
2134 レーズン（カリフォルニア 500g 有機）
2156 レーズン（サンマスカット 有機）
0742 レーズンソフト
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6264 メープルシュガー 170g
6799 メープルしょうが湯
9030 メープルシロップ 250ml（有機）
9033 メープルシロップ 250ml ビン（有機）
9032 メープルシロップ 1L（有機）
3300 メープルシロップ（リックさんゴールデン）
6703 芽かぶ
6950 メグスリノキエキス
6699 芽ひじき（伊勢志摩産）
0608 芽ひじき（国内産）
3276 免疫飴（プロポリス配合）
2400 めんつゆ（本田商店 有機）
3381 めんつゆ（光食品 有機）
0165 めんつゆ（有機）
6748 メンマ

3876 モアークドレッシング 有機オニオン＆ヴィネガー
2785 モイスチャーパクト用 丸パフ（リマナチュラル）
2470 木酢液
6347 藻塩サラダせんべい
3551 もずく（久米島産天然太） 100g×2袋
3554 もずく（久米島産天然太） 500g
2228 もちあわ
3048 もちあわ（内モンゴル産） 有機
0309 もちあわ（国内産） 有機
2221 もちあわ（長野）
2227 もちきび
3047 もちきび（内モンゴル産） 有機
2220 もちきび（長野）
6659 もちきび（北海道産） 有機
0275 もち玄米（有機）
0338 もち玄米粉
3801 もち玄米粉（有機）
3527 もち米あめ
0642 餅砂糖
7735 もち麩（冷蔵）
6624 もち麦（熊本県湯前産） 有機
3043 もち麦（熊本産） 有機
2020 もち麦入甘酒
1878 もちもち山芋麩
7749 戻しひじき（冷蔵）
 モリンガシリーズ
6679 モロヘイヤ玄米パスタ
0359 モロヘイヤ粉末
6739 諸味漬だいこん
0469 もろみべったら漬

6473 やきしお スタンドパック 110g
0108 やきしお スタンドパック 150g
6474 やきしお スタンドパック 240g
6475 やきしお スタンドパック 540g
0115 やきしお（詰替用）
0114 やきしお（ビン入）
3560 やきしお（プチソルト）
6573 やきそば（玄米粉入り） 乾麺
6763 やきそばソース（ヒカリ）
7700 やきそば 蒸し麺（冷蔵）
6691 焼のり（鹿児島県出水産）
0616 焼のり（鹿児島県出水産） 一等級一番摘み
0622 焼のり（鹿児島県出水産） 手巻き
3893 薬用ピュアソープ ピュアボディソープ 400ml
3899 薬用ピュアソープ ピュアボディソープ 700ml
0231 野菜ジュース（食塩無添加） ヒカリ
3081 野菜ジュース（ヒカリ） 有機
0232 野菜ジュース（有塩） ヒカリ
3075 野菜と玄米でつくった甘いスープ
2328 野菜煮物
3159 野菜飲むならこれ！1日分（ヒカリ） 有機
2342 野菜ブイヨン（5g×8包）
2354 野菜ブイヨン（5g×30包）
6022 野菜ブイヨン（液体）
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6349 レーズンパイ
3244 レーズンビスケット
6219 レーズンミックス（オーガニック）
3685 レトルト あずきかぼちゃ
3652 レトルト 厚揚げそぼろあんかけ
3666 レトルト カレー（甘口）
6175 レトルト カレー（キーマ）
3677 レトルト カレー（きのこ）
3687 レトルト カレー（根菜）
3667 レトルト カレー（中辛）
3650 レトルト カレー（ひよこ豆）
6024 レトルト 切干大根
6174 レトルト 車麩のすき焼き風
3684 レトルト こどものコーンクリーム
3681 レトルト こどものベジカレー
3682 レトルト こどものベジミートソース
2326 レトルト 五目豆
2330 レトルト 豆腐ハンバーグ（洋風）
2331 レトルト 豆腐ハンバーグ（和風）
6176 レトルト ハヤシ
6177 レトルト ベジパスタソース（カルボナーラ風）
3688 レトルト ベジパスタソース（たらこ風）
2349 レトルト ベジパスタソース（ミートソース風）
6173 レトルト ベジパスタソース（ミートソース風 有機）
3683 レトルト ベジハンバーグ（トマトソース）
3651 レトルト ベジミートボールの甘酢あんかけ
2328 レトルト 野菜煮物
6721 レトルトあさり
6723 レトルトしじみ
6922 レモン果汁（国産） 有機
6925 レモン果汁（スペイン産） 有機
0133 レモン果汁（ヒカリ） 有機 180ml
2512 レモン果汁（ヒカリ） 有機 300ml
0913 レモン唐辛子HOTソース（有機）
6689 蓮根うどん
6260 蓮根生姜飴
2116 れんこん湯エキス

0982 ローズウォーター 200ml
0984 ローズウォーター 500ml
3628 ローズオットー デリュート
0502 ローストアーモンド（無塩）
2154 ローストアーモンド（有機）
2136 ローストカシューナッツ
3467 ローズヒップ（薔薇濃茶）
6357 ローチョコレート（カカオニブ）
6317 ローチョコレート（ストロベリー）
6342 ローチョコレート（ダーク・アガベネクター）
0835 ローチョコレート（ピュアニブス） オーガニック
0407 ロングパスタ

6823 YMGプラス（海洋性フミン物質抽出液）
3749 ワインビネガー（赤 有機）
3751 ワインビネガー（白 有機）
0594 若ひじき
0607 わかめ（カット 伊勢志摩産）
0550 わかめ（カット 鳴門産） 30g
0606 わかめ（カット 鳴門産） 45g
7745 わかめ（さしみ 冷蔵）
6715 わかめ（天然）
3540 わかめ（鳴門糸）
6015 わかめ入り有機みそ汁（生みそタイプ）
0668 わかめごはんのもと（オーサワ）
3574 わかめごはんの素
2386 わかめスープ
0909 わさび（生おろし）
3246 ワッフル
0158 和風ドレッシング
0510 割菜（芋がら）
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