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商品№ 商品名 カット 価格 備考

010112 こめ粉マジック　1kg 小麦まで ¥720 超微粉末の米粉。お菓子やパンに適しています。

010120 デュラムセモリナ粉　１㎏ ¥740
カナダ産。「デュラム小麦のセモリナ粉」が正式名称。小
麦の仲間ですので“小麦”にアレルギーがある場合は避
けた方が無難です。

010130 へいあん薄力粉　800ｇ ¥580 北海道産。準自然農法産。

010302 サクサクヌードル　150ｇ お米まで ¥400
さごやし澱粉、タピオカ澱粉、甘藷澱粉。冷麦やそうめん
や春雨の代用に
　

010305 あわの麺　200ｇ 小麦まで ¥370 《乾麺》うるちあわ（中国遼寧省産）、ﾀﾋﾟｵｶ澱粉

010306 きびの麺　200ｇ 小麦まで ¥370 《乾麺》うるちきび（中国遼寧省産）、ﾀﾋﾟｵｶ澱粉

010311 米の麺　180ｇ 小麦まで ¥450 《乾麺》米粉（北海道産ゆきひかり）、タピオカ澱粉

010390 お米のラーメン　ウェブタイプ※　128ｇ 小麦まで ¥185

010391 お米のラーメン　ストレートタイプ※ 小麦まで ¥185

010392
お米のパスタ　スパゲティータイプ
128ｇ

小麦まで ¥185

010393 お米のパスタ　フィットチーネタイプ※

128ｇ
小麦まで ¥185

010394 お米のやきそば※　128ｇ 小麦まで ¥185

010395 お米のうどん　128ｇ 小麦まで ¥185
010396 お米のそうめん　128ｇ 小麦まで ¥185

010315 ビーフン　150ｇ 小麦まで ¥300 国産とタイ産の純米粉、馬鈴薯澱粉。ノンオイル

010330 ｵｰｶﾞﾆｯｸスパゲティ　500ｇ ¥450 イタリア産オーガニックデュラムセモリナ粉100％

010332 セモリナマカロニＭｉｘ　100ｇ×3袋 ¥445
カナダ産デュラムセモリナ粉100％。ツイスト、カール、ホ
イールの3種類入っています。

010360 焼そば　180ｇ ¥350 《乾麺》国内産小麦粉、甘藷澱粉、塩　※ラーメンの麺にも

010385 ライスヌードル　塩味　50ｇ 小麦まで ¥350
麺（米、馬鈴薯澱粉）、キャベツ、食塩、ぶどう糖、コーン、
もやし(緑豆）、酵母エキス、にんじん、きくらげ、ニラ、香
辛料、ねぎ、デキストリン　※カップ無し！

010386 ライスヌードル　カレー味　60ｇ 小麦まで ¥350

麺（米、馬鈴薯澱粉）、ぶどう糖、キャベツ、食塩、酵母エ
キス、コーン、カレー粉、もやし(緑豆）、香辛料（ｵﾆｵﾝ、
ｶﾞｰﾘｯｸ、ｸﾐﾝ、ｼﾞﾝｼﾞｬｰ）、人参、きくらげ、ニラ、かつお節
粉末、馬鈴薯澱粉、粉末昆布　※カップ無し！　※在庫

　　　　　　

010441 ｴﾙﾌｨﾝの米パン　食パン　380ｇ　※冷凍小麦まで ¥620

010451 ｴﾙﾌｨﾝの米パン　バンズ　2個　※冷凍 小麦まで ¥380

010452 ｴﾙﾌｨﾝの米パン　コッペ　2個　※冷凍 小麦まで ¥420
010453 ｴﾙﾌｨﾝのもちもち米パン　5個　※冷凍 小麦まで ¥370

010454 ｴﾙﾌｨﾝのもちあんぱん　※冷凍 ¥150
国内産米粉、餡子（北海道産小豆）、砂糖、イースト、有
機パーム油、食塩

010415
お米のパンケーキ　メープル　180ｇ
※冷凍

小麦まで ¥420
米粉(国産)、メープルシロップ、かぼちゃピューレ、なたね
油、砂糖、食塩、ドライイースト、トレハロース、増粘多糖
類

１．主食品

　粉

　麺

　パン

米粉（岐阜県産or愛知県産）、食酢（梅酢）、酒精、増粘

剤（ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ、ｱﾙｷﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ）、ｸﾁﾅｼ色素※、打粉（加
工澱粉）
※印のもののみ
※半生麺

国内産米粉、砂糖、イースト、有機パーム油、食塩
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商品№ 商品名 カット 価格 備考

0200010 グレープシード油　462ｇ ¥750 イタリア産ブドウの種から搾り取った油。生食用

020050 有機パーム油（ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ）　680ｇ　↑ ¥1,200
コロンビア産有機パーム油。25度以下で固体。トランス脂
肪酸フリー。加熱調理用

030000 白菊醤油　1L 小麦まで ¥1,400 酒粕、米、塩

030020 海の精生絞り醤油　1Ｌ ¥1,400 国内産大豆、国内産小麦、塩（海の精）　

030023 有機純正醤油　1Ｌ ¥910
有機大豆（中国産＋米国産）、有機小麦（米国産＋国
産）、自然塩

030101 米味噌（クリーミー）　500ｇ 小麦まで ¥800 うるち米、塩

030130 米こうじ味噌　1㎏ ¥1,300 自然農法産米、自然農法産大豆、塩

030131 へいあん田舎味噌　1㎏　※要予約 ¥1,100 移行栽培米、移行栽培大豆、塩

030210 サクサクチャイルドカレールウ　230ｇ お米まで ¥800
サクサク澱粉、オリーブ油、甜菜糖、食塩、カレー粉、りん
ご、トマト、香辛料

030211 サクサクカレールウ　230ｇ お米まで ¥800
サクサク澱粉、オリーブ油、りんご、カレー粉、甜菜糖、食
塩、香辛料

030221 サクサクホワイトシチュールウⅡ　230ｇ お米まで ¥800
澱粉（サゴヤシ）、オリーブ油、てんさい糖、食塩、オニオ
ンパウダー、酵母エキス、香辛料（ローレル、白こしょう）

030301 〈ﾚﾄﾙﾄ〉うまカレー　180ｇ お米まで ¥500
馬肉、野菜（玉葱、人参、しょうが、ニンニク）、澱粉（タピ
オカ）、醸造酢（りんご）、砂糖（てんさい糖）、なたね油、
香辛料、食塩

030552 スープの素　塩味　10ｇ×5袋 小麦まで ¥300 食塩、ブドウ糖（とうもろこし）、香辛料、ネギ

030552 スープの素　カレー味　21ｇ×5袋 小麦まで ¥450
ブドウ糖（とうもろこし）、食塩、酵母エキス、カレー粉、香
辛料（オニオン、ガーリック、クミン、ジンジャー）、かつお
節粉末、馬鈴薯澱粉、粉末昆布

030510 ｵｰｶﾞﾆｯｸ黒こしょう　《本体》　25ｇ ¥350
030511 ｵｰｶﾞﾆｯｸ黒こしょう　《詰替》　20ｇ ¥340

030501 粗挽き塩胡椒　《本体》　75ｇ ¥500
030502 粗挽き塩胡椒　《詰替》　150ｇ ¥500

030610 ウスターソース　360ｍｌ ¥350

有機野菜・果物（玉ねぎ、トマト、みかん、にんにく、にん
じん）、醸造酢（国内産米100％、アルコール無使用の純
米酢）、砂糖（粗糖・黒糖）、食塩（天日乾燥原塩）、香辛
料（コショウ、ナツメグ、丁字、ローレル、桂皮等の原形の
ものを粉末にしたもの）

030611 中濃ソース　360ｍｌ ¥350

030612 濃厚ソース　360ｍｌ ¥350

030705 ｶｳﾝﾄﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄ　OGﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ　500ｇ ¥430
030706 ｶｳﾝﾄﾘｰﾊｰﾍﾞｽﾄ　OGﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ　300ｇ ¥320

　カレー・スパイス類

２．食用油

３．調味料

　醤油

　味噌

スリランカ産有機栽培黒こしょう

食塩（沖縄産海水塩）、ホワイトペッパー、ブラックペッ
パー

有機野菜・果物（みかん、トマト、玉ねぎ、にんにく、にん
じん、レモン）、醸造酢（国内産米100％、アルコール無使
用の純米酢）、砂糖（粗糖・黒糖）、食塩（天日乾燥原
塩）、香辛料（胡椒、ナツメグ、丁字、ローレル、桂皮等の
原形のものを粉末にしたもの）、澱粉（タピオカ、コーンス

有機トマト、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機玉ねぎ、
有機香辛料

　ソース・ケチャップ
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商品№ 商品名 カット 価格 備考
030710 有機トマトケチャップ　300ｇ ¥350

有機トマト、砂糖、有機醸造酢（りんご酢）、食塩、麦芽水
飴、有機玉葱、有機大蒜、香辛料

030711 （米酢）トマトケチャップ　400ｇ ¥460
トマト（中国産・国内産）、糖類（砂糖、麦芽水飴）、醸造酢
（米酢）、食塩、玉葱（有機）、大蒜（有機）、香辛料

030910 味の母（みりん）　720ｍｌ　 小麦まで ¥750 餅米、塩

031000 てんさい糖　650ｇ お米まで ¥480 北海道産。別名「ビート糖」、「大根糖」とも呼ばれる

031002 砂糖大根糖　1㎏ お米まで ¥550 北海道産。グラニュー糖。白色

031010 有機メープルシロップ　250ｇ ¥1,350 カナダ産

031101 海の精　あらしお　240ｇ お米まで ¥600 伊豆大島産

031110 海の精　焼き塩　《瓶》　60ｇ ¥420
030131 海の精　焼き塩　《詰替》　60ｇ ¥250

031201 うまい料亭のつゆ　300ｍｌ お米まで ¥760
（ビール）酵母エキス、ビートオリゴ糖、食塩、昆布エキ
ス、椎茸エキス、甜菜エキス。8～10倍に薄めてご使用下

031202 うまい中華スープ　300ｍｌ お米まで ¥570
（ビール）酵母エキス、食塩、玉ねぎ、香辛料（ブラック
ペッパー）、ビート糖蜜。5～7倍に薄めてご使用下さい！

03121０ 四季の友　めんつゆ　300ｍｌ ¥550
本醸造醤油、砂糖、鰹節、タンパク加水分解物、味醂、鰹
エキス、酵母エキス

040500 ウインナー　9本　 ¥610 豚肉、塩、砂糖、香辛料、羊の腸

040501 フランクフルト　5本　 ¥910 豚肉、塩、砂糖、香辛料、豚の腸

040600 豚モモ肉スライス　200ｇ　※冷凍 ¥455 抗生物質等未使用

040601 豚ひき肉　200ｇ　※冷凍 ¥435 抗生物質等未使用

040100 和風肉団子　95ｇ 小麦まで ¥500
豚モモ赤身肉ミンチ、野菜（玉葱、人参）、昆布（だし）、
しょうゆ（ひえ）、てんさい糖、澱粉（サゴヤシ）、なたね
油、食塩、胡椒

040101 ハンバーグ　100ｇ 小麦まで ¥500
豚モモ赤身肉ミンチ、玉葱、トマトピューレ、澱粉（サゴヤ
シ）、しょうゆ（ひえ）、食塩、てんさい糖、なたね油、胡椒

040103 肉じゃが　150ｇ 小麦まで ¥500
野菜（じゃがいも、玉葱、人参）、豚肉、昆布（だし）、しょう
ゆ（ひえ）、てんさい糖

　　　　　

040410 まんまぱっぱ　五穀と大根葉　30ｇ お米まで ¥300
瀬戸内海産青海苔、大根葉、てんさい糖、自然塩（海の
精）　※代替品

040412 まんまぱっぱ　五穀とかつお　30ｇ お米まで ¥300
焼津産かつお、鳴門産わかめ、瀬戸内海産青海苔、てん
さい糖、自然塩（海の精）　※代替品

040410 とびうおのふりかけ25ｇ お米まで ¥310
昆布、海苔、大根葉、人参、トビウオの粉、ネギ、ユカリ、
ミネラル塩

040421 しそもみじ　50ｇ お米まで ¥340 赤シソ、梅酢、塩（海の精）

伊豆大島産

　肉関係　※要予約、価格は“目安”です。「定価」ではありませんのでご注意下さい。

　レトルト食品

　塩

　みりん

　砂糖

　その他

４．副食品

　ふりかけ
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商品№ 商品名 カット 価格 備考

050256 パパゼリー　グレープ　220ｇ お米まで ¥525
050257 パパゼリー　青りんご　220ｇ お米まで ¥525
050258 パパゼリー　ストロベリー　220ｇ お米まで ¥525

050401 かぼちゃフレーク　100ｇ お米まで ¥450 北海道産えびすかぼちゃ100％

050421 有機キャロブパウダー　80ｇ ¥270 有機いなご豆。ノンカフェイン

050212 かつおだし　8ｇ×8袋　 ¥420
食塩、麦芽糖、砂糖、鰹節粉末、酵母エキス粉末、昆布
粉末

050500 ポップコーンの素　 ¥210 遺伝子組み換えでないアメリカ産とうもろこし

060000 さごやし澱粉　700ｇ お米まで ¥450 さごやしの根から摂った澱粉。別名「さごやし粉」

060100 タピオカ澱粉　700ｇ ¥450 「キャッサバ」という芋のから摂った澱粉

074000 お米のマフィン　3個　※冷凍 小麦まで ¥600 丹後産米、純米酢、てんさい糖、自然塩、重曹、麹菌

074020 お米のたい焼き　3個　※冷凍 小麦まで ¥430
皮(米粉、タピオカ粉、てんさい糖、増粘多糖類)、あん(砂
糖、小豆)

073650
もぐもぐのおこめのケーキミックス粉
120ｇ×2袋

小麦まで ¥400
米粉（国産）、砂糖（てんさい糖）、かぼちゃフレーク、食
塩、増粘剤（加工でんぷん（キャッサバ）、キサンタンガ
ム、膨張剤（とうもろこし由来）

073661 お米のホットケーキミックス粉　200ｇ 小麦まで ¥340
国産米粉、てんさい糖、かぼちゃパウダー、食塩、加工澱
粉（ｻｺﾞﾔｼ）、ベーキングパウダー、増粘多糖類（ｷｻﾝﾀﾝ
ｶﾞﾑ、ﾀﾗｶﾞﾑ、寒天）

070000 小丸高度精白米ポンセン　80ｇ 小麦まで ¥450 うるち米

070060
みそぽん（ネギ味噌風味）　2枚×16袋
※個包装

小麦まで ¥400
うるち米、調合みそ（米、食塩）、発酵調味料（米、米麹、
食塩）、しょうゆ風味調味料（酒粕、米、食塩）、ねぎ、ブド
ウ糖、食塩、鰹節粉末、しいたけ粉末、昆布粉末

070062 おにぎり山のポン太くん　6枚　※個包装小麦まで ¥400
うるち米（国産）、しょうゆ風味発酵調味料（国産米、酒
粕、食塩）、てんさい糖、みりん風味発酵調味料（国産
米、米こうじ、食塩）、海苔

070001 有機お米ポンポン　20枚 小麦まで ¥260 有機米(滋賀・新潟)、食塩(自然海塩　一の塩)

070061 にこにこ赤ちゃんせんべい　2枚×11袋 小麦まで ¥250 うるち米(国産)、てんさい糖、食塩

070050 ふんわり紫いもせんべい　14枚　※個包装小麦まで ¥250 うるち米(国産)、てんさい糖、さつまいも、食塩

070051 黒糖せんべい　14枚　※個包装 ¥250 うるち米（国内産）、加工黒糖（国内産）、食塩

070070 おこめクラッカー　50ｇ 小麦まで ¥290
米粉、ショートニング（パーム油）、加工澱粉（サゴヤシ）、
てんさい糖、食塩、ベーキングパウダー

070210 ふわふわかぼちゃボーロ　70ｇ お米まで ¥350
澱粉（サゴ椰子、タピオカ）、有機パーム油、かぼちゃパ
ウダー、てんさい糖、重曹、食塩
　　　　　　

070031 おこし社長　5本 小麦まで ¥220 うるち米、水飴（甘藷）、パーム油、天然塩、甜菜糖

５．乾物

６．澱粉

　お菓子（スナック菓子）

　ケーキ　　※注文生産のため、常に在庫としてある訳ではありません！

　ケーキの素

７．おやつ

砂糖、ブドウ糖、寒天、増粘多糖類、酸味料、広陵、ビタ
ミンC、ブドウ色素（青りんごはクチナシ色素、ストロベリー
は紫コーン色素）
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商品№ 商品名 カット 価格 備考
070201 ベビーボール　ひえ　10ｇ×5袋 小麦まで ¥470 うるちひえ（中国産）。「フライ」などの衣にも使えます

070602 有機コーンフレーク　180ｇ 小麦まで ¥550
有機コーンフレッツ、食塩、てんさい糖。「フライ」などの衣
にも使えます

070700 フローラ巻きせんべい　12本 ¥340 小麦粉（低ｱﾚﾙｷﾞｰ用）、ビート糖、重曹

071000 ソフトせんべい　しょうゆ　70g 小麦まで ¥330 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖

071001 ソフトせんべい　きざみ　70g 小麦まで ¥350 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、刻み海苔

070102 ソフトせんべい　青のり　70ｇ 小麦まで ¥350 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、青海苔

071010 しょうゆせんべい　12枚 小麦まで ¥350 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖

071011 刻み海苔せんべい　12枚 小麦まで ¥380 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、刻み海苔

071012 青海苔せんべい 小麦まで ¥380 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、青海苔

071020 花鳥せんべい　すやき　9枚 小麦まで ¥250 うるち米、青海苔

071021 花鳥せんべい　刻み海苔　9枚 小麦まで ¥260 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、刻み海苔

０70222 花鳥せんべい　青海苔　9枚 小麦まで ¥260 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、青海苔

071100 草加せんべい　海苔 小麦まで ¥600
071101 草加せんべい　靑海苔 小麦まで ¥500
071102 草加せんべい　ソフト 小麦まで ¥500

071200 おむすびせんべい　味噌味　55ｇ 小麦まで ¥275
うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、米味噌、蜂
蜜蝋

071201 おむすびせんべい　カレー味　55ｇ 小麦まで ¥275 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖、カレー粉

071202 おむすびせんべい　しょうゆ　55ｇ 小麦まで ¥275 うるち米、米醤油、さごやし澱粉、てんさい糖

072000 サクサククッキー　100ｇ 小麦まで ¥480
澱粉（サゴヤシ、タピオカ）、ショートニング（綿実）、ビート
糖、重曹、食塩

0720001 おこめクッキー　100ｇ 小麦まで ¥450
うるち米粉、サゴヤシ澱粉、ショートニング（菜種、パー
ム）、てんさい糖、重曹、イソマルトオリゴ糖、食塩、茶抽

072400 アマランスクッキー　100ｇ 小麦まで ¥440
アマランス、てんさい糖、ショートニング、トレハロース、重
曹、食塩、加工澱粉（ｻｺﾞﾔｼ）、サンゴカルシウム

072401 キヌアクッキー　100ｇ 小麦まで ¥460
キヌア、てんさい糖、ショートニング、トレハロース、重曹、
食塩、加工澱粉（ｻｺﾞﾔｼ）、サンゴカルシウム

072100 お米のビスケット　60ｇ 小麦まで ¥370
丹後産有機米、サクサク粉、有機パーム油、てんさい糖、
天然天日塩（オーストラリア産）、水、重曹、無農薬天然
バニラ（インドネシア産）

072101 お米のレーズンクッキー　50ｇ 小麦まで ¥370
丹後産有機米、有機さつま芋、有機パーム油、有機ドラ
イレーズン、天然天日塩（オーストラリア産）、重曹

072105 （お米と）コーンフレークのクッキー　50ｇ 小麦まで ¥370
丹後産有機米、無農薬さつま芋、コーンフレーク、有機
パーム油、てんさい糖、サクサク粉、天然天日塩（オース
トラリア産）、無農薬天然バニラ（インドネシア産）

073110 信州産ぶどうゼリー・コンコード　80ｇ ¥100
ぶどう（ｺﾝｺｰﾄﾞ）果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、
蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香料

073111 信州産ぶどうゼリー・ナイアガラ　80ｇ ¥100
ぶどう（ﾅｲｱｶﾞﾗ）果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、
蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香料

073112 信州りんごゼリー　80ｇ ¥100
りんご果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエ
ン酸、クエン酸Na、香料

073113 信州ももゼリー　80ｇ ¥100
もも果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン
酸、クエン酸Na、香料

073114 完熟洋なしゼリー　80ｇ ¥100
ラフランス果汁、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、
クエン酸、クエン酸Na、香料

　お菓子（クッキー）

　その他

　お菓子（お米のおせんべい）

共通：国産うるち米、白菊醤油、てんさい糖
海苔＝＋海苔、青海苔＝＋青海苔
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商品№ 商品名 カット 価格 備考
080220

有機ぐれーぷじゅうす（ｺﾝｺｰﾄﾞ・赤）
160ｍｌ

¥160
ｱﾒﾘｶ合衆国ﾜｼﾝﾄﾝ州・ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾙｰﾆｬ州産ｺﾝｺｰﾄﾞ果汁
100％

080221
有機ぐれーぷじゅうす（ﾅｲｱｶﾞﾗ・白）
160ｍｌ

¥160
ｱﾒﾘｶ合衆国ﾜｼﾝﾄﾝ州・ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾙｰﾆｬ州産ﾅｲｱｶﾞﾗ果汁
100％

080222 有機あっぷるじゅうす　160ｍｌ ¥160
ｱﾒﾘｶ合衆国ﾜｼﾝﾄﾝ州・ｽﾍﾟｲﾝ ｶﾀﾙｰﾆｬ州産ﾘﾝｺﾞ果汁
100％

080210 信州ぶどうジュース・赤　160ml ¥155 信州（桔梗ヶ原高原）産ぶどう（ｺﾝｺｰﾄﾞ）果汁100％

080211 信州ぶどうジュース・白　160ml ¥155 信州（桔梗ヶ原高原）産ぶどう（ﾅｲｱｶﾞﾗ）果汁100％

080212 信州りんごジュース　160ml ¥155 信州（松本平・善光寺平）産りんご果汁100％

080213 信州ももジュース　160ml ¥155 信州（佐久・小諸）産もも果汁100％、酸化防止剤（VC)

080214 完熟洋なしジュース　160ml ¥155 洋なし果汁100％、酸化防止剤

080300 有機にんじんジュース　160ｇ ¥170 有機濃縮にんじん、有機ゆこう（徳島産かんきつ）

080310 有機みかんジュース　190ｇ ¥190 有機・国内産温州ミカン

081001 有機インスタント珈琲　《詰替用》　100ｇ ¥1,000 南米コロンビア産・オーガニックコーヒー生豆

080000 有機ルイボス・ティー　30袋 ¥3,000
南アフリカ産、有機無農薬←正式名称：アスパラサス　リ
ネアリス（マメ科）

073400 六角大根糖飴　12粒 ¥210 水飴（とうもろこし）、てんさい糖

073502 つじのラムネ　100ｇ ¥280
ブドウ糖（とうもろこし）、コーンスターチ、酸味料（クエン
酸）、粉飴（とうもろこし）、香料

000714 かき氷しろっぷ　ぶどう　150ｍｌ ¥380
《季節商品＝夏期》砂糖（ビートグラニュー糖）、外国産有
機ブドウ果汁

000715 かき氷しろっぷ　いちご　150ｍｌ ¥380
《季節商品＝夏期》砂糖（ビートグラニュー糖）、国産濃縮
いちご果汁

000716 かき氷しろっぷ　みぞれ　150ｍｌ ¥330
《季節商品＝夏期》砂糖（ビートグラニュー糖）、国産有機
レモン果汁

000717 かき氷しろっぷ　みかん　150ｍｌ ¥480
《季節商品＝夏期》砂糖（ビートグラニュー糖）、国産みか
ん果汁、有機レモン果汁

000703 ぶどうのドリンク　90ml×5本 ¥280
《季節商品＝夏期》砂糖（てんさい糖）、長野県産濃縮ぶ
どう果汁30%、酸味料（クエン酸）、香料

074010 有機小倉あん　180ｇ ¥380
074011 有機こしあん　180ｇ ¥380

000720 有機水ようかん・こし　100ｇ ¥150
《季節商品＝夏期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
小豆（中国、ｱﾒﾘｶ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産）、寒天、葛、
食塩

000721 有機水ようかん・小倉　100ｇ ¥150
《季節商品＝夏期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
小豆（中国、ｱﾒﾘｶ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産）、寒天、葛、
食塩

000722 有機水ようかん・抹茶　100ｇ ¥150
《季節商品＝夏期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
いんげん（中国産）、有機抹茶（中国産）、寒天、葛、食塩

074000 しるこ　45ｇ×5 ¥500
《季節商品＝冬期》砂糖、さらし餡（小豆）、麦芽糖、本葛
粉、玉あられ（餅米）

074001 有機茜しるこ　190ｇ ¥150
《季節商品＝冬期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
小豆（中国、ｱﾒﾘｶ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産）、食塩

074002 有機ぜんざい　180ｇ　↑ ¥200
《季節商品＝冬期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
小豆（中国、ｱﾒﾘｶ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産）、食塩

074003 豆乳ぜんざい　160ｇ ¥200
《季節商品＝冬期》豆乳、砂糖（三温糖、黒糖）、小豆、澱
粉（とうもろこし）、食塩

《季節商品＝夏期》有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産）、有機
小豆（中国、ｱﾒﾘｶ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産）、食塩
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