ナチュラル・ハーモニー
商 品カタログ

「ナチュラル・ハーモニー 商品カタログ」 2022年9月発行
株式会社ナチュラル・ハーモニー 千葉県八街市八街ほ948-5

Mail：takuhai@naturalharmony.co.jp

公式サイト：https://naturalharmony.co.jp/

オンラインストア：https://naturalharmony.store/

ナチュラル・ハーモニー 取扱商品の基本ガイドライン
○原則として化学合成された添加物・うまみ調味料を使用した食品を取り扱いません。
○生産過程において、環境・人権に配慮された商品を優先的に取り扱います。
○安心・安全だけではなく、次世代に受け継ぐべき永続的価値のある技術をもった食品を優先的に取り扱います。

ナチュラル・ハーモニー オリジナル商品の商品基準
ナチュラル・ハーモニーでは、自然 栽 培 農 産 物を使った加 工 食 品・生 活
雑貨の販売を行っています。
日々豊かな食卓を囲んでもらいたい。それが私たちのシンプルな願いです。
暮らしにある「食べる」がただの習慣に留まらず、美味しさや安らぎという感情、
心地よさが伴うものであれば、力が湧きます。今というときだけでなく明日とい
う未来に希望をもち、前を向いて進むことができる。食にはそんな力があると
信じています。だからこそ自然栽培の素材がもつ、身体が喜ぶ美味しさをそ
のままお届けすることにこだわります。

マークの商品は、ナチュラル・ハーモニーが下記基準で開発したオリジナル商品です。
「主原料は農薬・肥料不使用の自然栽培農作物を 100% 使用」
「副原料は自然栽培原材料が入手できない場合に限り
できるだけ農薬不使用かつ植物性堆肥で育てられたものを使用」
「醗酵食品は 自家採取した天然菌・蔵付きの麹菌を使用」
「保存料など食品添加物は一切不使用」

オリジナル製品の開発には、まず素材をしっかり味わうことができるように、
なるべくシンプルな材料を使うことを心がけています。また醗酵食品は、「天

ひ

みず

つち

然菌による自然醗酵」のプロセスをたどることを大切にしています。空気中に

オリジナル商品のシンボル 「日・水・土」

浮遊する「種菌」をつかまえて醗酵の元種にする。目に見えないものを醗酵

パッケージのデザインコンセプトは日と水と土。地

の要とする技 術は、必ずしも安定した製造を約束するものではなく、一度は
途 絶えかけた歴 史があります。しかし健 全な醗 酵に傾きやすい自然 栽 培の

球上のすべての生きものにおいて不可欠な要素を
シンボルにしました。

素 材は、天 然 菌の力を最大限に引き出してくれます。天然菌で醸した醤油や

……降り注ぐ日の光を表現

味噌、お酢などといった醗 酵食品は、食材をまとめる包容力と奥深さを感じ

……流れる水を表現

られる味わいです。自然栽培の野菜やお米とともにぜひお楽しみください。

……土の団粒構造（作物の生育に適する構造）
を表現

日々の小さな「美味しい」という感動が波紋となり、価値観を養い、やがて自
分の中にある「自然」を呼び覚ます。そして、私たちの生きかたそのものを
形づくっていきます。

農薬や肥料に頼らず、農産物が育っていく環境を
いかに整えどう生かしていくか。当たり前にある日
と水と土の働きに注目し引き出すことが、自然栽培
において大切な鍵となります。「身近なものこそ尊
ぶ」というメッセージを込めています。

人と社会と地球とが手をとりあい、自然と調和した生きかたを実現するため
に暮らしのかけらをお届けしたいと思っています。

【 ナチュラル・ハーモニー 商品カタログ 】
●カタログに記載している一部の商品名は、簡略化または補足を追記しています。
●原材料欄は、
栽培内容等補足を含め記載している場合があります。商品一括表示内の表記とは異なりますので予めご了承ください。自然栽培原材料には「★」、

*

有機栽培原材料もしくは有機認証取得商品には「 」を記載しています。
●カタログ発刊後、商品内容が変更になる場合がございます。最新情報は同梱の注文用紙をご覧ください。
●表示責任者として、
「製造者」
「販売者」
「加工者」
「輸入者」のいずれかを記載しています。
●海外での製造商品については、原料原産地（国名）または原産国（製造地）を記載しています。
●表示の価格はすべて「税込価格」です。
●数量限定・期間限定販売商品も掲載しています。
●オリジナル製品は放射性物質検査を実施しています。
検査体制や検査結果は右記URLページをご覧ください。
https://naturalharmony.co.jp/takuhai/radioactivity/
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自然栽培 自然醗酵

木桶熟成
醤油

900ml

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

味噌専用キャップ

200ml

再仕込み醤油
栄醬油

栄醤油

200ml ￥980

200ml ￥690

1枚（350g規格使用不可）￥110

豆味噌

白味噌

400g￥1,400

400g￥1,200

豆麹を使って 2 年半以上熟成した味噌で
す。他の味噌に比べてコクや旨みが強く、風
味が飛びにくいので煮込み料理に合わせた
り、米味噌と合わせるのもおすすめです。魚介
類との相性も抜群です。

麹を糖化させてつくる白味噌。甘みが強いの
が特徴です。味噌汁の他、白和えや西京漬
け・酢味噌などにご活用ください。
お酢と白
味噌を混ぜて、少しずつお好みの油を混ぜれ
ば和風マヨネーズにもなります。

●原材料：大豆★・食塩（湖塩）●製造者：
辻岡醸造（三重県津市）

●原材料：うるち米★・大豆★・食塩（湖塩）
●製造者：マルカワみそ
（福井県越前市）

900ml ￥2,600
江戸時代から昔ながらの製法を守る栄醤
油醸造で、自家採取した天然の蔵付き麹菌
と自然栽培の原材料からつくられた醤油。
代々伝わる木桶で仕込む伝統的な醤油は、
天然菌独特の深みある一品です。奥行きの
ある酸みと旨み、他にはないクリアな味わ
いが感じられます。

一度完成した木桶熟成醤油へさらに麹を加
えて仕込んだのが再仕込み醤油です。大豆
の割合の多い麹を使い、3 年以上の熟成期
間を経てたまり醤油の風味に近づけた栄醤
油こだわりの技が光ります。刺し身や寿司な
どのつけ・かけに最高の一品です。

●原材料：大豆★・小麦★・食塩（湖塩）
●製造者：栄醤油醸造（静岡県掛川市）

●原材料：大豆★・小麦★・食塩(湖塩)●
製造者：栄醤油醸造（静岡県掛川市）

賀にある蔵元です。かつて城下町とし
て栄えた地で、創業当時は刀鍛冶と並
行して醤油づくりを行っていたそうです。
純粋培養された麹菌を使い醸造するこ
とが主流の中、他の蔵元でほぼ行われ
ていない麹菌の自家採取に独自に取り
組み、より美味しい醤油づくりを追及し
続けています。

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

森田醤油

360ml ￥2,400

720ml ￥2,200

味 噌 の 専 用 キャップです。備 え 付 きの 蓋
より頑 丈なので、 蓋の開 封をスムーズに
行えます。定 期 的 に味 噌 を購 入している
場 合 や 容 器 を再 利 用したい 場 合 に便 利
です。
「 米 味 噌 3 5 0 g」の規 格 以 外で使用
できます。

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

甕仕込み
純米酢

木桶仕込み
玄米酢

500ml ￥1,850

360ml ￥1,240

300 年以上続く蔵元で、自然栽培米・天然
蔵付き麹菌・酵母・乳酸菌・酢酸菌の力で
醸造したお酢。醗酵に 90 日以上、熟成に
180 日以上かけて庄分酢の伝統的な甕で
醸造しました。香りはやや強い印象がありま
すが、
ふくよかな味わいを楽しめます。

創業以来、添加物に頼らず木桶の静置醗酵
にこだわってきた蔵元の玄米酢。醗酵に 120
日以上、熟成に 180 日以上かけています。
木
桶で仕込む古来の醸造方法のため、原材料
の米の特性が引き出され、まろやかなコクと
旨みがしっかりと味わえます。

「甕仕込み純米酢」・有機砂糖・天日湖塩を
調合した合わせ酢。
ちらし寿司や手巻き寿司・
甘酢あんかけなどにどうぞ。
サラダのドレッシ
ングや茹でた野菜にかけたり、野菜・スパイ
ス・甘酢を合わせて簡単にピクルスもつくるこ
とができます。

●原材料：うるち米★●製造者：庄分酢（福岡
県大川市）

●原材料：うるち米★●製造者：MIKURA
Vinegary（三重県御浜町）

●原材料：
「甕仕込み純米酢」
・砂糖 *・食塩
（湖塩）
●製造者：庄分酢
（福岡県大川市）

甘酢
300ml ￥1,260

マルカワみそ … 福井県越前市で人と
島根県の森田醤油がマルカワみその麹菌を
使って醸造した醤油です。甘く香ばしい香り
と、やわらかく包み込むようなやさしい味わ
いが魅力です。食材にほんのりと旨み・甘み
をプラスしてくれるので、ふんわり醤油の香
ばしさを料理にまとまわせたいときにおすす
めです。

濃口醤油より使用する小麦の割合が高く、
色が淡いのが特徴です。茶碗蒸しやおでん、
浅漬けなどにどうぞ。味わいを損なわないよ
う、ろ過もしていません。オリが浮かぶ場合
がありますが品質には影響ありません。※
毎年春頃から数量限定販売。

●原材料：大豆★・小麦★・食塩（湖塩）●製
造者：森田醤油（島根県奥出雲町）

●原材料：小麦★・食塩（湖塩）
・大豆★●製
造者：七福醸造（愛知県安城市）

わっています。自社畑では、農薬・肥
料を施さない大豆栽培にも取り組んで
います。種まきから実践してこそ、お客
さまに美味しさや安全性を理解してもら
える、と代表の河崎 宏さんは語ります。

麦味噌

350g ￥1,100

600g ￥1,500

600g ￥1,600

￥4,500

一心で、素材を吟味し天然醸造にこだ

自然栽培 自然醗酵

米味噌

2kg袋入

地球にやさしい味噌づくりを行う「マル
カワみそ」。美味しいものをつくりたい

350g

自然栽培 自然醗酵

紀州
自然梅酢 恵

有機
白ワインビネガー

有機
バルサミコ酢（赤）

200ml ￥637

250ml ￥626

250ml ￥1,058

600g

原材料の大豆と米は自然栽培。環境汚染が少ない内モンゴ
ルの天日湖塩と良質な地下水を使い、木桶で 1 年弱かけて
じっくり熟成した味噌です。福井県のマルカワみそが、代々
受け継がれてきた「種麹づくり」に 40 年ぶりにチャレンジ
したことがこの味噌がうまれるきっかけとなりました。複雑
な旨みが際立ち、出し汁をとらなくても味噌汁がつくれると
好評です。詰替に便利なお徳用 2kg 袋入もあります。
●原材料：大豆★・うるち米★・食塩（湖塩）●製造者：マル
カワみそ（福井県越前市）

基礎調味料

基礎調味料

白しょうゆ

木桶熟成醤油

自然栽培 自然醗酵
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栄醤油醸造 … 静岡県掛川市の横須

大麦に麹菌を付けて醸した味噌。醤油に似た
キレのある味わいと、麦ならではの香ばしさ・
コクが特徴です。米味噌に比べてあっさりサ
ラッとしているので、夏場の味噌汁に使って
いただくのがおすすめです。
2kg

●原材料：大豆★・大麦★・食塩（湖塩）●製
造者：マルカワみそ
（福井県越前市）

｢紀州自然梅 恵｣を漬けるときに染み出た琥
珀色の梅酢をそのまま瓶詰めしたものです。
爽やかな酸みが美味しく、キュウリやワカメ
のサラダや和えものなどに最適です。産膜酵
母の発生を防ぐため、必ず冷暗所にて保存し
てください。
● 原 材 料：梅 ★・漬 原 材 料〈 食 塩（ 海 塩 ）〉
●製造者：三尾農園（和歌山県みなべ町）

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

有機栽培ぶどうからつくられたオーガニック
白ワインを、木製の大樽の中で自然にゆっく
りと熟成させたビネガーです。米酢よりもま
ろやかで、サラダのドレッシングの他、魚介の
マリネなど魚料理にもよく合います。
●原材料：ぶどう* ●輸入者：ミトク
（東京都
港区）●原料原産地：イタリア

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

スペイン モデナ産有機栽培ぶど
うの果もろみ（ブドウジュース）で丁寧につ
くったバルサミコ酢。肉・魚・煮込み料理の
隠し味に使うと濃厚なコクと旨みが増しま
す。弱火で煮詰めてバルサミコソースも簡単
につくれます。
ドレッシングとしても使える万
能調味料です。
●原材料：ワインビネガー *・濃縮ぶどう果
（東京都港区）●原料原
汁 * ●輸入者：ミトク
産地：イタリア

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

レモン果汁

オーガニック
レモン果汁

200ml ￥930

ゆず果汁

さとうきび蜜

150ml ￥770

200g ￥1,080

自然栽培の柚子を皮ごと搾っているので精
油分が含まれ、香り高い仕上がりです。収穫
される島 根 県 益田市は日本 一の清 流に選
ばれている高津川の流域に存在します。高
津川と周辺の環境を守ろうという地域の取
り組みの一環として自然栽培柚子の栽培も
行われています。はちみつと混ぜて柚子ドリ
ンクにも。※毎年冬頃から販売。

すっきりとした上品な甘さを追求したさとうき
び蜜です。一手間も二手間もかけて丁寧にア
クや不純物を取り除き、えぐみのない透明感
のある風味に仕上げています。酸みはほとんど
感じられないほどマイルド。
べたつきやしつこ
さがなく、品のある黒蜜です。

●原材料：ゆず★●製造者：美都物産金谷
農産加工所（島根県益田市）

●原材料：さとうきび★●販売者：黒糖本舗
垣乃花（沖縄県うるま市）

180ml ￥518

濃 縮 還 元や香 料を添 加することなく自然
栽培レモン100% でつくった果汁。酸みとほ
のかな甘さが 凝 縮しています。お菓 子やド
レッシングづくりやお料理の下味付けなどに
も使いやすいです。
この果汁でつくったレモ
ンティーは格別です。※毎年春頃から数量
限定で販売。

イタリア・シシリア産有機レモンストレート
果汁を100%使用した有機JAS認証のレモ
ン果汁です。蜂蜜などの甘味料と合わせて
水や炭酸水、焼酎などで割っていただけれ
ば、
ドリンクとしても美味しくいただけます。

● 原 材 料：レモン★ ● 製 造 者：フレッシュ
ファクトリートミナガ（愛媛県松山市）

●原材料：レモン*●製造者：光食品(徳島県
板野郡)●原料原産地：イタリア

カンホアの塩

300g ￥218

石臼挽き 150g ￥302

￥508

石臼挽き 500g ￥583

1kg

ヒマラヤの雪解け水が内モンゴルの岩塩
の地層に噴き出してできた湖。その湖の
水を天日干しした天然塩です。海水汚染
の心配がありません。様々な料理と相性
がよい塩です。
※海草や貝殻などの自然物が含まれる可
能性があります。無害ですが気になる方
は取り除いてください。
●原 材 料：食 塩（ 湖 塩 ）●加 工 者：木曽
路物産（岐阜県恵那市）●原料原産地：
中国

300g

結晶のまま 150g ￥302
石窯焼き塩 100g ￥302

●原材料：海水●輸入者：カンホアの塩
（東京都福生市）
●原料原産地：ベトナム

1kg

有機
メープルシロップ

オーガニックシュガー
1kg ￥880
アルゼンチンの有機栽培のさとうきびからつ
くったオーガニックシュガーです。生産過程に
おいて、一切の化学肥料・農薬を一切使用し
ていません。
すっきりとした上品な甘さです。
●原材料：さとうきび * ●販売者：ファーム
ランドトレーディング（東京都港区）●原料
原産地：アルゼンチン
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石窯焼き塩

メイプルヌーヴォー

（メイプルシロップ）

1320g (1L) ￥4,536

330g（250ml）￥4,536

カナダのアパラチア山脈で有機栽培された
サトウカエデから採れる樹液を煮詰めただ
けの、純粋メープルシロップです。1L のシ
ロップをつくるために約 40L の樹液を贅沢
に使用しています。お菓子づくりにはもちろ
ん、醤油や味噌との相性もよいのでみりん
の代わりにも。

雪どけの頃にしか収穫できないカエデの樹
液の中でも、収穫の最初で採取された樹液
だけでつくった稀少なメイプルシロップ。一
般的なものよりもさっぱりした上品な甘み
で、透明度が高く雑味がありません。カナダ
でも市場に出ることがなく、メイプル農家で
しか味わえません。

●原材料：かえで樹液*●輸入者：ミトク
（東京
都港区）
●原料原産地：カナダ

●原材料：サトウカエデの樹液●輸入者：ミッ
ク
（大阪府大阪市）
●原料原産地：カナダ

130g ￥833

香り豊かで奥行きのある白だし。
お湯で割る
と、かつお・しいたけ・昆布の風味と、白醤油
のキレのある上品な味わいが楽しめます。
旨
みと塩気のバランスがよく、少量使うだけでお
料理の味を決めてくれる万能調味料です。

一時は絶滅が心配された秋田県の県魚ハタ
ハタと海塩だけを使い、1 年以上熟成させた
魚醤。魚醤特有の臭みやクセがなく、コクが
楽しめる調味料です。
しょっつる鍋や、ナンプ
ラー代わりにアジアン料理、アンチョビのコ
クにも似ているので、炒めものやトマトソース
の隠し味などにも◎
●原材料：ハタハタ・食塩（海塩）●製造者：
諸井醸造（秋田県男鹿市）

お好みソース
360ml ￥421

200ml ￥540

石臼挽き 500g

結晶のまま

300ml ￥2,890

職人の夢
こんなソースが
造りたかった
有機中濃ソース

250ml ￥453

豊かな海と亜熱帯の日差し、塩田に適し
た地 形に恵まれた塩の名 産 地 ベトナム
カインホア省で収 穫された塩です。天日
だけで海水を乾燥させた、海のように深
く豊かな味わいの海塩で、お料理をやさ
しく包み込みます。

秋田しょっつる

●原材料：合わせ出汁〈かつおかれぶし削り・
乾燥しいたけ・昆布（天然）〉
・
「白しょうゆ」
・本
みりん*・食塩（湖塩）●製造者：七福醸造（愛
知県安城市）

有機
ウスターソース
石臼挽き 150g

白だし

有 機 野 菜・果 実を原 材 料の約 半 分を占め
るほど贅沢に使用した有機 JAS 認証のウ
スターソースです。

砂糖を使用せず、原材料の約90%が有機野
菜・果実という贅沢なこだわりのJAS認証中
濃ソース。でんぷんを使用せず、国産有機こ
んにゃく粉を使用してとろみを出しています。
造り手の想いを込めた一本です。

国 産 有 機 野 菜・果 実が持つ自然の甘さを
活かしながら、お好み焼きに合うように甘さ
を調節し、酸みと塩分を控えたお好みソー
スです。

●原材料：野菜&果実(りんご・たまねぎ・にん
にく・レモン・トマト・みかん)*・醸造酢(りんご
酢・米酢) *・糖類(糖みつ・砂糖) *・食塩・醤油
(大豆・小麦を含む) *・香辛料・こんぶ●製造
者：光食品(徳島県板野郡)

●原材料：野菜＆果物（りんご・にんじん・ト
マト・その他）*・醸造酢（りんご酢・米酢）*・食
塩・香辛料・醤油（大豆・小麦を含む）*こん
にゃく粉*・麦芽水飴●製造者：光食品(徳島
県板野郡町)

●原材料：野菜＆果実（たまねぎ・みかん・に
んじん・その他）
・糖類・醸造酢（米酢）*・食塩・
でんぷん・醤油（大豆・小麦を含む）
・魚醤（い
かを含む）
・香辛料・こんぶ●製造者：光食品
(徳島県板野郡)

へんこ
万能だれ

その他調味料

基礎調味料

天外天 天日湖塩

自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

自然栽培

自然栽培

有機トマト
たっぷりソース

180g ￥594

350g ￥950

どんなお料理にも使っていただける万能たれ
です。醤油ベースの甘辛い味で、野菜炒めやお
肉料理のたれとしてはもちろん、魚や豆腐にも
合うので素材や調理方法を問わず使えます。
これだけで味が決まるので、毎日の食卓やお
弁当に活躍します。
●原材料：醤油・砂糖・味噌・りんごジュース・
酒・玉ねぎ・はちみつ・胡麻・にんにく・生姜・唐
辛子●製造者：山田製油（京都府京都市）

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

オイスターソース
115g ￥486
広島産カキからつくったオイスターエキスを
活かし、国産丸大豆・小麦より醸造した本醸
造醤油と合わせたオイスターソースです。
●原材料：カキエキス
（カキ・食塩）
・砂糖・醤
油（大豆・小麦を含む）
・食塩・みりん・でんぷ
ん*・魚醤（いかを含む）
・レモン*●製造者：光
食品（徳島県板野郡）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

酸みと甘みのバランスに優れたトマトだけを
一番美味しいタイミングで収穫し、24 時間以
内にソースにしています。
オイルをまったく使
用しておらず、驚くほどさらりと軽い味わい。
パ
スタソースとしてはもちろん、肉魚料理・簡単
なブルスケッタやラタトゥイユ、スープやピザ
ソースなどに最適です。
●原材料：トマト*・にんじん*・玉ねぎ *・セロ
リ*・バジル *・食塩●輸入者：カーサ・モリミ
（神奈川県横浜市）●原産国：イタリア

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

イルフィーロ
ディパーリア
わら一本

440g（500ml）￥4,230

228g（250ml）￥2,592

菜種油・平飼い卵・昔ながらの製法でつく
られたりんご酢・蜂蜜・香辛料・海塩など、
厳選素材でつくられたマヨネーズです。香辛
料を多めに調合しているため「辛口」表記で
すが、辛くありません。

イタリア ウンブリア州で肥 料や
農薬に頼らず、自然環境に負担の
ない農業を営む若手生産者マイ
ケルさんのグループが栽培したオ
リーブからつくられました。商 品
名 は、自然 農 法 の 提 唱 者 福 岡
正信氏の著書「わら一本の革命」
が由 来。辛み・甘み・苦みがバランスよく
感じられます。

イタリア カラブリア州の古代
カッスィオドーロ城址にある農
園のオイル。完熟直前のオリー
ブを手摘み収穫後、速やかに低
温圧搾。
フィルターによるろ過
をしない自然沈降分離法。鮮や
かな金緑色で軽い苦みと辛さ
があり、濃厚な味わいが特徴です。※JAS
マークが印字されておりますが、自然栽培オ
リーブだけを搾ったオイルです。

●原材料：食用なたね油・卵・りんご酢・食塩・
蜂蜜・マスタード・にんにく・こしょう・生姜●
製造者：ななくさの郷（埼玉県児玉郡）

●原材料：食用オリーブ油★●輸入者：
アサクラ（福島県会津若松市）●原料原
産地：イタリア

●原材料：食用オリーブ油★●輸入者：ジョ
アンインターナショナル
（東京都北区）
●原料
原産地：イタリア

自然栽培 自然醗酵

豆乳マヨ

有機トマト
ケチャップ

200g ￥760

松田の
マヨネーズ

（オリーブオイル）
辛口

300g ￥588

300g ￥378

有機トマトが持つ自然の甘みを活かして甘口
に仕上げた、舌ざわりのよい有機 JAS 認証の
トマトケチャップです。
・
●原材料：トマト*・糖類（砂糖 *・麦芽水飴）
・食塩・たまねぎ *・
醸造酢 *（米酢・リンゴ酢）
にんにく*・香辛料●製造者：光食品（徳島県
板野郡）

卵不使用のマヨネーズ風調味料です。
自然栽培
豆乳と「甕仕込み純米酢」
・国産菜種油・
「ナ
チュラル・ハーモニーのはちみつ」から起こし
た酵母
（豆乳発酵液）
を使い、マヨネーズのコク
と旨みを再現。
原材料に全粒の辛子を使用して
いるため、外皮が黒い粒として見えています。
旨
みが強いのにしつこくありません。
●原材料：菜種油・豆乳★・
「甕仕込み純米
酢」
・豆乳発酵液・食塩（湖塩）
・砂糖 *・香辛
料（辛子）●製造者：ナチュラルファーマーズ
（秋田県大館市）

自然栽培

えごま油
110g ￥3,500
長野県の自然農園ゆいま〜る
さんが育てた自然栽培えごま
を、低温圧搾（コールドプレス
製法）で油にしました。方言で
『いくさ』と呼ばれる白えごま
は、搾油量は少ないですが特有の苦味がな
く、さっぱりとしており食べやすい油です。
サ
ラダなどに生のままかけてお召し上がりくだ
さい。酸化しやすいので冷暗所でまたは冷蔵
庫で保管してください。
●原材料：えごま★●製造者：自然農園ゆい
ま〜る
（長野県小諸市）

食用油

有機
ピーナッツ
バター

甘夏と
伊予柑の
マーマレード

各454g ￥1,490

220g ￥648

クランチ

スムース

のらぼう油

有機
亜麻仁油

140g ￥2,300

ごまらぁ油

237ml ￥2,484

60g ￥540

ゆずごしょう

食用油

オレゴンティルス認定のピーナッツバターです。
トーストはもちろん、ソースやドレッシングなど
にもご利用ください。
乳化剤・安定剤は一切使
用していません。
砕いた粒の入ったクランチと
滑らかなスムースがあります。

ほろ苦い甘夏の果皮を主原料に、伊予柑果
汁と砂糖を加えて煮つめました。果実の風味
と粗糖のコクが活きたマーマレードです。パ
ンはもちろん、ヨーグルトやお菓子につけて
お召し上がりください。スペアリブや鶏肉と
一緒に煮ると美味しいマーマレード煮ができ
あがります。

熊本県阿蘇郡西原村の手づくり柚子胡椒。
原材料は柚子・塩・青唐辛子とシンプルな
がら、味と香りは格別です。皮目をパリッと焼
いた鶏肉に添えたり、餃子のつけダレ・和え
ものなど様々な料理に活用できます。

福島県郡山市の佐藤 喜一さんが自然栽培・
自家採種を続けてきたのらぼう菜の種を、低
温焙煎・玉締め搾りした稀少な菜種油です。
ナッツのような香ばしい香りとコクが味わえま
す。醤油との相性がよく、一緒に使うのがお
すすめです。

有機栽培の亜麻の種を低温圧搾法により、
一番搾りで取り出したオイルです。熱に弱い
ので、火を通さずサラダなどにご使用くださ
い。醤油と相性がよく、合わせてサラダや和
えものなどにするのもおすすめです。

（埼
●原材料：ピーナッツ * ●輸入者：アリサン
玉県日高市）
●原料原産地：アメリカ合衆国

●原材料：甘夏・砂糖・伊予柑●販売者：無
茶々園（愛媛県西予市）

●原材料：ゆず・食塩・こしょう●製造者：にし
はら生きがい館
（熊本県西原村）

●原材料：食用なたね油★●販売者：けるぷ
農場（福島県郡山市）

（宮
●原材料：食用亜麻仁油*●輸入者：アトワ
城県仙台市）
●原料原産地：アメリカ合衆国

●原材料：ごま油・唐辛子・ねぎ・生姜・山椒・
桂皮・八角・陳皮●製造者：山田製油（京都府
京都市）

モティバイ家
秘伝カレー
パウダー

有機
ヴィーガン
カレールゥ

210g ￥2,359

自然栽培

自然醗酵

アサクラOlio2021

（オリーブオイル）

野生の
オレガノ
塩漬けケッパー
100g（9〜11mm）￥1,150
農薬不使用で栽培されたケッパーをシチリア
産海塩で乳酸醗酵させました。
旨みのからん
だ塩もそのままお料理で利用できます。
ピザ
やトマトソース、
キャベツまたはブロッコリーと
合わせてパスタにするのもおすすめです。
●原材料：ケッパー・食塩●輸入者：アサクラ
（福島県会津若松市）●原料原産地：イタリア

一番搾りごま油に国産唐辛子を使用。辛さの
中にも、香り・コク・旨みが味わえるラー油で
す。炒めものや中華の和えものやサラダに、一
滴で美味しさが引き立ちます。

加工食品

その他調味料

自然栽培

クランチ
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自然栽培

ガッティ家の
オーガニック
エクストラバージン
オリーブオイル

5g ￥540
イタリア カ ン パ ー ニ ャ 州 の 標 高 800〜
1800m に咲く野生のオレガノの花のみを、屋
内で 3 週間〜 1 ヵ月じっくり自然乾燥させま
した。花はドライになると香りが引き立ちま
す。栽培ものとは比べようもない香りの高さと
品質は本物の証です。
トマトはもちろん、肉や
魚との相性が抜群です。
●原材料：オレガノ
（自生）●輸入者：アサクラ
（福島県会津若松市）
●原料原産地：イタリア

220g(250ml) ￥1,890

2021産アサクラオイルは例
年 と 印 象 が 違 う た め
「Olio2021（オーリオ・ニー
ゼロニー イチ）」という別 名
称で販 売しております。風 味
と味わいが軽いので和食やお菓子などにも
最適です。ソテーや煮込み料理など加熱す
ることでコクと素材の旨味を引き出します。
●原材料：食用オリーブ油★●輸入者：
アサクラ（福島県会津若松市）●原料原
産地：イタリア

黒ごま塩（ビン）
35g ￥324
塩が見えないごま塩です。塩水に胡麻をつけ
込んで塩みを浸透させてから職人が丁寧に
炒り上げています。炊き立てのごはんやおに
ぎりにかけたりとテーブルに置いて毎日お召
し上がりください。
●原 材 料：胡 麻・食 塩●製 造 者：山田製 油
（京都府京都市）●原料原産地：パラグアイ
またはミャンマー

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

中辛

50g ￥486

150g￥723

旧家として知られている「モティバイ家」に古く
から伝わるレシピでつくられた、本格派のカ
レーパウダーです。南 国を思わせるフル ー
ティーな味わいです。辛みを抜いてあるのでお
好みで辛さを調節することができます。

甘みに砂糖は使用せず、有機ぶどう濃縮果汁
を使用し、有機無糖トマトケチャップでコクを
出しました。一切の動物性原材料を使用して
いません。1 袋 5 皿分。

●原材料：コリアンダー・クミン・スターアニ
ス・カシア・ブラックペッパー・クローブ・アジョ
ワン・フェンネル・ターメリック・ブラッククミ
ン・食塩●製造者：ミヤ恒産（東京都八王子
市）
●原産国：フィジー諸島共和国

●原材料：小麦粉(国内製造)*・パーム油*・濃縮
ぶどう果汁*・食塩・トマトペースト*・オニオンパ
ウダー*・カレーパウダー*・ケチャップ*・ジン
ジャーパウダー*・ガーリックパウダー*●販売
者：風と光（神奈川県横浜市）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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板こんにゃく/
糸こんにゃく
チキンコンソメ
10g×8P入 ￥540
飼育にこだわった国産若鶏から取れたとりが
らスープに国産有機野菜と有機醤油を合わせ
た液体タイプのチキンコンソメです。
●原材料：とりがらスープ（鶏骨・食塩）
・食
塩・醤油 *・砂糖・たまねぎ *・にんじん*・キャ
ベツ*・セルリー *・香辛料●販売者：光食品
（徳島県板野郡）

ココナッツミルク
400ml ￥419

ライトツナフレーク油漬
80g ￥256

農薬・化学肥料不使用のマレーシア産ココ
ナッツの果肉のみを使用したココナッツミル
ク。添加物・着色料・保存料は使用せず、水
で薄めていないので、真っ白ではなく若干灰
色がかったクリーム色をしています。

国産契約栽培野菜をベースにした野菜スープ
を使い、まぐろの旨みを引き立てた贅沢なツナ
フレーク。
サンドイッチ・サラダ・炊き込みごは
ん・スパゲッティなど様々な料理にお使いいた
だけます。
温かいごはんにそのままのせて食べ
るのもおすすめです。

●原材料：ココナッツ●輸入者：日仏貿易
（東
京都千代田区）
●原料原産地：マレーシア

●原材料：まぐろ・菜種油・野菜エキス・食塩
●販売者：かもめ屋（静岡県静岡市）

板こんにゃく250g ￥480
糸こんにゃく150g ￥400

板こんにゃく

有機 菊松
こんにゃく
糸こんにゃく

加工食品

315g ￥972

400g ￥216

400g ￥216

手摘みで一つひとつ丁寧に収穫したグリーン
オリーブです。程よいかたさとフルーティな味
わいは、そのままおつまみや前菜に。
オリーブ
ならではのフレッシュな果実感と自然な甘み
が広がります。種なしです。

イタリアの契約農家で有機栽培されたトマト
を、切らずに丸ごと缶づめにしました。加熱す
ることで旨味が増すので煮込み料理におす
すめ。
クエン酸・食塩不使用。

イタリアの契約農家で有機栽培されたトマト
を、収穫から 24 時間以内に加工しています。
カットされているので、トマトの見た目や果実
感を楽しめます。
クエン酸・食塩不使用。

●原材料：トマト*・トマトジュース * ●輸入
者：アルマテラ
（東京都港区）●原料原産地：
イタリア

●原材料：トマト*・トマトジュース * ●輸入
者：アルマテラ
（東京都港区）●原料原産地：
イタリア

●原材料：オリーブ*・食塩・レモン果汁*●輸入
者：ミトク
（東京都港区）
●原料原産地：ギリシャ

大粒の自然栽培大豆と天然の納豆
菌がつくりだした天然わら納豆。農
薬不使用の稲わらを手づくりでわら
づとにして茹でた大豆を包み、わらに
棲む納豆菌で醗酵させた昔ながらの
稲わら納豆です。納豆が苦手という
方もこれなら食べられるという逸品
です。
ふっくらやわらかで、豊かな大
豆の風味を感じることができます。

●原材料：蒟蒻芋 *・木灰・水酸化カルシウム
●製造者：中尾食品工業（大阪府堺市）

自然栽培 自然醗酵

天然わら納豆
小粒
300g￥1,600

小粒の自然栽培大豆を使用
した 天 然 わら納 豆。お 子さ
まにも食べやすく人気です。
●原材料：大豆★●製造者：
フクダ（栃木県真岡市）

●原材料：大豆★●製造者：フクダ
（栃木県真岡市）

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

「天然わら納豆について」
納豆のカビにご注意ください。●天然わら納
豆の包み紙に、まれに納豆のシミがついてい
ることがあります。品質には問題ありませんの
で、そのままお召し上がりください。●天然の
納豆菌は、温度が10℃以上になると二次醗
酵を起こし、カビの発 生や液もれなど、品 質
劣化を起こすことがあります。冷蔵庫に食品
がたくさん入っている場合や、開け閉めが多
い場合は庫内の温度が高くなり、賞味期限内
や未開封の状態でもカビが発生してしまうこ
とがありますので、保管温度には充分ご注意
ください。また、納豆を「わらづと」から取り出
す場合も、あまり長時間常温にさらさないよ
うご注意ください。●チロシンというアミノ酸
の結晶がかたまった白い斑点がみられること
がありますが、食べ頃ともいわれています。

米麹

有機トマト缶 カット

広島県産の有機栽培こんにゃく芋をまるごとすり潰し、昔ながらの木
灰を使用し、手間ひまかかる缶蒸製法によりゆっくり熟成させたこん
にゃくです。
アク抜き不要で、サッと水洗いだけで生でも美味しくお召
し上がりいただけます。

加工食品

300g ￥1,600

糸こんにゃく

糸こんにゃく180g ￥300

●原材料：蒟蒻芋・木灰・水酸化カルシウム
●製造者：中尾食品工業（大阪府堺市）

天然わら納豆
大粒

有機トマト缶 ホール

板こんにゃく250g ￥300

100%生芋を使い昔ながらの木灰を主にして貝殻焼成カルシウムを補助的に使い、
手間と時間のかかる缶蒸製法でゆっくり熟成させています。
そのためアク抜きは必
要なく、
こんにゃく特有の嫌な臭いがほとんどない、昔ながらのこんにゃくの味をお
楽しみください。板こんにゃくはスライスしてそのまま刺身でも。
糸こんにゃくはサッと
水洗いしてお好みの長さにして、
肉じゃがやおでんなどお使いください。

自然栽培 自然醗酵

有機オリーブ粒（グリーン）

板こんにゃく

自然栽培 自然醗酵

自然栽培
自然栽培

大豆の水煮
150g ￥560
播磨の在来種「もち大豆」の水煮。水煮なの
で、忙しいときでも手軽に大豆をお楽しみい
ただけます。
サラダ・煮もの・スープ・カレー
など様々な料理に便利です。
●原材料：大豆★・食塩（海塩）●販売者：こ
ばふぁーむ
（兵庫県姫路市）
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チェチの水煮
ひよこ豆＆煮汁ブイヨン

京都山城産たけのこ水煮

米 麹（乾燥タイプ）

塩切り麹

300g ￥1,260

1.05kg ￥2,780

ひよこ豆をしっかりやわらかく煮ました。そ
のままサラダや料理にトッピングすることが
できます。また煮 汁 は、ひよこ豆の旨みが
たっぷり出たブイヨンとしてスープなどにご
利用いただけます。

京 都山城 産の農 薬 不 使用のたけのこを厳
選しパックしています。パック時 の 添 加 物
（ビタミンC・pH調整剤等）
は一切使用して
いません。

●原材料：ひよこ豆★・食塩（海塩）●輸入者：
アサクラ
（福島県会津若松市）●原料原産地：
イタリア

蔵付き天然麹菌と自然栽培米でつくった米
麹です。甘酒や塩麹、醤油麹づくりにお役立て
ください。生麹と同じようにお使いいただけま
すが、水分量の調整が必要です。300gあたり
80〜100ccのぬるま湯を加えて馴染ませて
からお使いください。麹の色が黒ずんできてし
まうので、お湯を加えた分は当日中にお使い
ください。常温で保管できる乾燥タイプ。

●原材料：たけのこ●製造者：京菜（京都府井
手町）

●原材料：うるち米★●製造者：マルカワみそ
（福井県越前市）

230g（固形量100g）￥394

120g ￥557

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

天然麹菌の味噌づくりセット
みそ用大豆 500g・塩切り麹 1.05kg・
天然麹菌の味噌づくりガイド

マルカワみそが採取した蔵付き麹菌と自然栽
培米でつくった米麹に、味噌づくりに必要な
分量の塩を加えた味噌づくり専用の米麹で
す。本商品1袋と大豆500gで約 2.2kg の味
噌がつくれます。塩によって麹菌の働きが抑
えられるので、常温にて保存していただけま
す。※毎年12月頃から数量限定で販売。

￥3,500

●原材料：うるち米★・食塩（湖塩）
●製造者：
マルカワみそ
（福井県越前市）

●原材料：大豆★・うるち米★・食塩（湖塩）●販売者：
ナチュラル・ハーモニー（千葉県八街市）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

自然栽培の大豆と天然米麹のセットです。手軽に仕込
むことができ、同じ材料・つくり方でも仕込む環境・人
によって味が変わります。そんな多様な菌の世界を味
噌づくりを通して体験してみてください。
※味噌づくりガイドは各セットに1部のみ付きます。
※味噌を仕込む容器はご用意ください。

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

自然栽培

自然栽培

米めん
玄米めん
米めん（細麺）
玄米めん（細麺）

紀州自然梅 恵

梅 干し

紀州自然梅 恵 / お徳用

250g ￥1,200

200g ￥1,149
お徳用200g ￥967

神奈川県 横山農園にて自然栽培歴 30 年以
上の「十郎梅」を天日湖塩だけで漬け込みまし
た。少し小ぶりですが肉厚でやわらかく、塩分
濃度 18〜20％としっかりした塩気の昔なが
らの梅干しです。十郎梅は皮が破れやすく傷つ
きやすい繊細な品種で、じっくり樹上で熟度を
高め、一つずつ手で大事に収穫しています。

梅の産地である紀州和歌山の自然の中で育ま
れた梅。
大粒で果肉が詰まっています。
品種は
和歌山県に古くからある優良品種「南高梅」と
「改良内田」です。
口の中でとろける感覚は、一
度食べたら病みつきになります。
お徳用は、
斑点
や傷・破れなどのやや多いものが入っています。

● 原 材 料：梅 ★・漬 原 材 料〈 食 塩（ 湖 塩 ）〉
●製造者：横山農園（神奈川県川崎市）

● 原 材 料：梅 ★・漬 原 材 料〈 食 塩（ 海 塩 ）〉
●製造者：三尾農園（和歌山県みなべ町）

紀州 自然ねり梅ぼし 恵
150g ￥853
梅干しの種をとり裏ごししました。
なめらかで
食べやすく、お寿司・おむすび・サラダ・和
えものなど梅を使った料理にも便利です。
● 原 材 料：梅 ★・漬 原 材 料〈 食 塩（ 海 塩 ）〉
●製造者：三尾農園（和歌山県みなべ町）

自然栽培

乾麺77g・たれ38g ￥511

米めん

玄米めん

「健康のトリック」
「発酵遺産」
の著者、三好
基晴氏プロデュースの中華麺とスープの
セット。安全性を追求した材料を使ったイ
ンスタントラーメン。麺のかんすいは、内モ
ンゴル産の天然かんすいを使用しています。
（天然）
・食塩（湖塩）○たれ原材料：醤
●○乾麺原材料：小麦粉*・かんすい
油・豚肉煮汁・菜種油・白醤油*・日本酒・みりん・砂糖*・ネギ・玉ネギ・にん
にく・生姜・かつおぶし削り・昆布（天然）
・
「甕仕込み純米酢」
・食塩（湖塩）
●販売者：みかくや
（神奈川県藤沢市）

各 120g×5 ￥1,662 5%OFF
モチモチ感があり、すっきりとした
味わいとのど越しが特徴です。
白米
のめんの方がもちもち感は強く、玄
米のめんは米粉製造前に一度焙煎
しているため、わずかに香ばしさが
感じられます。30秒から1分程茹で
れば美味しく食べられます。米め
ん・玄米めんは平らな麺です。

こだわり乾麺
77g×5P入 ￥940

米めん
（細麺）

玄米めん
（細麺）

●原材料：米粉★・じゃがいも澱粉★●製造者：りぞねっと
（山形県真室川町）

こだわりラーメンの乾麺のみの5袋セットです。
※2022年10月頃に規格変更予定

・食塩（湖塩）
●原材料：小麦粉 *・かんすい（天然）
●販売者：みかくや
（神奈川県藤沢市）

スパゲッティ

自然栽培

ラ・テラ・エ・
イル・チェロ

生ぬか

ハーフ1本 ￥580

500g ￥216

自然栽培の大根を天日干ししてたくあんに
しました。自然栽培米ぬか・天日湖塩・有
機砂糖で、大根の旨みを引き立てています。
ほんのり甘くて噛むとじわじわと旨みが広
がります。

お届けしている自然栽培米の精米時に出る新
鮮な生ぬかです。一般的なものに比べて、匂い
やクセが少ないです。
ぬか漬けなどに安心して
お使いいただけます。

●原材料：だいこん★・漬原材料〈米ぬか★・
●製造者：秋池堅作商店
食塩（湖塩）
・砂糖* 〉
（埼玉県深谷市）

●原材料：米ぬか★●販売者：ナチュラル・
ハーモニー（千葉県八街市）

自然栽培

200g ￥690

自然栽培そばを石臼で挽いて蕎麦にしまし
た。十割そばは豊かな香りと味わいを楽し
むことができ、濃厚なそば湯も絶品です。製
麺には、「養老の天然水 龍泉の雫」を使用
しています。
● 原 材 料：そば 粉 ★ ● 製 造 者：山 本 食 品
（長野県長野市）

各500g ￥583

ジェメッリ 240g ￥750
フジッリ 240g ￥750
アサクラパスタの特徴は、低温でかたくなり過ぎないよ
う一般的な製造工程の約 5 倍という時間をかけて乾燥
すること。小麦そのものを楽しめる味わいは、パスタの概
念が変わるような驚きがあります。
サラゴッラ小麦はデュ
ラム小麦の祖先といわれ、6 千年前に栽培されていた品
種。1.8mm 太さの「スパゲッティ」。S 字型カールした
「ジェメッリ」。螺旋状の「フジッリ」。
どれもソースによく
絡みます。

出羽うどん
250g ￥480

250g ￥494

自然栽培の小麦を使用し、稲庭うどんで有名
な秋田県湯沢市で栗駒山系の伏流水を使っ
て仕込んだ、味わい深いうどんです。
つるつる
としたのど越しと歯ごたえもあり、噛むごとに
小麦の旨みが広がります。

自然栽培小麦を外皮に近い部分まで、時間を
かけて昔ながらの機械を使って丁寧に仕上
げ、ゆっくりと自然乾燥させたうどんです。約
1.5mm ほどの極細麺なので、
パスタの代わり
にクリームソースなどをからめてお召し上がり
いただくのもおすすめです。

一般的なそうめんは、製造途中に麺がくっつ
かないように油が使われていますが、このそう
めんは自然栽培の小麦と天日湖塩と水だけと
いたってシンプルです。
のど越しのよさだけで
はなく、小麦の存在感が味わえるそうめんで
す。
出し汁をよく含みます。

●原材料：小麦粉★・食塩（湖塩）●製造者：
神室のめぐみ
（秋田県湯沢市）

●原材料：小麦粉（強力）★・食塩（湖塩）●製
造者：黒澤製麺所(栃木県市貝町)

●原材料：小麦粉★・食塩（湖塩）●製造者：
神室のめぐみ（秋田県湯沢市）

そうめん
250g ￥540
250g×3 ￥1,539 5%OFF

フェデリーニ（幅：1.1mm)
シリンダーミルで丁寧に製粉
した粉を使い、低温長時間乾
燥でつくったイタリア産有機認証取得パスタ。
とても歯ごたえがあります。使いやすい太さ
1.6mm のスパゲッティと、冷製パスタにおす
すめの極細のフェデリーニがあります。

スパゲッティ

●原材料：サラゴッラ小麦★●輸入者：アサクラ
（福島県
会津若松市）
●原料原産地：イタリア

自然栽培

黒うどん
極細

スパゲッティ
（幅：1.6mm)

ジェメッリ

●原材料：デュラムセモリナ小麦 * ●輸入者：
ラ・テラ・エ・イル・チェロ（東京都大田区）●
原料原産地：イタリア

フジッリ

自然栽培

有機
フェリチェッティ
スパゲティ
（幅1.75ｍｍ）

パックごはん

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

玄米かゆ
200g ￥290

200g ￥460
200g×5

イタリア・トスカーナ地 方の有 機 栽 培デュ
ラム小麦を原料に、伝統的な製法でじっくり
と仕上げました。
しっかりとしてコシのある、
太陽の香り豊かなオーソドックスなイタリア
ンパスタです。
●原材料：デュラム小麦のセモリナ* ●販売
者：ミトク●原産国：イタリア

自然栽培

（レトルト・白米）

500g ￥453

200g×5

￥2,185 5%OFF

￥1,377 5%OFF

200g×20 ￥8,280 10%OFF

200g×20 ￥5,220 10%OFF

ガス釜でふっくらと炊き上げ、
一つずつ手作業で
パックしたレトルトごはんです。
お鍋で15分ほど加
熱すればアツアツ炊き立てごはんのできあがり。
キャンプや時間がないというときにおすすめです。

じっくりと炊き込んだ自然栽培米の玄米かゆ
です。忙しい朝・小腹が減ったとき・夜食が
食べたいときなどにどうぞ。温めるだけですぐ
に美味しく食べられるので携帯食にも。

●原材料：うるち米★●製造者：こしじ販売
（新潟県十日町市）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

米

麺類

天日干したくあん

十割そば

麺類

漬物

アサクラパスタ
サラゴッラ

スパゲッティ
（幅1.8ｍｍ）490g ￥950

自然栽培
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（しょうゆ味）

各 120g ￥350

自然栽培

自然栽培 自然醗酵

こだわりラーメン

自然栽培

●原材料：うるち米★・食塩（湖塩）●製造者：
コジマフーズ
（愛知県名古屋市）

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

自然栽培

古代の香り（古代米4種ミックス）

500g ￥1,190

300g ￥980

自然栽培

粒そば
200g

500g

￥640

自然栽培

米粉

きなこ

250g ￥600

100g

￥390

1kg ￥2,100

￥850

250g

秋田県大潟村の阿部 淳さんが自然栽培で
育てた黒米のもち米玄米です。
白米と炊けば
色鮮やかな紫色になります。
お米と一緒に炊
くのはもちろん、おはぎやリゾット・サラダの
アクセントにもおすすめです。香り・食感・
美しい色を楽しめます。

水も空気も美味しい、棚田の最上部で育てた
古代米 4 種を混ぜ合わせました。
お米 1 合
に対し大さじ 1 杯程度を一晩浸水して炊き
上げると、もっちりした食感のごはんになりま
す。
スープやライスサラダなど、彩りを活かした
お料理にもご利用ください。

そばの外皮を剥いた状態のそば粒です。洗っ
て 1.5 倍量の水に入れて火をつけ（お好みで
塩を加える）、沸騰したら弱火で 10 分程煮ま
す。火を消して蓋をして、10 分程蒸らしたらで
きあがり。濃厚な風味をお楽しみください。

自然栽培の古代麦ファッロを、川の水を動
力にした石臼で挽きました。胚芽（フスマ）の
部分が小さいので扱いやすく、風味が強い
のが特徴です。タンパク質含量でいうと、日
本の強力粉にあたります。パンやお菓子づく
りにおすすめです。

小麦粉と同レベルの微粉末のお米の粉です。
その特徴は甘みとしっとり感があること。お
団子などの和菓子はもちろん、シフォンケー
キなどをしっとりと仕上げることもできます。
お料理にも小麦粉のようにお使いいただくこ
とができます。

しっかりとした甘みとやさしい香りが際立つ
きなこ。お団子にかけたり、あべかわもちに
どうぞ。牛乳や豆乳に混ぜたり、ヨーグルト
にかけたりなどお楽しみください。

●原材料：黒米★●製造者：阿部淳（秋田県
大潟村）

●原材料：黒米★・香り米★・赤米★・緑米★
●販売者：まんがら農園（愛媛県西条市）

●原材料：玄そば★●加工者：山本食品（長
野県長野市）

●原材料：小麦粉★●輸入者：アサクラ
（福島県
会津若松市）
●原料原産地：イタリア

●原材料：うるち米★●製造者：神室のめぐみ
（秋田県湯沢市）

●原材料：大豆★●製造者：小西製粉（千
葉県匝瑳市）

自然栽培

自然栽培

自然栽培

粉類

本葛

片栗粉

100g ￥650

200g ￥297

摩擦熱の発生が少なく、素材の風味が落ち
にくいといわれている石臼挽きのそば粉。そ
ばの殻を取り除き粒を丸ごと粉にしているた
め、芳ばしい香りが引き立ちます。細かく挽い
てあるので、手打ちそばやそばがきなどなめ
らかな舌触りに仕上がります。

鹿児島県の山中で掘り出した天然葛の根に含
まれるデンプンを地下水を使って精製し、1 ヵ
月かけて乾燥させた混じりっけなしの本葛。葛
湯や胡麻豆腐、お菓子づくりやお料理のとろ
み付けなどにお使いください。

北海道の肥料・農薬不使用栽培の馬鈴薯を
使用した片栗粉です。立田揚げなど揚げもの
の衣に、あんかけや中華スープのとろみ付け
に、幅広くご利用いただけます。

●原材料：そば★●製造者：山本食品（長野
県長野市）

●原材料：くず（天然）●製造者：都食品（鹿
児島県曽於郡大崎町）

●原材料：馬鈴薯澱粉●加工者：サン・スマイ
ル
（埼玉県ふじみ野市）

オーガニックパン粉

有機
ベーキング
パウダー

バニラエキストラクト

100g ￥292

10g×4P入 ￥497

59ml ￥1,512

有機強力粉・有機穀物でつくった天然酵母と
天日塩でつくった有機パン粉です。
サクサクと
した香ばしい仕上がりです。
フライやハンバー
グの練りこみにもご利用ください。

有機濃縮ぶどう果汁・有機コーンスターチと
重曹を使った、アルミニウム・第一リン酸カル
シウム不使用のべーキングパウダーです。

海外認証のオーガニックバニラビーンズを水
とアルコールにつけてバニラ液を抽出していま
す。化 学 香 料の添 加や薬 品を使ってのアル
コール抽出はしていません。

そば粉

白米

200g

丸麦
有機押麦 シュンライ

もち米
白米・玄米

自然栽培の大麦を昔ながらの精麦機で丸麦
にしました。小麦と違いグルテンがないため粘
りがなく、
あっさりしているのが特徴です。加熱
処理を行っていないため大麦のつぶつぶした
食感や味をそのまま楽しめます。麦ごはんやサ
ラダのトッピングなどご利用いただけます。

300g ￥540

各1kg ￥1,950

七分搗きに精白し、蒸し器で加熱処理してか
らローラーで平らにしました。伝統的な製法
による昔ながらの押麦です。麦ごはんやサラ
ダ・リゾットなどにご利用ください。

コシの強さや香りがよいと好評のもち米です。
おはぎやおこわ・お赤飯など幅広くお使いい
ただけます。炊きたてのもち米でつくるおもち
は切りもちとは違う美味しさです。

●原材料：大麦*●製造者：コンベ製粉所（群
馬県高崎市）

●原材料：大麦 * ●製造者：古代米浦部農園
（群馬県藤岡市）

●原材料：もち米★●販売者：ナチュラル・
ハーモニー（千葉県八街市）

自然栽培

自然栽培

切り餅 ／
玄米切り餅

古代米の
玄米もち

各50g×6個 ￥650

300g（6個入）￥860

50g×6個×3 ￥1,852

10%OFF

自然栽培

小麦粉（中力）/
強力粉
各500g ￥760
小麦粉

絹のようななめらかさのしっとりやわらかな食
感の白もちと、玄米特有の香ばしさと甘みが
残った玄米もちです。
きな粉やつぶあんをまぶ
したり、
お汁粉・磯部焼き・お雑煮に。真空パッ
ケージなのでストックにも便利です。

自然栽培の古代米（黒米）でつくった玄米も
ち。一般的なうるち米より収穫量が少なく、
古代米だけでつくったもちはとても贅沢です。
古代米の豊かな香りとつぶつぶした食感が楽
しめます。焼いて醤油をつけた海苔で巻いた
り、フライパンにオリーブオイルをひいて、カ
リッと焼くのがおすすめ。※毎年1月頃から数
量限定で販売。

素材の味わいを損なわないようロール式の
製粉機で少しずつ砕いて製造しています。一
般的な小麦粉は外皮を取り除き、胚乳部の
みを使う場合があります。
この小麦粉は小麦
の外の皮と内の胚乳部を丸ごと挽き、小麦の
甘みと香りを丸ごと楽しむことができます。

●原材料：もち米★●製造者：コジマフーズ
（愛知県名古屋市）

●原材料：黒米★●製造者：阿部 淳（秋田県
大潟村）

●原材料：小麦★●製造者：コンベ製粉所（群
馬県高崎市）

切り餅

￥580

粉類・製菓材料

米・雑穀

自然栽培

200g ￥440
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自然栽培

古代麦
ファッロの粉
全粒粉

調理イメージ

調理イメージ

古代米（黒米）

自然栽培

●原材料：小麦粉（国産）*・天然酵母（有機穀
物由来）
・食塩・オリーブオイル*●販売者：風と
光
（神奈川県横浜市）

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

●原材料：コーンスターチ(遺伝子組み換え
でない)*・酒石酸（果汁*由来）
・炭酸水素ナト
リウム●販売者：風と光（神奈川県横浜市）
●原産国：ドイツ

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

●原材料：エタノール・香料（バニラビーンズ）
●輸入者：アリサン（埼玉県日高市）●原産
国：アメリカ合衆国

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

自然栽培

黒豆

レンティッキエ（レンズ豆）

300g ￥740

自然栽培の黒豆は、煮てもアクが少なく豊か
な風味を楽しめます。定番の煮豆や黒豆ご
飯・サラダやコロッケなどのお料理のほかに
も、蒸しパンやパウンドケーキなどお菓子作
りにもおすすめです。
※時期により、生産者・生産地が異なります。
●○大豆原材料：大豆★○黒豆原材料：黒豆
★●販売者：ナチュラル・ハーモニー（千葉県
八街市）

自然栽培

（ひよこ豆）

200g ￥471
農薬・化学肥料不使用で栽培された北海
道産在来種の小豆です。あんこやおはぎ、赤
飯にご利用ください。
●原材料：小豆●製造者：べにや長谷川商店
（北海道遠軽町）

自然栽培

生の金胡麻
35g ￥540

200g ￥643
イタリアで自然栽培に取り組む生産者クリス
チャンが育てたひよこ豆。
ひよこ豆は、様々な
料理に合わせることができる万能の食材です。
シチューやカレー、サラダやディップにしても
美味しく召し上がっていただけます。
ホクホク
した食感が人気です。
●原材料：ひよこ豆★●輸入者：アサクラ
（福
島県会津若松市）
●原料原産地：イタリア

自然栽培

業務用
切干し大根
（機械乾燥）
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小豆

200g ￥685

自然醗酵

自然醗酵

隆海屋商店
花かつお

隆海屋商店
厚削り

隆海屋商店
本枯節

80g ￥810

1本

トロかつおを大きく肉厚に削っているので、
コクのある深く濃厚な出し汁がとれます。麺
はもちろん煮ものにもぴったり。やわらかい
仕上がりなので、そのまま食べても美味しく
いただくことができます。軽く炙ればお酒の
おつまみにも。

一本釣り天然かつおの本枯節。軽やかな音
とともに削り器におちていく削りたてのかつ
お節の香りと風味は絶品です。燻した香りた
だよう新鮮な削り節をどうぞ。

●原材料：かつおのかれぶし
（近海一本釣り天然
かつお）
●製造者：隆海屋商店（愛知県岡崎市）

●原材料：かつおのかれぶし
（近海一本釣り天然
かつお）
●製造者：隆海屋商店（愛知県岡崎市）

自然醗酵

自然醗酵

80g ￥880
200g ￥2,050

80g

自然栽培の在来種レンズ豆。小粒ですが味が
濃く、旨みがあります。数時間浸水し 5 倍量の
真水からやわらかくなるまで火を通します。煮
上がる直前に塩を加え味付けします。※本品
には小麦が混ざっている可能性があります。

枕崎港で水揚げされた一本釣り天然かつお
を使用。天然菌を 3 回カビ付けしたものを
やわらかくふんわりと削りました。透明で上
品な香りと深い旨みの出し汁がとれます。血
合い入り。厚削りよりも若干、脂身の少ない
かつおを使っています。

●原材料：レンズ豆★●輸入者：アサクラ
（福
島県会津若松市）●原料原産地：イタリア

●原材料：かつおのかれぶし
（近海一本釣り天然
かつお）
●製造者：隆海屋商店（愛知県岡崎市）

自然栽培

切干し大根
（天日干し）
50g ￥420
50g×3 ￥1,197 5%OFF

自然醗酵

まるてん
花かつおぶし
32g ￥399

130g

130g ￥1,512

軽く炒るだけでも香ばしく、すり潰すとさら
に香りが増して部 屋に立ち込めるほど。金
胡麻は油分が多くピーナッツのようなコク
と甘みがあります。炒ってからご利用くださ
い。地元の福祉作業所「あかり広場」でピン
セットによる手作業選別をしています。

天日乾燥により自然栽培の大根を 1 本まる
ごとギュッと凝 縮しました。甘 みと旨み が
たっぷり詰まった人 気 商 品です。漂白処 理
などは一切していません。

奈良時代から続く製法にこだわり、備長炭に
使用されるウバメガシの木で燻し上げ、天然
菌によるカビ付けを行っています。薄桜色の
きれいな削り節です。血合い抜きなので出し
汁が濁らず、お吸いもの・上品な出し汁をと
りたいときや、素材の味を際立たせたいとき
におすすめです。

● 原 材 料：金 胡 麻 ★ ● 販 売 者：合 資 会 社
GRAY SCALE（鳥取県米子市）

●原 材 料：大 根★●製 造 者：S H U N（ 宮 崎
県宮崎市）

●原材料：かつおのかれぶし
（遠洋・近海一本釣り
天然かつお）
●製造者：まるてん
（三重県志摩市）

自然栽培

まるてん ソフトケズリ
かつおぶし

まるてん ふし粉

32g ￥399

40g ￥399

かつお節の繊維を切って削ったソフト削り。
食感や食味がよく、お豆腐や和えもの、おに
ぎりの具としても最適です。
そのままごはんに
かけたり、
おひたしにかけたりも。

かつお節の血合い部分を取りのぞき粉末状に
削りました。出し汁やお漬けもの・お好み焼
きやたこ焼き・和風パスタ・野菜炒めの仕上
げなど、香りと風味が増します。

●原材料：かつおのかれぶし
（遠洋・近海一
本釣り天然かつお）●製造者：まるてん（三
重県志摩市）

●原材料：かつおのかれぶし
（遠洋・近海一本
釣り天然かつお）●製造者：まるてん
（三重県
志摩市）

自然醗酵

割干し大根

まるてん
あつけずり

500g ￥3,180

50g ￥450

170g ￥1,188

自然栽培の大根を漂白せずにそのまま機械
乾燥させました。
エグみがなく、大根の甘み・
旨みがぎゅっと詰まっています。煮ものはもち
ろん、水に戻してサラダ仕立てにしても美味
しくお 召し 上 が りい た だ け ま す。お 得 な
500g 業務用パックです。

自然栽培大根を使い切干し大根よりも太め
にカットした割干し大根。醤油・酢・みりん
（ま
たは砂糖）で漬けるハリハリ漬けや煮もので
いただくのがおすすめです。歯ごたえを楽しむ
ことができます。

●原材料：大根★●製造者：こだま食品（広島
県福山市）

●原材料：大根★●製造者：こだま食品（広島
県福山市）

50g×3 ￥1,282 5%OFF

￥2,400

加工水産

農産乾物

チェチ

べにや長谷川商店

自然醗酵

まるてん
本かれ節

食べるいりこ

（小羽）

（背節）

60g ￥378

1本 ￥2,160

そばやうどんの麺つゆ用におすすめ。
酸みがあ
りつつ後味がまろやかな出し汁がとれます。
荒
節加工のためカビ付けをしていません。
血合い
抜きのかつおを厚く削っています。

天然菌でカビ付けした本枯節。血合い抜き
なので、お吸いもののような上品な味がで
ます。
「花かつおぶし」よりも濃厚な旨みとコ
クがでます。

●原材料：かつおのふし
（遠洋・近海一本釣り天
然かつお）
●製造者：まるてん
（三重県志摩市）

●原材料：かつお（遠洋・近海一本釣り天然
かつお）●製造者：まるてん
（三重県志摩市）

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

愛媛県南予地方で水揚げされるカタクチイワ
シを茹で干しした無添加のいりこ。小さいサイ
ズの小羽いりこタイプは、出汁用としてよりも
そのまま食べるのがおすすめ。噛めば噛むほ
どに小魚の風味が広がります。

●原材料：カタクチイワシ（天然）●販売者：
無茶々園（愛媛県西予市）

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培

自然栽培

自然栽培

利尻昆布

日高昆布

羅臼昆布

80g ￥1,620

80g ￥1,080

80g ￥1,620

利尻昆布の最高峰、礼文島香深浜産の天然
昆 布です。透きとおったクセの無い上 品な
出し汁をひくことができます。収穫後 1 年間
昆布蔵で寝かせて熟成させました。上品で雑
味がありません。

味噌汁や鍋の出し汁をとるときなど、関東の
食 卓で一 般 的に使われることが多い種 類。
繊維質がやわらかいため昆布巻や佃煮はも
ちろん、野菜の含め煮など出汁としてよりも
煮昆布がおすすめです。

コクのある濃い出し汁がひけます。風味や色
もよく出て、旨みととろみが感じられます。昆
布自体の味わいが強いので、煮昆布などに
もお使いいただけます。幅広で肉厚ですが、
やわらかいです。

●原材料：利尻昆布（天然）●製造者：奥井海
生堂（福井県敦賀市）

●原材料：日高昆布（天然）
●製造者：奥井海
生堂（福井県敦賀市）

●原材料：羅臼昆布（天然）●製造者：奥井海
生堂（福井県敦賀市）

生チョコサンド
全粒粉クッキー
2枚入 ￥590

お徳用 利尻昆布切落し

10枚入 ￥870

通常切り落としてしまう部分を集めたお徳用
の昆布です。
お徳用といえど、サイズに少々バ
ラつきが見えるほどで、ご使用には支障あり
ません。

潮の満ち引きを活用した「支柱柵式」と呼ばれ
る昔ながらの製法でつくられた海苔。
引き潮と
満ち潮の繰り返しで、
旨みが多くやわらかくて香
り高い品質に繫がります。
海苔本来の生命力が
養われた、旨みも香りも口溶けも自然そのもの
の美味しい有明産の海苔です。

●原材料：利尻昆布（天然）●製造者：奥井海
生堂（福井県敦賀市）

●原材料：乾のり●製造所：佐藤海苔
（栃木県
さくら市）

100g ￥810

無茶々園の
ひじき
30g
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佐賀初摘海苔

￥410

天然太もずく
300g ￥556

愛媛県の西南部にある宇和海。
入り組んだリア
ス式の海岸に囲まれた穏やかな海でとれる天
然のひじきを釜茹でして天日で干したもので
す。
芽と茎が入っています。
採れたてのひじきを
乾燥させずそのまま茹でるため、水で戻した際
のやわらかさが特徴となっています。

市場にあるもずくの 90% は沖縄産といわれ
ていますが、そのほとんどが養殖です。石垣島
近海では今も天然もずくが多く採れるところ
があり、島袋 新雄さんはもずく漁を営み、加工
から販売までご家族で手がけています。養殖
のもずくと違い、天然特有の太さと歯ごたえが
あります。
すべて手摘みで採取し、袋詰まで手
作業です。

●原材料：ひじき
（天然）
●販売者：無茶々園
（愛
媛県西予市）

●原材料：太もずく
（天然）
●製造者：海人
（沖縄
県石垣市）

漁師さん自ら素潜りし、新芽
（一番芽）
を手摘み
して天日干しまで行った丁寧な一品。
日本で流
通するわかめの 0.1 〜 0.2％しかない天然の
新芽のわかめです。
新芽だからこそ薄くて割れ
やすいですが、水での戻りも早く、そのまま料理
にふりかけても美味です。
※2022年9月より順次内容量が13g→12g
に変更となります。
●原材料：わかめ
（天然）
●製造者：福島 祥人
（鳥取県大山町）

おさかな
ソーセージ
90g（2本入）￥297

山陰・九州地方で水揚げされた新鮮な地魚
と北海道産の無リンたらを練り合わせ、保存
料・リン酸塩・うまみ調味料を一切使用せず、
鰹だし・胡麻・胡椒等で味付けした自然な
風味が活きた製品です。
お子さまのおやつに、
サラダやチャーハンにもどうぞ。
●原材料：魚肉（タラ・エソ・タイ・その他）
・
ば れ いしょでん 粉・菜 種 油・砂 糖（ 甜 菜
糖）
・かつお節エキス・食塩ごま油・こしょう
●販売者：別所蒲鉾店（島根県出雲市）

1枚 ￥135

自然栽培小麦をふんだんに使った贅沢な焼
きドーナツ。卵の風味がふんわり香るドーナ
ツは、しっとりどっしりとした生地でコク深く
ひとつ食べると満足感たっぷりです。

●原材料：小麦粉★・全粒粉★・メープルシ
ロップ・菜種油・カカオマス*・カカオバター*・
●製造
豆乳*・ココナッツオイル*・食塩（湖塩）
者：レストラン コア
（神奈川県横浜市）

●原材料：平飼い卵・小麦粉★・砂糖 *・菜種
油・水飴・食塩（湖塩）
・膨張剤●製造者：ヴィ
ヌーベル
（東京都練馬区）

しょうゆ

味噌

5枚 ￥641 5%OFF
熟練した職人が丁寧に炭火で手焼きした煎
餅です。
お米の食感や自然の甘みを残し、独
特の歯ごたえを楽しめます。味付けはお醤油
だけの飽きのこない味わい。
●原材料：うるち米★・醤油* ●販売者：精華堂
霰総本舗
（東京都江東区）

自然栽培

海苔

堅焼き煎餅

（しょうゆ/味噌/海苔/オレンジチリ/
オリーブオイル）
オレンジチリ

各1枚 ￥220

オリーブオイル

各5枚 ￥1,045 5%OFF

もなかの皮

5種セット
（全種各1枚）￥1,045 5%OFF

10組（20枚）￥680

パリッと歯ごたえが楽しめる堅焼き煎餅。
自
然栽培のお米と調味料にもこだわりました。
砂糖不使用。
お気に入りを見つけてください。
※毎年冬頃から数量限定で販売。
●原材料：○しょうゆ/うるち米★・
「木桶熟成醤油」
（ 栄醤油）
・
「あまざけ」
・かつおかれぶし削り・昆布
○味噌/うるち米★・
「米味噌」
・
「あまざけ」○海苔/うるち米★・
「木桶熟成醤油」
（ 栄醤油）
・
「あまざ
け」
・
「佐賀初摘海苔」
・かつおかれぶし削り・昆布（天然）○オレンジチリ/うるち米★・
「木桶熟成醤油」
（栄醤油）
・
「オレンジ・チリ 一味唐辛子」
・
「あまざけ」
・かつおかれぶし削り・昆布（天然）○オリーブオイ
ル/うるち米★・オリーブオイル（農薬不使用）
・食塩（湖塩）●製造者：山香煎餅本舗（埼玉県草加市）

自然栽培

自然栽培

玄米
ぽんせん

ぽん菓子

7枚入 ￥350

50g ￥280

7枚入×3 ￥997

50g×3 ￥798

5%OFF

●原材料：もち米★●製造者：三谷製菓（広
島県広島市）

えび小花
100g ￥540

5%OFF

材料は自然栽培の玄米と
「カンホアの塩」海
塩のみ。ほとんど塩気はありません。上に好
きな野菜やフルーツ・チーズを乗せてカナッ
ペ風に食べるのがおすすめ。お湯をかけて
即席のお粥や、ちぎってヨーグルトのトッピ
ングにどうぞ。

お米の旨みを際立たせた昔ながらの駄菓子で
す。
おやつとしてそのまま食べたり、シリアル感
覚で牛乳や豆乳をかけても美味しい。
チョコ
レートに混ぜてクランチにしても。
シンプルな
お菓子だからこそ、その用途はアイデア次第で
広がります。

●原材料：うるち米★・食塩（海塩）●製造
者：蔵王米菓（山形県村山市）

●原材料：うるち米★・砂糖 *●製造者：幸徳
園（石川県加賀市）

…

もち米だけでつくった昔ながらの最中の皮。
菊
の形です。
つぶあんを挟んで、サクサクの最中を
お楽しみいただけます。
香りの違いにきっと驚く
はず。
また、アイスクリーム・さつまいもやかぼ
ちゃあんを挟むのもおすすめです。
お吸いもの
の具やカナッペの土台にしても。

菓子・珍味

加工水産

12g ￥648

（薄焼き醤油）

1 個（50g）￥373

全粒粉を使用したクッキーに、乳製品不使用の
豆乳生チョコをはさみました。
さくっとした食感
の香ばしいクッキーと甘さ控えめのほろ苦い
チョコレートの相性が抜群です。

自然栽培

天日干し
天然カット
わかめ

自然栽培米せんべい

焼きドーナツ（プレーン）

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

伊勢湾で採れたえび、徳島県吉野川産のり、
愛知県南知多豊浜でつくられた魚醤（しこの
露）など素材にこだわった煎餅です。香ばし
い海老の香りが食欲をそそります。
●原材料：馬鈴薯澱粉・えび・砂糖・のり・魚
醤・食塩・植物油脂●販売者：精華堂霰総本
舗 宮城工場（宮城県大崎市）

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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自然栽培
自然栽培

デーツ

自然栽培

春摘みほうじ茶

自然栽培

春摘み番茶

（種あり）
1kg ￥3,456

ほうじ茶 /
春摘みほうじ茶

イランの契約農場で自然栽培されたなつめや
しの実。
やしの木の上で熟してそのまま天日干
しになったドライフルーツです。
保存料や人口
甘味料を使用していませんが、味もしっかり、歯
ごたえもあるので一粒で満足。
手軽につまめま
す。
紅茶との相性も◎

番茶を焙じたほうじ茶。
お茶の渋みの他に、フ
ルーティーな香りと舌でやわらかく感じる甘
みもお楽しみいただけます。水出しにするとさ
らに風味が引き出され、苦みのない後味がま
ろやかに感じられます。春のほうじ茶は春の番
茶を焙じたもの。春の番茶と比べるとやさしい
香りと甘みがあります。

110g ￥572

チーズおかき
9枚入 ￥594
無添加のナチュラルチーズを真ん中にはさん
だおかきです。十数回も試作してたどり着いた
配合で、チーズと出し汁のバランスが絶妙
です。
おかきのサクサク感も楽しめます。
●原材料：もち米・カマンベールチーズパウ
ダー・パーム油・白醤油・粉糖・砂糖・みりん・
昆布・かつお節●製造者：精華堂霰総本舗
（東京都江東区）

有機ムング豆チップス
50g ￥299
有機 JAS 認証をうけた中国産の緑豆（ムング
豆）を 100％使用し、海塩で味付けしたお手
軽スナック。油も一切使っていないので、とて
もさっぱりと軽い仕上がりです。緑豆本来の
味をお楽しみいただけます。
●原材料：緑豆 *・食塩（海塩）●販売者：ア
リサン（埼玉県日高市）●原料原産地：中国

●原材料：乾燥デーツ
（ピアロム種）★●加工
者：バイオシード
（東京都台東区）●原料原産
地：イラン

100g ￥860

●原材料：緑茶★●製造者：健一自然農園
（奈良県大和郡山市）

番茶 /
春摘み番茶

煎茶

100g ￥860

葉っぱと茎の風味が混じりあい、野性的な渋み
と甘みがあります。
飲んだ後のほろ苦さは爽や
かです。
初夏刈り取りの「番茶」は葉が薄く味も
さっぱりとして飲みやすい味。
「春の番茶」は、
冬を越して春に刈り取られるため葉が厚く、味
も濃厚。番茶の味わいに加え、山草のような
清々しい香りがします。
●原材料：緑茶★●製造者：健一自然農園
（奈良県大和郡山市）

50g ￥860
渋みや苦みが少なく、ひかえめな甘さ。繊細
な上品さを醸し出しています。食前・食後の
ほっとひと息つきたいときに飲みたくなるよう
な味わいです。

●原材料：緑茶★●製造者：健一自然農園
（奈良県大和郡山市）

自然栽培

萎凋茶（リーフ）

自然の紅茶（リーフ）

自然栽培

菓子・珍味

有機カシューナッツ（生）
100g ￥497
このまま召し上がれます。製菓や炒めもの、
ローストしてサラダにのせても美味しいです。
無塩タイプ。
●原材料：カシューナッツ * ●加工者：アリ
サン（埼玉県日高市）●原料原産地：インド
/ベトナム

有機
（ 生）
ウォールナッツ（くるみ）
80g ￥885

和紅茶
有機レーズン

120g ￥475

粒が大きく、甘みが多く、渋みの少ない品種。
噛むと口の中にジューシーでリッチな味わいが
広がります。高級感ある風味で、無塩なのでお
菓子やパン・料理などに利用いただくのはも
ちろん、
ワインなどのおつまみにも◎

甘みが強く、種なしで皮の薄いトンプソンシー
ドレス種。
糖度を増し、果肉がやわらかくなる完
熟の房だけを収穫し、天日で乾燥しました。
オイ
ルコーティング無しです。
実の表面に結晶した
旨みあふれる糖分も含め、洗わずそのままパン
やお菓子に使うことができます。

（埼
●原材料：ウォールナッツ*●製造者：ノヴァ
玉県北本市）
●原料原産地：アメリカ合衆国

（埼玉県
●原材料：レーズン*●製造者：ノヴァ
北本市）
●原料原産地：アメリカ合衆国

50g ￥860
ほうじ茶を華やかにしたような香りと味のやさ
しさ。
身体に染み入るような紅茶は珍しいかも
しれません。
和菓子にも洋菓子にも合う包容力
を兼ね備え、ほっとする後味。
水出しすると雑味
がなくまろやかな甘みで、やさしい味わいが一
層引き立ちます。

60g ￥1,296

60g ￥1,296

茶畑に咲く、白い小さな花をイメージしてつ
くられた緑茶。収穫した茶葉を萎凋（いちょ
う）により半醗酵させることで、独特の香り
が生まれます。少し低めの温度（約80℃）で
淹れると甘みと華やかな香りを楽しめます。

醗酵させた茶葉を独自にブレンドしました。
甘い香り・コクのある味わい・やさしい渋
みは自然栽培で育つ中で生まれます。ミル
クと合わせるのもおすすめ。

●原材料：紅茶★●製造者：健一自然農園
（奈良県大和郡山市）

●原材料：緑茶★●製造者：横田農園（佐
賀県伊万里市）

お茶・コーヒー

自然栽培

●原材料：紅茶★●製造者：横田農園（佐
賀県伊万里市）

自然栽培
自然栽培
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有機ローストアーモンド

有機干しいちじく

80g ￥864

150g ￥972

その年に実った有機アーモンドの中から最大
サイズのものを選りすぐって収穫し、食塩を使
わずに、独自の浅煎りローストで加工していま
す。実が本来もつ旨み、甘みを引き出しながら、
安定した香ばしさを実現しました。

濃厚な甘みと独自のつぶつぶした食感です。
トル
コ・イズミール地方で栽培された、皮の薄いス
ミルナ種を、完熟した最大サイズの粒だけを限
定して収穫・加工。
おやつやおつまみに、パンや
お菓子に、
料理にと幅広く使用できます。

（埼玉
●原材料：アーモンド*●製造者：ノヴァ
県北本市）
●原料原産地：イタリア/スペイン

（埼玉県
●原材料：いちじく*●製造者：ノヴァ
北本市）
●原料原産地：トルコ

有機
フルーツ&ナッツミックス
120g ￥540
有機栽培のドライフルーツとナッツをミックス
しました。
自然な甘みが後をひきます。
そのま
ま食べるほか、お菓子づくりやパンづくりにも
おすすめです。
●原材料：レーズン*・ナツメヤシ*・オーツ麦粉
*・ひまわりの種*・くるみ*・りんご*・アーモンド
*●加工者：アリサン（埼玉県日高市）●原料原
産地：アメリカ合衆国

薪炒り
番茶
ティーバッグ 3g×10P入 ￥981
長年耕作放棄された茶畑に手を入れて、在
来種のお茶を自然栽培で守ろうという取り
組みで生まれた「薪炒り番茶」です。えぐ
みがなくまろやかでやさしい口あたり、香ば
しさがいつまでも余韻を引くお茶です。中国
茶のような華やかさすら感じられます。使い
やすいティーバッグタイプ。
●原 材 料：茶★●製 造 者：薪 炒り番 茶（ 静
岡県菊川市）

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

自然栽培

麦茶（粒）

麦茶
ティーバッグ

300g ￥450

10g×20P入 ￥540

300g×3 ￥1,282 5%OFF

10g×20Ｐ入×3 ￥1,539 5%OFF

自然栽培の大麦をじっくりと深煎りした麦茶。
釜に熱した砂と大麦を通し、熱された砂の遠
赤外線効果で麦の芯まで焙煎しました。香ば
しさと旨みをしっかりと感じられる麦茶です。
やかんに 1.5ℓのお湯を沸かし麦茶を約 30g
入れ 3 分ほど煮出して濾します。※夏季のみ
の販売です。

じっくりと深煎りした大麦を粉砕して、無漂白
のティーバッグに詰めました。香ばしさと旨み
をしっかりと感じられる麦茶を手軽にお楽し
みいただけます。
ティーバッグ 1P で水出しす
る場合は 1ℓの麦茶、煮出す場合は 1.5ℓの
麦茶ができます。

●原材料：大麦★●製造者：小西製粉（千葉
県匝瑳市）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

●原材料：大麦★●製造者：小西製粉（千葉
県匝瑳市）

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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1000ml

自然栽培

720ml

自然栽培
500ml

にんじんジュース
500ml

有機ハーブティー
カモミール

有機ハーブティー
ペパーミント

有機ハーブティー
レモンバーム

有機ハーブティー
ローズヒップ＆ハイビスカス

ティーバッグ 24g（20P入）￥724

ティーバッグ 28g（20P入）￥724

ティーバッグ 20g（20P入）￥724

ティーバッグ 50g（20P入）￥724

アンデスのふもとに生えるカモミー
ルは、とりわけ豊かな風味があり、
やわらかな香りと自然な甘みが特
徴のハーブティーです。温めた牛乳
にティーバッグを浸しはちみつを加
えると、カモミールミルクティーの
出来上がりです。保存料・添加物
は一切使用していません。

清々しい香りのハーブティーです。
リフレッシュしたいときやこってり
した料理の後に最適です。
カモミー
ルと合わせると、カモミールのやわ
らかな香りと甘みが加わったミック
スティーとなります。保存料・添加
物は一切使用していません。

アンデスの人々に 2000 年以上も
の間、愛飲されてきたお茶。柑橘系
の味わいとミントのようなスッキリ
感が魅力です。気分を引き締めたい
朝 などにおすすめしたいハーブ
ティーです。保存料・添加物は一
切使用していません。

甘酸っぱさに加え、深いコクのある
味わい。
アンデス名産のローズヒッ
プに鮮やかな赤色のハイビスカス
をブレンド。濃い目に出して糖を加
え、アイスローズヒップティーにし
ても美味しさ格別です。保存料・
添加物は一切使用していません。

●原材料：ペパーミント* ●輸入
者：PTハーブス
（東京都世田谷区）
●原料原産地：チリ共和国

●原材料：レモンバーム * ●輸入
者：PTハーブス
（東京都世田谷区）
●原料原産地：チリ共和国

●原材料：ローズヒップ*・ハイビスカ
（東京都世
ス*●輸入者：PTハーブス
田谷区）
●原料原産地：チリ共和国

●原材料：カモミール*●輸入者：
PTハーブス
（東京都世田谷区）
●原
料原産地：チリ共和国

みかんジュース

￥880

250ml ￥620

500ml×12 ￥10,032 5%OFF

250ml×12 ￥7,068 5%OFF

￥1,500

1000ml

250ml

720ml ￥1,750

1000ml×6 ￥8,550 5%OFF

720ml×12 ￥19,950 5%OFF

にんじんそのものを味わえる人気商品。
にんじんを丁寧に手洗いし、やわ
らかく火入れします。
そして細かく粉砕して裏ごしするという手間ひまをか
けたジュースは、青くさくなくとてもフルーティなのど越しです。

自然栽培みかんのフレッシュ感を残したまま、ジュースにしました。添加
物など一切加えずに搾った贅沢な 100% ストレートジュースです。のど
越しよくすっきりした後味をお楽しみいただけます。

●原材料：にんじん★・レモン果汁★●製造者：津南高原農産（新潟県津
南町）

●原材料：うんしゅうみかん★●製造者：○250ml/フレッシュファクトリートミ
ナガ
（愛媛県松山市）
○720ml/福田農場
（熊本県水俣市）

自然栽培

オーガニック
フェアトレード
アールグレイ紅茶
25P入 ￥864
良質な有機セイロン紅茶に有機ベルガモット
精油を贅沢に噴霧したアールグレイ紅茶の
ティーバッグ。柑橘系の爽やかな気品ある香り
と豊かな味わいが特徴です。品質の高いリーフ
用の茶葉を使用しているため、渋みが少なく、
紅茶本来の甘みと香りが楽しめます。夏場は
水出し紅茶がおすすめです。
●原材料：紅茶 *・ベルガモット香料 * ●輸
入 者：ノヴァ（ 埼 玉 県 北 本 市 ）● 原 料 原 産
地：スリランカ

マカイバリ茶園
ミックス茶（ダージリン紅茶）
100g ￥1,080
農薬・化学肥料不使用の紅茶。伝統あるマ
カイバリ茶園の最高級の茶葉を中心にミッ
クスしたダージリン紅茶です。厳選された香
りと豊かな味わいが体に広がり、心をほっ
とさせてくれます。
●原材料：紅茶*●輸入者：マカイバリジャパン
（東京都中野区）
●原料原産地：インド

ウガンダ
ドリップオンコーヒー
（レギュラー№6）
10g×5P入 ￥960
ウガンダの大自然の中、最低限の人の手入れの
みで自然栽培されたアラビカ種の豆を日本で
じっくり焙煎しています。雑味がなくクリアな味
わいが特徴で、香りの余韻がやさしく奥行きがあ
ります。甘み・苦み・酸みの絶妙なハーモニー
が味わえる手軽なドリップパック 5 袋入りです。

トマトジュース
1000ml

￥2,700

トマトの甘い香りがふわっと漂う、フルーティな
仕上がり。クセがなく口あたりもよいので、料理
にもご活用いただけます。ガスパチョ風の冷たい
スープや冷製パスタ、トマトカレーなどにもご利
用ください。
● 原 材 料：トマト★ ● 製 造 者：加 工 組 合さくら
（長野県松本市）

オーガニック
オレンジジュース

オーガニック
アップルジュース

200ml ￥286

200ml ￥286

有機オレンジをそのまま搾った 100％
オーガニックピュアプレストジュースです。
濃縮還元にはない、フルーツそのままの
味をお楽しみいただけます。

有機アップルをそのまま搾った 100％
オーガニックピュアプレストジュースです。
濃縮還元にはない、フルーツそのままの
味をお楽しみいただけます。

●原材料：オレンジ * ●輸入者：アリサン
（埼玉県日高市）
●原産国：フランス

ソフトドリンク

お茶・コーヒー

自然栽培

（埼
●原材料：りんご*●輸入者：アリサン
玉県日高市）
●原産国：フランス

●原材料：コーヒー豆★●製造者：クリスタル
（愛
知県名古屋市）
●原料原産地：ウガンダ共和国

自然栽培
自然栽培

コーヒー
粉 250g ￥1,450

コーヒー粉

豆 1kg（業務用）

豆 250g ￥1,450

豆 1kg（業務用）￥4,580
ウガンダで必要最低限の手入れで自然栽培された
アラビカ種の豆を、日本でじっくり焙煎したコーヒー
です。雑味がなくクリア。香りの余韻がやさしく、奥行
きがあります。
フルーティさと豆のコクが味わえま
す。焙煎はフルシティローストで、粉は中挽きです。
●原材料：コーヒー豆★●製造者：クリスタル
（愛知
県名古屋市）
●原料原産地：ウガンダ共和国
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水出しアイスコーヒー
50g×4P入 ￥1,750

有機
穀物コーヒーＭｉｘ
100g ￥961

アラビカ種の自然栽培コーヒー豆を深煎りし
たアイス用コーヒー。
豆を挽いてパックに詰め
ました。
1 ポット（約 1,400cc）用パックですの
で、容器に水と入れて一晩冷蔵庫に入れておけ
ば水出しコーヒーに。※夏季のみの販売です。

焙煎した穀物でつくられた穀物コーヒー。
ノン
カフェインのため、妊婦中や授乳中の方や胃
腸の弱い方・お子さまにもお召し上がりいた
だけます。
バニラアイスに穀物コーヒーをかけ
てアフォガード風にも。

●原材料：コーヒー豆★●製造者：クリスタル
（愛知県名古屋市）●原料原産地：ウガンダ
共和国

●原材料：ライ麦*・麦芽*・大麦*・チコリ*・イ
（東京都港区）●原
チジク*●輸入者：バーチ
産国：ポーランド

オーガニック
キッズカクテルジュース
200ml ￥286
6 種 類 の 有 機フル ーツをそのまま搾った
100％オーガニックピュアプレストジュースで
す。濃縮還元にはない、フルーツそのままの味
をお楽しみいただけます。
●原材料：りんご*・オレンジ*・いちご*・バナナ
*・マンゴー*・ラズベリー*●輸入者：アリサン
（埼玉県日高市）
●原産国：フランス

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

オーガニック
ジンジャーエール

オーガニック
アップルサイダー+レモン

250ml ￥151

250ml ￥151

国 産 有 機 生 姜を使 用した有 機ジンジャー
エールです。爽やかな飲み心地に有機生姜の
辛みが効いた味わいです。

有 機りんご・レモンを 85% 以 上 使 用。
砂 糖 不 使 用で 後 味 がすっきりした 有 機
JAS 認証のアップルサイダーです。

●原材料：砂糖 *・りんご果汁 *・生姜 *・レモ
ン果汁 *・すだち果汁 *・炭酸●販売者：光食
品（徳島県板野郡）

・炭酸
●原材料：果実（りんご *・レモン* ）
●販売者：光食品（徳島県板野郡）

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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※ 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者の酒類のご注文はお受けできません。
1.5L

ビオコーラ

北海道天然水
新水いぶき

355ml ￥507

ガルバニーナの名水と、シエ
ナの地 下から採 掘した天 然
炭 酸を使 用した、口あたり
マイルドな 微 炭 酸 のオーガ
ニック・コーラです。使用原
材料は植物性 100％でノン
カフェイン。有機スパイスを絶妙な配合でブ
レンドした、どことなく懐かしさを感じるやさ
しい味わいのコーラです。
● 原 材 料：糖 類（きび 糖 *・キャラメルシュ
・炭酸・酒石酸・香料●輸入者：バーチ
ガー*）
（東京都港区）
●原産国：イタリア

Choju
矢の沢水

5%OFF

ブナの原生林の奥深くに湧き出す天然水で、非
加熱の軟水です。
使いやすいペットボトル入り。

札幌市清田区の地下 140m の砂礫層から
採取したナチュラルミネラルウォーター。加
熱をせずフィルターも通さない無殺菌・無
除菌の水です。
のどを通りぬける感覚がとて
もスムーズ。飲水の他お料理にもお使いい
ただくことで、水が大切な料理素材の一部
となることがわかります。

●原材料：水（湧水）●製造者：ダイヤモンド
フーズ
（山形県川西町）

●原材料：水（鉱水）●製造者：北海道良水
（北海道札幌市）

500ml×24￥4,423 5%OFF
1.5L ￥399
1.5L×10￥3,790 5%OFF

ウォーターサーバー（本体のみ）

1台 ￥5,720

エアレスタイプのウォーターサーバーです。
専用ビニールパックやタンク内に空気
が入らない構造のため雑菌が繁殖しません。
電源をいれるといつでも手軽に冷水
と温水が使えます。
また水圧式ポンプのためモーター音がなく夜も静かで、常温
の水なら電源をささなくても使用できます。
そのため災害時や停電時も使えます。

10L×2 ￥6,156 5%OFF

【ウォーターサーバーの詳細】
●サイズ（mm）
：約308W 312D 1,170H●重量：約17.0kg●定格電圧：
AC100V●定格消費電力：電気冷水器75W/電気湯沸器350W●ヒーター：
バンドヒーター●使用場所：屋内用●電動機消費電力：100W●トータル消費
電力：425W●製造国：日本●保証期間：お買い上げの日より1年間

コック
（蛇口）
取り付けイメージ

【ウォーターサーバーの注意事項】
○原則として商品到着後のキャンセルは受付不可となります。
○保証期間中の不
具合はすべて無償交換とさせていただきます。
○保証期間を過ぎた場合は部品
代と片道分の送料をお客様負担として請求させていただきます。ただし、部品
に破損がなくサーバー本体機そのものに問題があった場合は本体・送料ともに
無料交換させていただきます。
○ナチュラル・ハーモニーの宅配を退会する際、
返品・処分はお受けできません。

養老山脈が生んだ岐阜県養老の天然水は、日本三大
銘水のひとつです。
それを加熱せず自然に近い環境の
まま採水したナチュラルミネラルウォーター。
花崗岩
層が多く程よくミネラルを含む中軟水です。
段ボール
に 10ℓのパックが入った状態でお送りします。
段ボー
ルの外からコック
（蛇口）
を取り付けるタイプです。

養老の天然水 ウォーターサーバー
専用ビニールパック
7.25L×2 ￥3,240 7.25L×4 ￥6,156

●原材料：水（鉱水）●製造者：養老ビバレッジ
（岐阜県養老町）

自然栽培

1L×10 ￥3,135

自然栽培 自然醗酵

●原材料：水（鉱水）
●製造者：養老ビバレッジ
（岐阜県養老町）

自然栽培 自然醗酵

あまざけ

豆乳
500ml ￥840

自然栽培大豆の味わいを活かし、名水
百選の出流原弁天池湧水で仕上げた豆
乳。
とろりとした濃厚さが特徴です。
その
ままでももちろん、器に盛ってわさび醤
油をかけたり、オリーブオイルと塩で食
べたり、黒蜜ときなこで和風デザートに
したりと様々楽しめます。
出し汁を加えて
濃厚豆乳鍋も◎。
●原材料：大豆★●製造者：フクダ
（栃木県真岡市）
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あまざけ
玄米あまざけ

PUKU プク

（乳酸醗酵飲料）

あまざけ

玄米あまざけ

160g ￥430

250g ￥530

250g ￥570

160g×12 ￥4,644 10%OFF

250g×10 ￥5,035

5%OFF

250g×10 ￥5,415

5%OFF

自然栽培米と蔵付きの天然麹菌で仕込んだ甘酒。砂糖は
不使用ですが、麹菌の力を十二分に引き出し糖化させてい
るので甘さが際立っています。
水や豆乳などと 1：1 で割っ
てお召し上がりください。
お料理やお菓子づくりにもどうぞ。
あまざけ … 粒感が残っているタイプ。
玄米あまざけ … 濃厚な風味。
なめらかなクリームタイプ。
●原材料：うるち米★●製造者：マルカワみそ
（福井県越前市）

自然発酵ビール

米焼酎（山廃酒母仕込み）

330ml ￥638

720ml ￥3,300

干し柿から起こした天然酵母で醸造したベル
ギー式のビールです。天然酵母に由来する白い
花のようなフローラルな香りと、穏やかな酸み
が楽しめます。貴重な天然菌で醸されたビール
をどうぞ。

自然栽培米を贅沢に使い、山廃酵母で長いと
きを刻みながら他にないほど丁寧に仕込まれ
た焼酎です。美味しさが染み渡り、上品な余韻
を楽しめます。ロックはもちろん、ジュースやお
茶などで割っても。単式蒸留・本格焼酎。

●原材料：大麦麦芽*・ホップ*●製造者：世嬉の
一酒造（岩手県一関市）●アルコール分：5％

●原材料：うるち米●製造者：杉井酒造（静岡
県藤枝市）●アルコール分：25度

自然栽培 自然醗酵

自然栽培 自然醗酵

蔵の宵 純米原酒（生もと・日本酒）

蔵の宵 純米（生もと・日本酒）

720ml ￥3,100

720ml￥ 2,800

「生（き）もと」で仕込んだ純米原酒。麹と水の力
で乳酸菌を増殖させて他の菌の発生を防ぎな
がら醸造する伝統的な方法です。自然栽培米を
使ったこの日本酒は、酸みもあってドライシェ
リーのような味わいです。ぬる燗がおすすめ。

キリッとした飲み口に、さっぱりしたお米の旨
みを感じながらも酸みの余韻が残ります。水
で割りアルコール調整しているので飲みやす
いお酒です。冷やしてワイン感覚で飲んでも、
熱燗で飲んでも美味です。

●原材料：うるち米●製造者：杉井酒造（静岡県
藤枝市）●アルコール分：18％以上19％未満

●原材料：うるち米●製造者：杉井酒造（静岡
県藤枝市）●アルコール分：13％以上14％未
満

自然栽培 自然醗酵

にいだの料理酒 旬味

天然酒（日本酒）

720ml ￥1,430

720ml ￥3,300

基本的に肥料を使わずに自社の田んぼで栽培
したお米を使用しています。塩が入っておらず、
そのまま飲んでも美味しい料理酒です。旨みが
しっかりあり、美味しい甘み・照りを料理に加
えることができます。和食全般はもちろん、ハン
バーグや餃 子のようなひき肉 料 理に使うと、
ふっくらと仕上がります。

自家採取した麹菌で仕込んだ微発泡の日本酒で
す。寺田本家蔵付きの酵母や乳酸菌など、天然菌
の生命力が満ち溢れているお酒。日本酒が苦手な
方でも飲みやすい、
フルーティな味わいが女性にも
人気です。要冷蔵。
●原材料：米★・米麹★●製造者：寺田本家（千葉
県神崎町）●アルコール分：16％
（2021年12月醸
造分）※仕込み時期により、
アルコール度や味わい
が変化します。

●原材料：米・麹●販売者：仁井田本家（福島県
郡山市）●アルコール分：17度

味醂酒

有機 三州味醂

自然栽培 自然醗酵

500ml ￥3,200

500ml ￥1,144

見た目はなめらかな甘 酒という感じの
PUKU。麹の甘い香りがふんわりと漂う、
とろりとした口あたりの飲みものです。植
物性乳酸醗酵飲料だから、お酒や乳製品
が苦手な方にもおすすめ。伝統ある酒蔵で
仕込まれたやさしい甘さの飲みものです。

自然栽培米と天然麹菌だけでつくられる本みりん。
山廃仕込みという古来の方法で日本酒を醸造し、単式
蒸留で焼酎にします。
そして焼酎にもち米を合わせて
仕込み、1 年以上の熟成期間を経て完成します。
全体では 2 年以上の歳月がかかっています。
デザート
ワインのような味わいが楽しめます。
お料理では素材
の味を失うことなく、芳醇な香り と深みのある甘み
が、最高の調味料としての役割を果たすでしょう。

自然の生態系の中で栽培された国内産の有機
栽培米を原料に、「米一升・みりん一升」とい
う 200余年本場三河の伝統的な醸造法でつく
りました。創 業 以 来みりん一 筋の蔵で育まれ
た有機三州味醂は、お米の自然な甘さ・旨み・
香り豊かな味わいです。

●原材料：うるち米★・米麹★●製造者：
寺田本家（千葉県神崎町）

●原材料：もち米★・米麹★●製造者：杉井酒造
（静岡
県藤枝市）
●アルコール分：14度以上15度未満

160g×24 ￥8,772 15%OFF

…

酒類

ソフトドリンク

10L ￥3,240

1L ￥330

500ml ￥194

養老の天然水 龍泉の雫
コック式パック

自然栽培 自然醗酵

自然醗酵

500ml

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

●原材料：もち米 *・米こうじ*・米焼酎 * ●販売
者：角谷文治郎商店（愛知県碧南市）●アルコー
ル分：13.5％

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品

25

サンダー・レッド 純粉石鹸
480g ￥1,045
1.5kg ￥2,310

ランドリー＆
バスウォーター

シャボン玉スノール
ボトル 1000ml

￥1,100

アルミキャップ式
500ml

5kg ￥6,534

つめかえ用 2.1L

￥1,991

￥1,738

100g

つめかえ用
1000ml

￥2,838
480g

ボトル

1.5kg

つめかえ用

つめかえ用

カミナリにびっくりするように汚れが落ちるの
が名前の由来です。洗濯から食器洗い・お掃
除に使える万能な粉石けんです。1922 年創
業から続く製法で、醤油を搾った残りの大豆
からとれる油を使っています。

原材料は竹炭と水だけとシンプル。国内産の
竹を土釜で数日間焼いた炭と水を混ぜたもの
です。炭と水を混ぜると水がアルカリ性になる
ため、酸性の汚れを落とすことができます。

水と純石けん分のみにこだわった無添加洗濯石け
ん。
ガンコな汚れがついた服から赤ちゃんの肌着まで
柔軟剤いらずで、ふんわりやわらかく洗い上がります。
液体タイプなので、全自動洗濯機やドラム式洗濯機
にお使いいただけます。※つめかえ用からボトルに詰
め替える際には、
じょうごなどをご使用ください。

● 原 材 料：脂 肪 酸ナトリウム（ 純 石けん分
99.9％）
●液性：弱アルカリ性●用途：洗濯用
（綿・麻・合成繊維用）、食器・調理器具用●製
造者：本宮石鹸工業所（東京都豊島区）

●原材料：竹炭灰抽出液・竹炭抽出液●液
性：弱アルカリ性●用途：綿・麻・絹・毛・合成
繊維等の洗濯、バス用●販売者：ラレシーブ
オーバンブー（東京都西東京市）

●原材料：純石けん分（30％脂肪酸カリウム・脂肪
酸ナトリウム）●液性：弱アルカリ性●用途：綿・麻・
レーヨン・合成繊維の洗濯●製造者：シャボン玉石
けん
（福岡県北九州市）

酸素系
漂白剤

洗たく槽
クリーナー

750g ￥572

500g ￥550

台所用せっけん
泡タイプ

純植物性シャボン玉浴用
（石鹸）
100g ￥165

バスサイズ155g ￥253
原料油脂に植物性油脂（パーム油）のみを
使用した無添加の浴用石けんです。泡立ち
がよく、すべすべとした洗い上がりです。固
形タイプ。
●原材料：石ケン素地●製造者：シャボン
玉石けん（福岡県北九州市）

アルガン石鹸

ガスール（固形）

145g ￥1,320

500g ￥1,760

モロッコに育つアルガンの木の実から採ったオイ
ルとトルコ・アダテペ産のエクストラバージンオ
リーブオイルを使って、コールド製法で手づくり
した石鹸。
うるおいとやわらかな手触りとハリを
肌に与え、
顔や髪・身体をすっきり洗い上げます。

モロッコで古くから石鹸のように使われてき
た粘土、ガスール。
クレイの原石を地下水で
溶かし、ろ過して太陽と風で乾かしたシンプ
ルなもの。洗顔・パック・洗髪・手づくりコ
スメの材料としても使うことができます。

●原材料：石鹸素地（エクストラバージンオ
リーブオイル・アルガンオイル・パームオイル・
ココナツオイル）●製造販売者：ナイアード
（東京都福生市）
●原産国：モロッコ

●原材料：モロッコ溶岩クレイ●製造販売
者：ナイアード（東京都福生市）●原産国：
モロッコ

ボトル 300 ml

￥2,123
洗濯やシミ抜きだけでなく、食器や台所用品、
ベビー用品の漂白・消臭・除菌や、塩素系漂
白剤が使用できないステンレス水筒の茶渋・
コーヒー渋の漂白にもご使用いただけます。
【使用できないもの】シルク・ウール・水洗い
の出来ない衣類・含金属染料で染めた衣類・
金属製の容器・ステンレス水筒の外装・アル
ミ製のもの・ボタン・バックル・漆器など。

ボトル

洗濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっか
り洗浄します。
ステンレス槽、プラスチック槽
のどちらでもお使いいただけます。粉タイプ。
※1 回分。
ドラム式洗濯機にはご使用いただ
けません。
●原材料：過炭酸ナトリウム（酸素系）
・界
面 活 性 剤（ 純 石 けん 分〔 脂 肪 酸 ナトリウ
ム〕）
・アルカリ剤（重曹）●製造者：シャボ
ン玉石けん（福岡県北九州市）

ボトル 520ml

無添加せっけんシャンプー
専用リンス

￥1,122

ボトル 520ml

無添加せっけんシャンプー

つめかえ用 420ml

￥1,122

￥803

つめかえ用 420ml

つめかえ用

洗浄力の高い「脂肪酸ナトリウム」を配合し、油汚
れや臭いもすっきり落とし、泡切れのよさも実感で
きます。液体タイプ。※つめかえ用からボトルに詰
め替える際には、
じょうごなどをご使用ください。
●原材料：純石けん分（23％脂肪酸カリウム・脂肪
酸ナトリウム）●液性：弱アルカリ性●液性：弱アル
カリ性●用途：食器・調理器具の洗浄用、
スポンジ
の除菌※石けん成分がポンプの吐出口や内部で詰
まった場合、ポンプを外し吐出口の詰まりを取り除
いた後、水またはぬるま湯で押して洗ってください。
●製造者：シャボン玉石けん
（福岡県北九州市）

朝摘み
ばら水

30ml ￥3,740

35ml ￥3,300

モロッコ ムゴナ産の香り高い朝摘みのダマ
スクローズをたっぷり使い、ゆっくりと丁寧
に蒸 留したハンドメイドのばら水。優 雅な
香りで肌を穏やかに引き締めながら、うる
おいを与えます。

モロッコだけに育つアルガンの木の実から
搾ったオイル。さらさらした触 感とフル ー
ティーな香りが特徴で、肌になじみがよく、
ふっくらみずみずしく整えます。美容液・フェ
イシャルケア・化粧水後の保湿ケアなどに
どうぞ。全身にもお使いいただけます。

アルガンの木の実の貴重なオイルとタイ特
産の果物ラムヤイの香りのミツロウのみで
つくったシンプルなクリーム。肌をみずみず
しく整え、乾 燥 から肌を守ります。フェイ
シャルケア・ヘアスタイリング・ネイルケ
アなど様々お使いいただけます。

● 原 材 料：ダマスクバラ花 水 ● 製 造 販 売
者：ナイアード（東京都福生市）●原産国：
モロッコ

●原材料：アルガニアスピノサ核油（アルガン
オイル）●製造販売者：ナイアード
（東京都福
生市）
●原産国：モロッコ

●原材料：アルガニアスピノサ核油・ミツロウ
●製造販売者：ナイアード
（東京都福生市）
●
原産国：モロッコ

100ml ￥2,200

せっけん
ハミガキ

シリンゴル
重曹

140g ￥440

￥803

ボトル

つめかえ用

必要な脂分を取りすぎることなく、汚れをやさし
く洗い流す無添加せっけんシャンプー。頭皮全体
に行き渡るようにお湯で予洗いしてから、シャン
プーの泡で髪の毛全体を洗ってください。最後に
しっかりすすぐことで、きしみやべたつきが軽減さ
れます。泡タイプ。
●原材料：水・カリ石ケン素地●製造者：シャボン
玉石けん
（福岡県北九州市）

ボトル

つめかえ用

石けんシャンプーでアルカリ性に傾いた髪を中和
し、
きし み・ゴワつきを防ぎます。
シャンプー後に
髪全体にリンスを馴染ませ、しっかりすすいでく
ださい。液体タイプ。※エタノール（アルコール）
に敏感な方はクエン酸を水に溶かしたものをお
使いください。
●原材料：水・グリセリン・クエン酸・エタノール・
クエン酸ナトリウム・キサンタンガム●製造者：
シャボン玉石けん
（福岡県北九州市）

一般的な歯磨き粉に含まれる発泡剤として
の合成界面活性剤は使用せず石けん素地を
使っているため、程よく泡立ちます。刺激が
少なくミントの香りがふんわり感じられるの
で、味覚が変わることがありません。
●原材料：炭酸カルシウム・水・ソルビトール・
シリカ・石ケン素地・ベントナイト・セルロース
ガム・香料（ペパーミント）●製造者：シャボン
玉石けん
（福岡県北九州市）

アルガンクリーム

アルガンオイル

クエン酸
300g ￥607

ビーワックスリップクリーム

2kg ￥1,287

10ml ￥1,320

中国・内モンゴルのトロナ鉱石から採取さ
れた天然の重曹です。
キッチン・バスルーム・
トイレなどのお掃除や消臭に大活躍。手づく
りお菓子の材料として、ベーキングパウダー
の代わりにお使いいただくのもおすすめ。暮
らしに役立つ万能な重曹です。※この商品
は食品規格として流通しているため、軽減税
率対象です。

アルカリ性の物質を中和する働きがあり、ア
ルカリ性の汚れに使用することができます。
水栓金具や水廻りの白い汚れ・水道水のカ
ルキや石鹸カス・尿のアンモニア臭やトイレ
の臭い消しにも有効です。重曹で掃除した後
にクエン酸水で仕上げ拭きすると中和されま
す。※この商品は食品規格として流通してい
るため、軽減税率対象です。

●原材料：炭酸水素ナトリウム●加工者：
木曽路物産
（岐阜県恵那市）
●原産国：中国

●原材料：クエン酸（無水）●加工者：木曽路
物産（岐阜県恵那市）

ネパールの野生のミツロウとヒマワリ油に、高山
シャクナゲの精油を加えてつくったリップクリー
ムです。
体温でやわらかく溶けて唇を乾燥からカ
バーしてくれます。
唇はなめらかでふっくらした
感触に。
ちょっとしたプレゼントにもとても喜ば
れるアイテムです。※秋〜春の期間限定販売。
●原材料：ヒマワリ油・ミツロウ・香料（高山
シャクナゲの精油）●製造販売者：ナイアー
ド
（東京都福生市）
●原産国：ネパール

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

日用雑貨

日用雑貨

￥550
つめかえ用 2.1L

●原材料：過炭酸ナトリウム
（酸素系）●製造
者：シャボン玉石けん
（福岡県北九州市）
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ボトル

バスサイズ 155g

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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かえる印の
ナチュラルかとり線香

Gem ドッグフード

30巻 ￥1,026

1.5kg ￥2,849

天 然 除 虫 菊 を 有 効 成 分とした 天 然 素 材
100% のかとり線香です。防腐剤・助燃剤・
着色料などの添加物も一切使用していませ
ん。1 巻あたりの燃焼時間は 7 時間 30 分
です。※春〜秋の期間限定販売。

すべて農 薬 不 使用で栽 培された原 材 料を
使用したドッグフード。ポストハーベストや
酸化防止剤を含めた添加物も一切不使用。
猫に与える場合は、茹でたササミ肉をほぐ
してこのドッグフードの上にのせて与えると
食べやすくなります。

●原材料：除虫菊粉末・除虫菊柏粉・木粉・タ
ブ粉末・ヤシガラ粉末●製造販売者：ライオ
ンケミカル（和歌山県有田市）

●原材料：ひまわり・マイロ・ホエイ・動物油・
海藻・かきがら●販売者：ジェムペットサー
ビス
（東京都町田市）

エルマクリーン検電器 ※

クラフトギフト袋

￥50

お菓子や雑貨・小瓶の調味料などを入れて、
ちょっとした贈りものにご利用ください。袋
には、適切に管理された森林の木材からつく
られた、環境配慮型の再生紙を使用してい
ます 。
「 米 味 噌 3 5 0 g 」と「 木 桶 熟 成 醤 油
200ml」がちょうど1個ずつ入る大きさです。
幅16.5cm 高22.5cm マチ9cm（持ち手
までの高さ 17.5cm）※耐静荷重 約5kg。
●原材料：袋（再生紙100%未晒片艶原紙
120g）
・ラベル（上質紙）●販売者：ナチュラ
ル・ハーモニー（千葉県八街市）

￥1,980
L 25〜27cm ￥1,980
M 22〜24cm

23〜27cm

自然栽培

￥2,310

自然栽培

●原材料：綿★93％・ポリエステル5％・ポリウ
レタン2％・ゴム糸混率レーヨン60%・ゴム40%
●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）

●原材料：綿★93％・ポリエステル5％・ポリウ
レタン2％・ゴム糸混率レーヨン60%・ゴム40%
●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）

ガラ紡のニットパンツ

ヘンプマスク
（立体タイプ）

自然栽培

フリー ￥6,380 （丈の長さ38cm）
指先部分はなく、親指を通す穴が開いていて、伸
ばして手に着けると指の第二関節辺りから肘の
手前まで、程よいフィット感でカバーします。
薄手
のレッグウォーマーとしても使えます。
細かな綿毛
のガラ紡糸により肌触りがよいウォーマーです。
●原材料：綿★93％・ポリエステル5％・ポリウ
レタン2％・ゴム糸混率レーヨン60%・ゴム40%
●販売者：益久染織研究所（奈良県斑鳩町）

1台 ￥5,500

（PGE-2014）
1台 ￥19,800

エルマクリーン検 電 器を使 用すると、
電 場 の 発 生 の 有 無 や強 弱を知ること
ができます。電気製品など電場が発生
している対象機器や電気配線により電
場が 発 生した床や壁に検 電 器を接 触
させると、赤いランプが点灯して電子
音が鳴ります。

日本の電気製品やコンセントにはアース線がない場合が多
く、電気製品一つひとつにアースをとることができません。
コ
ンセントに差し込み、電気製品にプラグインアース エルマク
リーンⅡを繋げることで、
アース線の役割をして電場を外に逃
がすことができます。磁場の影響を抑えることはできません。

●サイズ（mm）
：約130W 25D 20H●重量：約22g●
付属品：アルカリボタン電池（1.5V）x2個●検知範囲：最
高感度25V/m以上（ 5％）●製造国：日本●保証期間：お
買い上げの日より1年間●販売者：レジナ（千葉県市川市）

●サイズ（mm）：約95W 59D 32H（ACコード含まず）●重量：約135g ●付属品：
ワニ口クリップコード
（長さ：1.5m）x1本・USB端子コード
（長さ：1.5m）x1本●電源周
波数：50Hz /60Hz●動作温度範囲：0℃〜60℃●電源電圧：AC100 V 10 ％●消
費電流：7mA以下（動作時）●電場減衰率：90％●抑制周波数帯：30Hｚ〜3kHｚ●漏
洩電池抑圧対象機器AC100V50Hz/60Hz（ 単相2線式）●製造国：日本●保証期間：
お買い上げの日より1年間●販売者：レジナ
（千葉県市川市）

※エルマクリーンは電磁波測定士によるサポートが必要な商品です。ナチュラル・ハーモニー開催の電磁波関連セミナーの受講やお問い合わせの上、
ご購入を
お願い致します。

ガラ紡の和紡布
30 30

自然栽培

ガラ紡の和紡布
23 85

自然栽培

ガラ紡の和紡布
30 95

自然栽培

約30cm×95cm ￥1,980

約23cm×85cm ￥1,540

自然栽培綿を昔ながらの紡績機「ガラ紡」で
紡がれた糸。
その糸を丁寧に織り上げてつく
られたふきんは、石鹸や洗剤を使わず、ぬるま
湯で食器の汚れを落とします。手ふき・ハン
カチ・おしぼりとしても使えます。
※パッケー
ジ変更 ( 旧：ガラ紡の食器も洗えるふきん )。
2022 年 10 月より順次切り替え予定

吸水性がよいため、健康タオルでは体を洗うの
に少し重いとの女性の声から誕生した商品。
よ
く濡らして、石鹸なしでやさしくこするのがポイ
ントです。
男性の方でも、体洗いとしてお使いい
ただくには十分なサイズです。
※パッケージ変
更 ( 旧：ガラ紡の健康タオル ミニ )。2022 年
10 月より順次切り替え予定

定番サイズのタオルです。
女性やお子様でも使い
やすいタオルです。
かさ張らず持ち運びにも便利
です。
体を洗うときは、よく濡らしてやさしくこす
るのがポイント。
旅先で枕にかけたり、力仕事の
際の鉢巻きにしたりなど様々なシーンで活用して
ください。
※パッケージ変更 ( 旧：ガラ紡の健康
タオル )。
2022 年 10 月より順次切り替え予定

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）
●原産国：中国

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）
●原産国：中国

横約17cm×高さ約7cm（真ん中 約13cm）

やわらかなガラ紡糸が腰まわりから足首まで
たっぷり包み込むロングパンツ。
なめらかな肌
触りとほっとする温かさは、まるで布団にくる
まっているかのよう。部屋着にはもちろん、外
出用としてお使いいただけます。
●原材料：綿★93%・ポリエステル5%・ポリウ
レタン2%・ゴム糸混率レーヨン60%・ゴム40%
●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）

自然栽培

約30cm×30cm ￥880

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所
（奈良県斑鳩町）
●原産国：中国

￥9,680 （ W58〜75cm）自然栽培
L〜LL ￥10,450（ W66〜85cm）
M〜L

ガラ紡の和紡布
枕カバー

自然栽培

￥2,200

約43cm×65cm ￥4,620

ヘンプ（大麻）の平織とカラミ織を合わせた布
地でつくられた、ヘンプ 100％のマスクです。
内側にはヘンプの蚊帳生地を三重構造にして
いるため、呼吸がしやすく一年を通して快適
にお使いいただけます。
※洗うと多少縮みま
す。
※色はアイボリー（自然な生成り）
です。

吸 水 性が 高いので非 常に蒸 れにくい枕カ
バー。夏は涼しく快適で冬は温かい肌触りで
す。袋状で横から入れるタイプです。
※パッケージ変更 ( 旧：ガラ紡の枕カバー )。
2022 年 10 月より順次切り替え予定

●原材料：本体：ヘンプ
（大麻）
、
耳ひも：ゴム
（ポ
リエステル）
●製造者：菊屋
（静岡県磐田市）

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所
（奈
良県斑鳩町）
●原産国：中国

直送

自然栽培

ガラ紡の
和紡布シーツ

直送

ガラ紡の
和紡布ブランケット

（生地2枚重ね）

約145cm×240cm ￥19,800

約140cm×200cm ￥27,500

木綿本来の繊維のやわらかさを感じていただけます。
ガラ紡糸は吸水性と保
温性に優れているので、夏は汗を適度に吸収し冬は程よい温かさを保って、
心地よい睡眠環境を守ります。※送料込の価格です。
※パッケージ変更
( 旧：ガラ紡のシーツ )。2022 年 10 月より順次切り替え予定

益久染織研究所が自信を持ってつくったブランケット。
和紡布とガーゼを合わ
せ、全体にステッチをかけています。
夏は爽やか、冬は温かな、程よい睡眠環境
を保ちます。
お好みの面をお使いください。※送料込の価格です。
※パッケー
ジ変更 ( 旧：ガラ紡のブランケット )。
2022 年 10 月より順次切り替え予定

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所（奈良県斑鳩町）
●原産国：中国

●原材料：綿★●販売者：益久染織研究所（奈良県斑鳩町）
●原産国：中国

…

ナチュラル・ハーモニー
オリジナル商 品

衣類・寝具

日用雑貨

足の指の間の汗を効率的に吸収します。極
細ガラ紡糸で編み上げた薄地のやわらかさ
を活かして、足首部分にゴムは使わず伸縮性
のよいゴム編みを折り返して端を始末してい
ます。洗濯をした後縮んだ感じがしたときは
履く前によく伸ばしてみてください。

厚 手のくつした。足 首の部 分はゆるめのゴ
ム編み二重構造で、中のゴムが肌に直接触
れないようになっています。余分な締め付け
もなく、汗をかいてもしっかり吸収。ルーム
ソックスとしても、重ね履きの外側ソックス
とお使いいただけます。※パッケージ変更。
2022年10月より順次切り替え予定

ガラ紡のアーム&
レッグウォーマー

プラグインアース
エルマクリーンⅡ ※

（RVD-5060）

28

ガラ紡のくつろぎ靴下

ガラ紡の5本指靴下

主 原 料に自然 栽 培

自然栽培 … 原 材 料を使用

自家採 取・自然 発 生した

自然醗酵 … 菌や蔵 付きの麹 菌を使用

直送 … メーカー直送品
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ほんとの野菜は緑が薄い

野菜の裏側

1冊￥935

1冊 ￥1,540

有機マークがついていれば農薬の心配は
ないのか？ 「無添加」表示があれば安全
なのか？ 数ある情報の中から本物を見
分けるには？ 農薬はもちろん肥料すら
使わない「自然栽培野菜」の普及にかかわ
り続けたナチュラル・ハーモニー代表河
名 秀郎が語る、食を取り巻く衝撃の事実
を紹介。

きゅうりは 60 回、トマトは 45 回もの
農薬を使う？ いちご農家は表面の皮
をむいて食べる？ 野菜を食べるとガン
になる？ 日本は世界第 2 位の農薬大
国。
だけど肥料は完全に盲点。本物の野
菜の選びかたは？ どんな食べかたが
自然か？大人気の
「裏側」
シリーズ。

●河名 秀郎著●出版：日本経済新聞出
版社●208P

●河名 秀郎著●出版：東洋経済新報
社●235P

健康のトリック
1冊 ￥1,676
納豆を食べても血液はサラサラになら
ない／カルシウムを多く摂取しても骨は
丈夫にならない／コラーゲンで肌は潤
わない……など、巷にあふれる健康のト
リックを書いた一 冊。
いかにわたしたち
の得る情報が事実と異なるか。見えにく
い情報の裏側を解説しています。
●三好 基晴著●出版：花書院●241P

「健康食」はウソだらけ
1冊 ￥649
「健康食」の常識はウソだらけ！ ビタミン
C で風邪の予防ができる／アミノ酸でダイ
エットができる／「植物性」だから安全。健
康食の常識をするどくついた一冊。
どんな
食べものにもメリットがあればデメリットも
あります。正しい食生活の軸づくりに参考
となる内容。持ちやすい文庫本です。
●三好 基晴著●出版：祥伝社●248P

書籍
発酵遺産

タネが危ない

1冊 ￥1,980

1冊 ￥1,760

醗酵食品にまつわる歴史や業界の裏側、
天然菌による醗酵食品の開発秘話、自然
栽培を通じて考えるライフスタイル、世の
中にあふれる健康法のウソ。自然と天然
菌をテーマに自然と調和する人生観・生
きかたを提案する一冊。

在来種・固定種のタネのみを扱う埼玉
県飯能市にある野口種苗店の三代目
主人。世界の農業を席巻する F1（一代
雑種）技術がつくられてきた歴史を解
説し、自家採種をし伝統野菜を守り育
てる大切さを訴える。命を紡ぐ食料、野
菜について考えさせられます。

●三好 基晴／河名 秀郎著●出版：花書
院 ●290P

●野口 勲著●出版：日本経済新聞出版
社●203P

最初に読む料理本
1冊 ￥2,530
今ある素材で料理を組み立てるようにな
るためのレシピや教えが 詰まった料 理
本。単行本サイズなので持ち歩いて読む
ことが出来ます。
●古谷 暢康 監修・料理●出版：時雨出
版●240P
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