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風と光　商品リスト（カレー・調味料・こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

奄美カレー　甘口 内容量 180g 入数 24

4560342330044 本体価格 410円 賞味期間 1年

奄美カレー　中辛 内容量 180g 入数 24

4560342330051 本体価格 410円 賞味期間 1年

ｵｰｶﾞﾆｯｸヴィーガン
カレールゥ

内容量 150g 入数 24

4560342331287 本体価格 640円 賞味期間 1年

28品目不使用
カレールゥ

内容量 150g 入数 24

4560342331959 本体価格 540円 賞味期間 1年

奄美ベジタブル
レトルトカレー 中辛

内容量 200ｇ 入数 30

4560342331683 本体価格 330円 賞味期間 2年

オーガニックヴィーガン
レトルトカレー  野菜

内容量 180g 入数 24

4560342331942 本体価格 530円 賞味期間 2年

オーガニックヴィーガン
レトルトカレー  豆

内容量 180g 入数 24

4560342331973 本体価格 530円 賞味期間 2年

28品目不使用ヴィーガン
レトルトカレー

内容量 180g 入数 24

4560342332215 本体価格 500円 賞味期間 2年

有機ココナッツシュガー 内容量 250g 入数 24

4560342330679 本体価格 700円 賞味期間 無し

オーガニック
アガベスウィート

内容量 250ｇ 入数 12

4560342330716 本体価格 1000円 賞味期間 無し

有機砂糖 内容量 250g 入数 24

4560342330952 本体価格 300円 賞味期間 無し

有機スティックシュガー 内容量 3gx30 入数 24

4560342330938 本体価格 250円 賞味期間 無し

KH210510D2

ウコンの北限の地、奄美大島で島おこしとして島民が努力して特別栽
培した「生うこん」をたっぷり使用。その他20種類の香辛料を使い本格
的なカレールーに仕上げました。厳選された原料を使用し、保存料・着
色料は一切使用していません。はちみつを入れてマイルドな甘口。
オリジナルスパイス付。1袋は6皿分です。
アレルギー特定原材料（小麦）

ウコンの北限の地、奄美大島で島おこしとして島民が努力して特別栽
培した「生うこん」をたっぷり使用。その他20種類の香辛料を使い本格
的な中辛のカレールーに仕上げました。厳選された原料を使用し、保
存料・着色料は一切使用していません。
オリジナルスパイス付。1袋は6皿分です。
アレルギー特定原材料（小麦）

特徴・セールスポイント規格

1

2

3

4

世界で初めて開発したオーガニックヴィーガンカレールゥです。原料に
は一切、動物性のものを使用していませんので、ヴィーガンの方もそう
でない方も安心してご利用頂けます。1袋は5皿分です。 中辛
アレルギー特定原材料（小麦）

米粉使用。９つのスパイスと小麦粉を含めた28種類のアレルギー特定
品目の原料を使用していません。特定のものを食べられない方も食べ
られる方も家族そろって美味しく食べて頂けるオール植物性カレーで
す。1袋は５皿分です。
グルテンフリー対応

5

6

奄美産の生ウコンを使ったカレールゥをベースに喜界島産粗糖も原料
に使用したレトルトのベジタブルカレーです。ぶつ切りにした国産野菜
と大豆ミートを使用し、動物性原料を一切使用していないヴィーガン仕
様のカレーですが、どなたにも召し上がっていただける美味しさです。
もちろん化学合成添加物は使用していません。
アレルギー特定原材料（小麦）

弊社発売の有機ヴィーガンカレールゥを基本に、有機野菜（玉ねぎ、
じゃがいも、にんじん）をふんだんに使って煮込んだ本格レトルトカレー
です。動物性原料を使用せず、低GI値※甘味料の有機ココナッツシュ
ガーを使用しています。雑味の無い野菜本来のうまみを引き出した
オーガニックヴィーガンレトルトカレーをお楽しみください。 中辛
アレルギー特定原材料（小麦）

8

3種類の有機豆（ひよこ豆、レンズ豆、金時豆）と有機野菜を弊社発売
の有機ヴィーガンカレールゥで煮込んだ本格レトルトカレーです。動物
性原料を使用せず、低GI値甘味料の有機ココナッツシュガーを使用し
ています。滋味深くまろやかな味わいのオーガニックカレーです。
アレルギー特定原材料（小麦）

特定のものを食べられない方にも、食べられる方にも、おいしいカレー
を召し上がっていただきたい。そんな思いから生まれた28品目不使用
カレールゥを、レトルトにいたしました。9つの主要カレースパイスと小麦
を含めた28の食品を使用しておらず、オール植物性で米粉を使用した
野菜たっぷりのグルテンフリーカレーです。ヴィーガンの方ににお勧め
です。

低ＧＩ値（26）で砂糖の1.2倍の甘さがあることから使用量が25%ほど少
なく済みカロリーも抑えられ、現代の健康志向のライフスタイルに適し
た甘味料として、様々な分野で注目されています。 クセの無い、すっき
りとした甘さなので、食べ物、飲み物など素材を問わず簡単に取り入れ
ることができます。原産国名（メキシコ）
※吸湿しやすいため高温多湿の環境で放置しないでください。

P01

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

店舗での使用や携帯に便利な分包です。JAS有機登録認定機関に
よって認証されたグラニュータイプ砂糖は、クセがなくまろやかです。
コーヒー・紅茶に便利なスティックタイプのオーガニックシュガー。
原産国名（ブラジル）

9

10

注目の低ＧＩ値（35）無精製低果糖シュガーで、体内に脂肪として蓄積
されることが少ない性質があります。糖質の代謝に必要なビタミンＢ群
が含まれ、ナトリウム、カリウム、塩素、カルシウム、マグネシウムも豊
富に含まれています。アミノ酸がバランス良く含まれていてエネルギー
代謝を促進し細胞の老化を防ぎ、食物繊維イヌリンが含まれ腸内細菌
のバランスを整えます。原産国名（インドネシア）

11

JAS有機登録認定機関によって認証されたグラニュータイプ砂糖は、ク
セがなくまろやかでパン･お菓子作りをはじめとして、コーヒー･紅茶な
どにも良く合います。
原産国名（ブラジル）

12

7

VG

GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機
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VG

GF VG

GF VG



風と光　商品リスト（製菓・製パン・こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

有機ヴィーガン
醤油ラーメン

内容量 81ｇ 入数 12

4560342331980 本体価格 460円 賞味期間 6ヶ月

有機ヴィーガン
カップ焼きそば

内容量 101ｇ 入数 12

4560342332208 本体価格 500円 賞味期間 6ヶ月

有機ヴィーガン
野菜餃子（冷凍）

内容量
144ｇ
（18g

×8個）
入数 24

4560342332062 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

有機パンミックス粉
プレーン・全粒粉

内容量
270/
250ｇ

入数 12

4560342331843 (プレーン)
4560342331850 (全粒粉)

本体価格 370円 賞味期間
10ヶ月
/8ヶ月

風と光の お好み焼き粉 内容量 200ｇ 入数 24

4560342331713 本体価格 390円 賞味期間 1年

風と光の ホットケーキ
ミックス粉

内容量 200ｇ 入数 24

4560342331720 本体価格 390円 賞味期間 1年

風と光の
有機から揚げ粉

内容量 90ｇ 入数 24

4560342331744 本体価格 390円 賞味期間 1年

有機穀物で作った
天然酵母

内容量 3gx10 入数 30

4560342330297 本体価格 550円 賞味期間 1年

有機穀物で作った
天然酵母

内容量 9ｇ 入数 40×6

4560342330242 本体価格 160円 賞味期間 1年

有機穀物で作った
天然酵母・業務用

内容量 500ｇ 入数 20

4560342330075 本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ 賞味期間 1年

風と光有機
ベーキングパウダー

内容量 10gx4 入数 30

4560342331614 本体価格 450円 賞味期間 2年

業務用・有機
ベーキングパウダー

内容量 1ｋｇ 入数 6

4560342330341 本体価格 ｵｰﾌﾟﾝ 賞味期間 2年

KH210510D2
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有機濃縮果汁、有機コーンスターチと重曹(炭酸水素ナトリウム)を使っ
たアルミニュウム不使用のべーキングパウダーです。また第一リン酸
カルシウムも使用していません。ユーロ有機認証品です。ホットケー
キ、パウンドケーキ、クッキー、ドーナッツ、マフィン、蒸しパン、お饅頭
などを作るときにご利用ください。原産国名（ドイツ）

有機穀物を栄養源にして、オーガニックの栄養素で育てたドライイース
トタイプの天然酵母です。廃糖蜜や化学薬品等は一切使用しておら
ず、イーストが大量生産される前の時代の、素朴な原料と方法によっ
て作られた業務用の酵母です。原産国名（ドイツ）アレルギー特定原材
料（小麦）
※常温保存品ではございますが、酵母の働きが衰える危険性があり
ますので25℃以上の環境に放置しないでください。

日本初の有機JAS認証ヴィーガンカップ焼きそば。「有機原材料でここ
まで美味しく作れた」という自信作です。ソースは昆布と椎茸ｴキスを使
用しコクと旨味を。モンゴルかんすいを使用し低温乾燥したノンフライ
麺。具材にはキャベツを使用。いつでもどこでも食べられるカップ麺の
使いやすさを兼ね備えた、オーガニック認証の有機焼きそばをどうぞ
お楽しみください。
アレルギー特定原材料（小麦、大豆、りんご）

有機穀物を栄養源にして、オーガニックの栄養素で育てたドライイース
トタイプのパン用酵母。(有機JAS認証品)原料は全て遺伝子組換フ
リー（ドイツLACON有機認定団体認証）。ホームベーカリー１斤用使い
切りタイプなので計量の必要がありません。原産国名（ドイツ）
アレルギー特定原材料（小麦）
※常温保存品ではございますが、酵母の働きが衰える危険性があり
ますので25℃以上の環境に放置しないでください。

有機穀物を栄養源にして、オーガニックの栄養素で育てたドライイース
トタイプの天然酵母です。手ごねでパンを作ったり、製菓に使用するの
に最適です。癖の無い酵母なので、材料の風味を引き出すにはお勧
めの酵母です。原産国名（ドイツ）アレルギー特定原材料（小麦）
※常温保存品ではございますが、酵母の働きが衰える危険性があり
ますので25℃以上の環境に放置しないでください。

有機薄力粉と有機強力粉と有機コーンスターチのブレンドにより、サ
クッと揚がります。厳選した有機香辛料と有機香味野菜でスパイシー
に、さらに日本最古の醤油蔵元が作った天然醸造醤油パウダーを加
えることで旨味と風味をプラス。お好みの具材（肉・魚・野菜など）の味
が生きるおいしいから揚げが出来上がります。
アレルギー特定原材料（小麦）

世界で初めての有機JASを取得したヴィーガン野菜餃子です。JAS基
準を満たした有機栽培小麦を使用した皮を使い、有機のこだわりの原
料を使用したオーニック餃子です。具には大豆ミートを使用しています
ので、ヴィーガンの方も安心してお召し上がりください。
アレルギー特定原材料（小麦、大豆、ごま）

有機JAS認証の有機原料を使ったホームベーカリー用ミックス粉です。
使い切りタイプの１斤分２５０ｇの容量です。
小麦は有機全粒粉を100％使用していますので香ばしい独自の風味を
お楽しみいただけます。ホームベーカリーでも手ごねでもご利用いただ
けます。
アレルギー特定原材料（小麦）

お好みの具材のおいしさが引き立つように余計なものは加えていませ
ん。有機小麦粉に削り節パウダーの香ばしさと旨みをプラスし、控え目
な味付けにしてあります。EUでは有機認証を取得しているアルミニウ
ムフリーのベーキングパウダーを加えることで、ふんわり焼き上がりま
す。お好み焼きの他、たこ焼き・ねぎ焼き・にら焼きなどの生地としても
お使いいただけます。
アレルギー特定原材料（小麦）

有機小麦粉のおいしさを味わっていただきたくて、シンプルな材料で飽
きの来ない味に仕上がるように作りました。EUでは有機認証を取得し
ているアルミニウムフリーのベーキングパウダーを使用しています。
ホットケーキの他、パンケーキ・蒸しパン・ドーナツ・クッキーなどにもお
使いいただけます。
アレルギー特定原材料（小麦）

12

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

有機濃縮果汁、有機コーンスターチと重曹(炭酸水素ナトリウム)を使っ
たアルミニュウム不使用のべーキングパウダーです。また第一リン酸
カルシウムも使用していません。ユーロ有機認証品です。お得な業務
用サイズ。ホットケーキ、パウンドケーキ、クッキー、ドーナッツ、マフィ
ン、蒸しパン、お饅頭などを作るときにご利用ください。
原産国名（ドイツ）

P02

3

4

特徴・セールスポイント

6

規格

1

2

用意するのはお湯だけ、日本初のオーガニックでヴィーガンのカップ
ラーメン登場。環境にも配慮した紙製容器を使用。野菜と昆布の旨み
を感じる有機の醤油ダレを使用。低温乾燥したノンフライ麺の具材に
は京都九条ねぎとわかめを添付。稲庭うどんから引き継いだ麺のコ
シ、旨味を手軽なカップ麺でご賞味ください。
アレルギー特定原材料（小麦、大豆、ごま）

有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG



風と光　商品リスト（喜界島・紅大豆・こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

国産有機黒糖
ふんまつ

内容量 100g 入数 24

4560342330785 本体価格 550円 賞味期間 無し

国産有機黒糖
かち割り

内容量 100g 入数 24

4560342330792 本体価格 550円 賞味期間 無し

杉俣絋二朗作
喜界島黒糖(粉末)

内容量 110g 入数 20

4560342330259 本体価格 380円 賞味期間 無し

杉俣絋二朗作
喜界島黒糖(かち割り)

内容量 110g 入数 20

4560342330266 本体価格 380円 賞味期間 無し

喜界島粗糖 内容量 500g 入数 20

4560342330013 本体価格 350円 賞味期間 無し

喜界島粗糖 内容量 250g 入数 24

4560342330969 本体価格 230円 賞味期間 無し

国産有機いりごま 内容量 30g 入数 30

4560342330815 本体価格 550円 賞味期間 10ヶ月

国産有機すりごま 内容量 30g 入数 30

4560342331379 本体価格 550円 賞味期間 10ヶ月

喜界島産特別栽培
いりごま

内容量 30g 入数 30

4560342330198 本体価格 480円 賞味期間 10ヶ月

喜界島産特別栽培
すりごま

内容量 30g 入数 30

4560342330228 本体価格 480円 賞味期間 10ヶ月

紅大豆 甘納豆 内容量 40g 入数 30

4560342332109 本体価格 230円 賞味期間 4ヶ月

オーガニックパン粉 内容量 100g 入数 20

4560342330235 本体価格 270円 賞味期間 1年

KH210510D2

有機小麦粉、有機穀物で作った天然酵母、食塩の３つの原料で有機
食パンを作り、パンの耳も含め、丸ごと粉砕乾燥して作ったオーガニッ
クパン粉で、サクサクとした香ばしい仕上がりです。有機オリーブオイ
ルは焼き型に塗るために使用しています。
アレルギー特定原材料（小麦）

10

12

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

11

「日本で最も美しい村」に認定された鹿児島県喜界島産特別栽培白ご
まを１００％使用しています。特別栽培は栽培期間中農薬と化学肥料
の使用量を一般慣行栽培の１/２以下にしたものです。
アレルギー特定原材料（ごま）

山形県川西町特産の特別栽培された紅大豆(べにだいず)を丹精込め
て甘納豆にしました。紅大豆の紅色の果皮にはポリフェノールの一種
アントシアニンが含まれています。もっちりとした独特の風味と甘さ控え
めのおいしさをお楽しみ下さい。食べきりサイズなので、バックに入れ
て手軽にご賞味ください。
アレルギー特定原材料（大豆）

7

8

9

規格

1

2

「日本で最も美しい村」に認定された喜界島産の有機栽培サトウキビで
作った有機JAS黒糖です。隆起サンゴ礁から出来た島は弱アルカリ性
の土壌で、そこから作られた黒糖やザラメはえぐ味もなくコクがあり、島
民は「味醂いらず」と言っています。「黒糖のイメージが変わった」「一度
使うと他の黒糖は使えない」と話す方もいて、和食にはもちろん、和洋
中問わずお料理にご利用ください。

特徴・セールスポイント

「日本で最も美しい村」に認定された喜界島産の有機栽培サトウキビで
作った有機JAS黒糖のかち割りタイプです。そのままおやつとして、ま
たスポーツ後のエネルギーチャージにもお勧めできます。

「日本で最も美しい村」に認定された喜界島産の特別栽培サトウキビで
作った黒糖です。杉俣さんが作る黒糖は淡白で上品なコクがあり、色も
白いことから「和三盆」に似ていると言われています。

「日本で最も美しい村」に認定された喜界島産の特別栽培サトウキビで
作った黒糖でそのままおやつとして、またスポーツ後のエネルギー
チャージにもお勧めできます。

隆起珊瑚礁の島・喜界島。アルカリ土壌で栽培されたさとうきびのお砂
糖はミネラルも多く、「こく」と「うま味」があり、煮物などにお使いいただ
ければ、「味醂要らず」というほどの美味しさです。あらゆる料理のほ
か、コーヒー、紅茶に良く合います。

喜界島さとうきび粗糖はプレゼントに最適です。隆起珊瑚礁の島・喜界
島。アルカリ土壌で栽培されたさとうきびのお砂糖はミネラルも多く、
「こく」と「うま味」があり大変好評です。

「日本で最も美しい村」に認定された鹿児島県喜界島産有機栽培白ご
まを１００％使用しています。喜界島は世界で初めての「オーガニックア
イランド」を目指しており、離島の環境維持と生活向上を兼ねた、島お
こし活動を目的としております。
アレルギー特定原材料（ごま）

「日本で最も美しい村」に認定された鹿児島県喜界島産有機栽培白ご
まを１００％使用したすりごまです。他の産地のものに比べて小粒です
が、香りが高く様々な料理やお菓子にお使いいただけます。
アレルギー特定原材料（ごま）

「日本で最も美しい村」に認定された鹿児島県喜界島産特別栽培白ご
まを１００％使用しています。特別栽培は栽培期間中農薬と化学肥料
の使用量を一般慣行栽培の１/２以下にしたものです。いりゴマは丁寧
に手作業で炒っていますので風味が違います。
アレルギー特定原材料（ごま）

P03
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風と光　商品リスト（こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

有機麻の実ナッツ 内容量 180g 入数 12

4582144960113 本体価格 1850円 賞味期間 18ヶ月

有機 麻の実ナッツ
(非加熱)

内容量 180g 入数 12

4582144960533 本体価格 1650円 賞味期間 18ヶ月

有機 ヘンプパウダー 内容量 180g 入数 12

4582144960496 本体価格 1550円 賞味期間 18ヶ月

有機 麻の実油 内容量 230g 入数 12

4582144960175 本体価格 1800円 賞味期間 18ヶ月

ローシクオーガニック
チョコレート-ハイカカオ77％

内容量 37g 入数 15

4518568021116 本体価格 500円 賞味期間 1年

ローシクオーガニック
チョコレート-ブルーベリー

内容量 37g 入数 15

4518568021130 本体価格 500円 賞味期間 1年

ローシクオーガニック
チョコレート-スパイス

内容量 37g 入数 15

4518568021147 本体価格 500円 賞味期間 1年

ローシクオーガニック
チョコレート-コーヒー

内容量 37g 入数 15

4518568021154 本体価格 500円 賞味期間 1年

ローシクオーガニック
チョコレート-ストロベリー

内容量 37g 入数 15

4518568021161 本体価格 500円 賞味期間 1年

ローシクオーガニック
チョコレート-マイルド50％

内容量 37g 入数 15

4518568021178 本体価格 500円 賞味期間 1年

KH210510D2

P04
規格 特徴・セールスポイント

1

ガンマ・リノレン酸を含む希少な食品です。契約農家で栽培された有機
麻の実の殻を取り除いた中身の部分です、硬い殻が取り除かれており
大変やわらかなので、小さいお子様から年配の方までお勧めできま
す。ナッツのような風味はどんなお料理にも合います。ドリンクに加え
たり、カレーやシチューの隠し味にお楽しみください。栄養満点・天然
のサプリメントです！原産国名（カナダ）

4

「麻の実油」はフレッシュグリーンの風味とナッツのコクが特徴的なオイ
ルです。見た目にも美しく、料理の彩りに一役買ってくれます、パンに
ディップしたり、サラダや冷奴カルパッチョなどにかけたりと、和食にも
合わせやすく納豆に少し混ぜるのもおすすめです。温かいパスタや
スープには火を止めて仕上げ（食べる前）に発酵食品と相性がよいの
で味噌汁に少し加えるとぐっとコクが増します。原産国名（カナダ）

2

非加熱の麻の実は、ほんのりリフレッシュグリーンを感じる軽い風味で
す。麻の実ナッツは消化吸収のよい良質な植物性たんぱく質、必須脂
肪酸を大変バランスよく含んでいます。さらに現代の食生活に不足し
がちな鉄・銅・亜鉛・マグネシウムが豊富。美容食としてもオススメで
す。　原産国名（カナダ）

3

ガンマ・リノレン酸を含む希少な食品です。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。豆乳やジュースに混ぜるほか、お菓
子づくりにも最適です。食物繊維が豊富なので、整腸作用のある漢方
薬として使われています。「便秘」に悩む方にはお勧めです。原産国名
（カナダ）

5

カカオ77%、高カカオチョコレートとは思えない驚きのくちどけ。
貴重なペルー産の希少カカオ・クリオロ使用。 原料は石臼を使って手
作業で混合、低速低温で粉に挽かれることで酵素や抗酸化物質等の
有効栄養成分が生きています。増粘剤、乳化剤を始めとする添加物を
含まず、甘みは低GI値のココナッツシュガーを使用しています。

6

カカオ 42％、人気のブルーベリーフレーバー。
上品な果実の味わいが食後も持続。市販のチョコレートにはない、幸
福度の高い後味。貴重なペルー産の希少カカオ・クリオロ使用。 原料
は石臼を使って手作業で混合、低速低温で粉に挽かれることで酵素や
抗酸化物質等の有効栄養成分が生きています。甘みは低GI値のココ
ナッツシュガーを使用しています。原産国名（エストニア）
アレルギー特定原材料に準ずるもの（カシューナッツ）

7

カカオ 55％、ワインやウイスキーなどにも相性抜群。貴重なペルー産
の希少カカオ・クリオロ使用。 原料は石臼を使って手作業で混合、低
速低温で粉に挽かれることで酵素や抗酸化物質等の有効栄養成分が
生きています。添加物を含まず、甘みは低GI値のココナッツシュガーを
使用しています。原産国名（エストニア）
アレルギー特定原材料に準ずるもの（カシューナッツ）

8

カカオ 42％、有機コーヒーをブレンドしたフレーパータイプ。
苦みが少なく、優しい口当たり。貴重なペルー産の希少カカオ・クリオ
ロ使用。 原料は石臼を使って手作業で混合、低速低温で粉に挽かれ
ることで酵素や抗酸化物質等の有効栄養成分が生きています。甘み
は低GI値のココナッツシュガーを使用しています。原産国名（エストニ
ア）
アレルギー特定原材料に準ずるもの（カシューナッツ）

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

9

カカオ 42％、有機ストロベリーをブレンドしたフレーバータイプ。
さわやかな酸味と甘さの絶妙なバランス。貴重なペルー産の希少カカ
オ・クリオロ使用。 原料は石臼を使って手作業で混合、低速低温で粉
に挽かれることで酵素や抗酸化物質等の有効栄養成分が生きていま
す。増粘剤、乳化剤を始めとする添加物を含まず、甘みは低GI値のコ
コナッツシュガーを使用しています。原産国名（エストニア）
アレルギー特定原材料に準ずるもの（カシューナッツ）

10

カカオ 50％、乳製品不使用とは思えない、驚きの食べやすさ。
乳アレルギーの方にもおすすめ。貴重なペルー産の希少カカオ・クリオ
ロ使用。 原料は石臼を使って手作業で混合、低速低温で粉に挽かれ
ることで酵素や抗酸化物質等の有効栄養成分が生きています。添加
物を含まず、甘みは低GI値のココナッツシュガーを使用しています。原
産国名（エストニア）
アレルギー特定原材料に準ずるもの（カシューナッツ）

非有機

有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

オーガニックローチョコレートは ローシク

オーガニック

ローチョコレート
嗜好品から健康を考えた

ビューティフードへ進化！

エストニア産

三拍子そろった究極のチョコレート

・北欧のエストニア産

・石臼を使って原料を手作業で混合

・48度以下で酵素が保護されたローチョコ

・甘みは低GI値のココナッツシュガー使用

・貴重なペルー産の希少カカオ・クリオロ使用

・エストニア原産の自生種のベリー使用

オーガニック（Oｒganic) ヴィーガン（Vegan） ロー（Raw)

10月～3月

冬季限定品



風と光　商品リスト（タイ有機調味料・こだわり国産食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

オーガニック
グリーンカレーペースト

内容量 100ｇ 入数 12

885 92005 00368 本体価格 580円 賞味期間 18ヶ月

オーガニック
マッサマンカレーペースト

内容量 100ｇ 入数 12

885 92005 00399 本体価格 580円 賞味期間 18ヶ月

オーガニック
トムヤムペースト

内容量 100ｇ 入数 12

885 92005 00405 本体価格 580円 賞味期間 18ヶ月

オーガニック
ガパオソース

内容量 200ｇ 入数 12

885 92005 00610 本体価格 580円 賞味期間 2年

オーガニック
スイートチリソース

内容量 200ｇ 入数 12

885 92005 00641 本体価格 480円 賞味期間 2年

オーガニック
シラチャーソース

内容量 250ｇ 入数 12

885 92005 00733 本体価格 580円 賞味期間 2年

オーガニック
ココナッツミルク

内容量 160ml 入数 12

885 92005 00580 本体価格 220円 賞味期間 2年

オーガニックバージン
オリーブオイル

内容量 1000ml 入数 12

885 92005 00986 本体価格 1380円 賞味期間 2年

MCTオイル100EX 内容量 500ml 入数 12

8859200500948 本体価格 1980円 賞味期間 2年

マヌカハニー 内容量 250g 入数 12

940 05540 00555 本体価格 3480円 賞味期間 5年

極上生もずく酢 ２食入 内容量 200g 入数 20

4958544631500 本体価格 OPEN 賞味期間 3ヶ月

極上生もずく
（和風旨たれ付）２食入

内容量 120g 入数 20

4958544631500 本体価格 OPEN 賞味期間 3ヶ月

KH210510D2

P05
規格 特徴・セールスポイント

1

グリーンが映えるタイカレーの代表選手
マイルドな甘みと旨み、辛さのバランスが特徴のタイカレーの代表選手
です。辛いものが苦手な方やお子様にも好評な誰もが納得のグリーン
カレーです。ご飯でも、茹で立てのそうめんにかけても合う不思議なカ
レーです。原産国名（タイ）
・グルテンフリー ・ヴィーガン対応（食品表示による）
・2～4人分 ・本格レシピ付き　別添:オーガニック スイートバジル付き

2

ガッツリ系が愛してやまない有名選手
スパイスとコクのハーモニー。激辛ではありませんがガッツリ系にはオ
ススメの誰もが知るタイのマッサマンカレーです。骨つきチキンを一緒
に煮込めば最高の味わいが楽しめます。 原産国（タイ）
・グルテンフリー ・ヴィーガン対応（食品表示による）
・2～4人分 ・本格レシピ付き　別添:オーガニック スイートバジル付き

3

知らない人がいないトムヤムクン
トムヤムクンでお馴染みのタイ料理のスープの王様です。エビを入れ
たらトムヤムクン、魚を入れたらトムヤムプラーと呼ぶ、辛くて酸っぱい
女子のお気に入り料理です。もちろん男子にも人気上昇中。 原産国
名（タイ）
・グルテンフリー ・ヴィーガン対応（食品表示による）
・2～4人分 ・レシピ付き、別添:オーガニック コブミカンの葉付き

4

激辛ファン必須！　本場のガパオがササっと作れます！
ひき肉、玉ねぎ、ニラなどと一緒に炒めるだけで本場のガパオが作れ
る激辛ファンには絶対オススメの炒め物用ソースです。もちろん半熟
目玉焼きはマストアイテム。ご飯にも合いますがパスタをからめてオリ
ジナル「ガパロンチーノ」に挑戦してみてはいかがですか？。原産国名
（タイ）・グルテンフリー ・ヴィーガン対応（食品表示による）
アレルギー特定品目（大豆）

5

アジアの定番ソースがオーガニックに！
春巻きや揚げ物など何にでも相性抜群のオーガニックスイートチリソー
スです。とかく調味料関係商品は添加物が多くて心配なもの、そんな
あなたにぴったりの安心で美味しいスイートチリソースです。もちろん
炒め物にも使えます。 原産国名（タイ）　・4～8人分
・グルテンフリー ・ヴィーガン対応（食品表示による）

6

アメリカから上陸! 激辛ファンにはたまらない流行間違い無しのタイ生
まれのソース
元々はタイのシラチャーという街で生まれた激辛万能ソース。スパイ
シーな辛さのサルサ風味のチリソー ス。何がなんだかわからないけれ
ど、とにかく何にでもかけて食べたくなる不思議なソースです。しかも有
機JAS認定のオーガニック。とかく調味料は添加物が多くなりがちなも
のですからオーガニックのものが嬉しいですね。原産国名（タイ）

7

うれしい使い切りサイズで新登場！
タイ料理にはタイ産種使用のココナッツミルクがバッチリ
タイ料理ペーストシリーズにもうひと加えするのにちょうど良いサイズ
の有機JAS認定取得のオーガニックココナッツミルクです。おかし作り
やココナッツミルクスムージーやココナッツシェイクなどにもお使いいた
だける万能品です。容器の缶はオーガニック商品ですので、もちろん
BPA（ビスフェノールA）対応タイプを使用しています。原産国名（タイ）

8

低価格の高品質オリーブオイル新登場！
有機のオリーブオイルですがペット容器を採用することで流通コストを
大幅ダウン。品質を保ちながら低価格のオリーブオイルです。トルコ産
で苦味がほとんど無くマイルドで深い味わいです。
原産国名（トルコ）

9

肝臓で分解されたMCTオイルはケトン体を作り出し、体や脳のエネル
ギー源として活用されます。脂肪燃焼や脳に働きかける事で認知症予
防で知られていますが、実は殺菌力が強く、体内では殺菌やウイルス
を撃退する役目もあります。無味無臭だから使い方も簡単で、コーヒー
や紅茶、豆乳やヨーグルトに混ぜたり、料理にかけたりするだけです。
手軽に摂取できるMCTオイルにはたくさんの可能性があります。原産
国名（マレーシア）（内容量　250mlもあります）

10

ニュージーランドの北島で自生しているマヌカの花から採取したクリー
ミーなハチミツです。その抗菌性が広く知られていますが、世界中で認
証されているUMF値10＋の本物のアクティブマヌカハニーです。本場
ニュージーランドではマヌカハニーは医療現場でも活躍しています。使
い方は簡単で通常の蜂蜜と同じです。原産国名（ニュージーランド）
※UMF値（抗菌性を数値化したものをUMFの数値で表します）

11

沖縄・知念産の完熟モズク。多くのモズクは、塩蔵（塩漬け加工）する
ことで栄養が激減、商品に仕上げるげるために加工する時は必ず塩
抜きをしますので、モズクの有効成分の多くが失われます。食物繊維
は1/4以下に。完熟した生モズクには、本来の栄養がたっぷり含まれて
います。
内容量 200ｇ（もずく40g・調理酢60g）、冷凍150日（解凍後29日）

12

沖縄・知念産の完熟モズク。多くのモズクは、塩蔵（塩漬け加工）する
ことで栄養が激減、通常加工する時は必ず塩抜きをしますので、モズ
クの有効成分の多くが失われます。食物繊維は1/4以下に。完熟した
生モズクには、本来の栄養がたっぷり含まれています。南アルプスの
地下水を使用し創業100年のお酢のメーカーが製造したタレまで美味
しいです。
内容量 120ｇ（もずく40g・旨たれ20g）、冷凍150日（解凍後29日）

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
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有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機
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GF VG



風と光　商品リスト（こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

サラダサバ
 (プレーン)

内容量 1切 入数 20

4589772101130 本体価格 280円 賞味期間 1.7年

サラダサバ
 (カレー)

内容量 1切 入数 20

4589772101147 本体価格 280円 賞味期間 1.7年

サラダサバ
 (ブラックペッパー＆ガーリック)

内容量 1切 入数 20

4589772101154 本体価格 280円 賞味期間 1.7年

国産鶏サラダチキン
 (プレーン)

内容量 100g 入数 30

4589772100058 本体価格 320円 賞味期間 1.7年

国産鶏サラダチキン
(カレー)

内容量 100g 入数 30

4589772100072 本体価格 320円 賞味期間 1.7年

国産鶏サラダチキン
(ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ&ｶﾞｰﾘｯｸ)

内容量 100g 入数 30

4589772100331 本体価格 320円 賞味期間 1.7年

国産鶏サラダチキン
 (長ネギ＆生姜)

内容量 100g 入数 30

4589772100348 本体価格 320円 賞味期間 1.7年

あまえび 大判 内容量
あまえび
11枚入

入数 10

4977889007016 本体価格 340円 賞味期間 ４ヶ月

ごま 大判 内容量
ごま

18枚入
入数 10

4977889007023 本体価格 340円 賞味期間 ４ヶ月

白えび 大判 内容量
白えび
6枚入

入数 10

4977889008082 本体価格 340円 賞味期間 ４ヶ月

焼きカシュー 内容量 85g 入数 12

4901186211128 本体価格 380円 賞味期間 6ヶ月

カレーカシュー醤油仕込み 内容量 95g 入数 12

4901186131129 本体価格 380円 賞味期間 6ヶ月

KH210510D2

P06
規格 特徴・セールスポイント

1

基本のプレーン、常温保存可能、DHA・EPA含有、食品添加物不使
用。　国産真鯖使用、「とろさば伝道師集団」鯖料理専門店「SABAR」と
のコラボ商品。ｻﾊﾞは低糖質・高たんぱくなので女性にやさしいヘル
シーフードです。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（サバ）

2

エスニック料理にも合うカレー味、常温保存可能、DHA・EPA含有、食
品添加物不使用。　「とろさば伝道師集団」鯖料理専門店「SABAR」と
のコラボ商品。ｻﾊﾞは低糖質・高たんぱくなので女性にやさしいヘル
シーフードです。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（サバ）

3

香辛料を使用した味、食感に独自の製造技術を応用。常温保存可能、
DHA・EPA含有、食品添加物不使用。　「とろさば伝道師集団」鯖料理
専門店「SABAR」とのコラボ商品。ｻﾊﾞは低糖質・高たんぱくなので女
性にやさしいヘルシーフードです。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（サバ）

4

味付けは天然の塩のみですので、そのままはもちろん、幅広い料理に
アレンジ可能です。他社商品と違い国産鶏と無添加にこだわり、常温
保存可能なサラダチキンです。独自の製法(特許出願中)は、130g以上
の鶏肉の余分な水分のみを落として、鶏肉本来の旨みと、食感、栄養
成分を残し常温保存が可能な製法です。独自の調理法により身はほ
ぐれやすくしっとりとした食感が特長です。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（鶏肉）

5

カレー粉を使用し、スパイシーに仕上げています。そのままはもちろ
ん、幅広い料理にアレンジ可能です。他社商品と違い国産鶏と無添加
にこだわり、常温保存可能なサラダチキンです。独自の製法(特許出願
中)は、130g以上の鶏肉の余分な水分のみを落として、鶏肉本来の旨
みと、食感、栄養成分を残し常温保存が可能な製法です。身はほぐれ
やすくしっとりとした食感が特長です。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（鶏肉）

6

ピリッとしたブラックペッパーとにんにくが鶏肉のおいしさをひきたてま
す。そのままはもちろん、幅広い料理にアレンジ可能です。他社商品と
違い国産鶏と無添加にこだわり、常温保存可能なサラダチキンです。
独自の製法(特許出願中)は、130g以上の鶏肉の余分な水分のみを落
として、鶏肉本来の旨みと、食感、栄養成分を残し常温保存が可能な
製法です。身はほぐれやすくしっとりとした食感が特長です。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（鶏肉）

7

長ネギと生姜の風味が鶏肉の美味しさを引き立てます。そのままはも
ちろん、幅広い料理にアレンジ可能です。他社商品と違い国産鶏と無
添加にこだわり、常温保存可能なサラダチキンです。独自の製法(特許
出願中)は、130g以上の鶏肉の余分な水分のみを落として、鶏肉本来
の旨みと、食感、栄養成分を残し常温保存が可能な製法です。身はほ
ぐれやすくしっとりとした食感が特長です。
アレルギー特定原材料に準ずるもの（鶏肉）

8

無添加、国産原料・職人手揚げ近海産の甘えびを使用し、職人
が一枚一枚丁寧に仕上げたふわっ、サクッとした軽い口当たり
のおせんべいです。甘エビ：日本近海産
アレルギー特定原材料（えび）

9

沖縄産黒糖を使用し、職人が一枚一枚丁寧に仕上げたふわっ、
サクッとした軽い口当たりのおせんべいです。白ごまと黒ごまの
２種類が入っています。うるち米：国産　黒砂糖 ：沖縄県産
アレルギー特定原材料（ごま）

10

無添加、国産原料・職人手揚げ富山湾の珍味白えびを使用し、
職人が一枚一枚丁寧に仕上げた、大判で食べ応えのある軽い
口当たりのおせんべいです。うるち米：国産　白エビ：富山県産
アレルギー特定原材料（えび）

11

インド産のカシュ－ナッツに独自の製法で、米粉を薄くまいて焙煎で仕
上げました。外はカリカリ、中は柔らかで、隠し味の北海道丸大豆醤油
で味付けしています。職人が手をかけて作った匠の味をお楽しみくださ
い。カシューナッツ（インド産）、小麦粉、ビートグラニュー糖、米粉（国
産）、しょうゆ、でん粉、 唐辛子
アレルギー特定原材料（大豆、小麦）

12

女性のファンが多いカシューナッツ。カレーパウダーをまぶすのではな
くカレーのルーでスパイシーに包みました。懐かしい味の秘密は隠し味
の醤油です。手が止まらないヤミツキの美味しさです。カシューナッツ
（インド産）、小麦粉、ビートグラニュー 糖、米粉（国産）、しょうゆ、でん
粉、カレー粉、香辛料、三温糖、膨張剤、調味料（アミノ酸 等）
アレルギー特定原材料（大豆、小麦）

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機



風と光　商品リスト（こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

豚の角煮 内容量 100g 入数 30

4589772106029 本体価格 385円 賞味期間 1年

照り焼きチキン 内容量 1切 入数 30

4589772106036 本体価格 385円 賞味期間 1年

煮込みハンバーグ
（豆腐入り）

内容量 1個 入数 30

4589772106043 本体価格 385円 賞味期間 1年

鮭の塩焼き 内容量 1切 入数 30

4589772106050 本体価格 385円 賞味期間 1年

ごぼうと牛肉のしぐれ煮 内容量 100g 入数 30

4589772106081 本体価格 385円 賞味期間 1年

竹の子と野菜の炊き合わせ 内容量 100g 入数 30

4589772106098 本体価格 385円 賞味期間 1年

筑前煮 内容量 100g 入数 30

4589772106104 本体価格 385円 賞味期間 1年

肉じゃが 内容量 100g 入数 30

4589772106111 本体価格 280円 賞味期間 1年

ひじき五目煮 内容量 100g 入数 30

4589772106128 本体価格 280円 賞味期間 1年

鶏と大豆の旨煮 内容量 100g 入数 30

4589772106135 本体価格 280円 賞味期間 1年

具だくさん卯の花 内容量 100g 入数 30

4589772106142 本体価格 280円 賞味期間 1年

千切り大根煮 内容量 100g 入数 30

4589772106159 本体価格 280円 賞味期間 1年

KH210510D2

P07
規格 特徴・セールスポイント

1

夕飯のおかずに迷ったらこの一品、口の中でほ
ろりと肉が崩れる豚の角煮。
豚肉、玉ねぎ、生姜、醤油、砂糖、みりん、酒
アレルギー特定原材料（豚肉、大豆、小麦）

2

ご飯がすすむおかず！手軽で美味しいので、家
族が大好きなおかずの定番。
鶏肉、醤油、みりん、砂糖、酒
アレルギー特定原材料（鶏肉、大豆、小麦）

3

子供からお年寄りまで人気。ボリューム満点で
ジューシーな一品。 しっかり食べたい日にオスス
メです！　牛肉、豚肉、豆腐、玉ねぎ、卵、パン
粉、トマトケチャップ、中濃ソース、醤油、砂糖、
食塩、コショー、塩化マグネシウム
アレルギー特定原材料（豚肉、牛肉、大豆、乳、
卵、小麦）

4

身がふっくらして美味しいしゃけ。朝ごはんの定
番ですが、夕飯に出しても満足する一品です。
鮭、食塩
アレルギー特定原材料（さけ）

5

歯ごたえが残る甘辛味のごぼうとしょうがのさわ
やかな香る一品です。食物繊維は腸内の善玉菌
のエサになります。腸内環境を整えることで、免
疫力アップを期待。【国産素材】ごぼう、牛肉、生
姜、醤油、砂糖、みりん、酒、かつおだし
アレルギー特定原材料（牛肉、大豆、小麦）

6

大人気商品。これぞ日本の味。彩り鮮やかな人
参と季節を感じる「たけのこ」を使用。
【国産素材】竹の子、人参、こんにゃく、しめじ、醤
油、砂糖、みりん、酒、かつおだし、水酸化カル
シウム
アレルギー特定原材料（大豆、小麦）

7

野菜たっぷり。和食の基本、筑前煮です。
【国産素材】竹の子、人参、ごぼう、しいたけ、こ
んにゃく、鶏肉、醤油、砂糖、みりん、かつおだ
し、水酸化カルシウム
アレルギー特定原材料（鶏肉、大豆、小麦）

8

おふくろの味ナンバーワン。和食の煮物の定番
といえば何よりも「肉じゃが」代表選手。
【国産素材】じゃがいも、豚肉、玉ねぎ、人参、こ
んにゃく、醤油、砂糖、みりん、酒、かつおだし、
水酸化カルシウム
アレルギー特定品目（豚肉、大豆、小麦）

9

ひじきは栄養豊富な食品で、カルシウムが牛乳
の12倍、食物繊維がごぼうの7倍、マグネシウム
がアーモンドの2倍。 ビタミンBや葉酸なども豊富
で、低カロリー。【国産素材】ひじき、人参、油あ
げ、こんにゃく、大豆、醤油、砂糖、食用油、みり
ん、かつおだし、塩化マグネシウム、水酸化カル
シウム　アレルギー特定品目（大豆、小麦）

10

鶏も大豆も低エネルギーで良質なたんぱく質が
豊富。さらに大豆に含まれるレシチンやサポニン
はコレステロールを下げる効果も期待。
【国産素材】大豆、鶏肉、人参、こんにゃく、醤
油、砂糖、水飴、かつおだし、水酸化カルシウム
アレルギー特定品目（鶏肉、大豆、小麦）

11

ヘルシーで栄養満点のおから。低カロリー、ダイ
エットレシピとして人気の一品です。
【国産素材】おから、人参、こんにゃく、油あげ、し
いたけ、大根菜、砂糖、醤油、食用油、かつおだ
し、水酸化カルシウム、塩化マグネシウム
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

12

干切り大根は、関東では「切干大根」のこと。懐
かしい定番のおふくろの味です。
【国産素材】千切り大根、人参、油あげ、しいた
け、醤油、砂糖、みりん、酒、かつおだし、塩化マ
グネシウム
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機



風と光　商品リスト（こだわり食材） 表示は税抜き価格です　

番号 画像 商品名/PS-CODE(JAN)

オーガニック 抹茶入り煎茶 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022014 本体価格 400円 賞味期間 1年

オーガニック 玄米茶 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022021 本体価格 400円 賞味期間 1年

オーガニック 棒ほうじ茶 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022038 本体価格 400円 賞味期間 1年

オーガニック アールグレイ 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022052 本体価格 400円 賞味期間 2年

おいしい玄米丸パン
プレーン

内容量 60g 入数 8

4520001210063 本体価格 600円 賞味期間 90日

おいしい玄米丸パン
焙煎黒焼き

内容量 60g 入数 8

4520001210117 本体価格 600円 賞味期間 90日

元祖の本造りなめ茸 内容量 200g 入数 30

4971998330737 本体価格 350円 賞味期間 1年

山幸彦　ふきのとう 内容量 125g 入数 20

4971998318292 本体価格 600円 賞味期間 1年

山幸彦　山椒しめじ 内容量 115g 入数 20

4971998318308 本体価格 500円 賞味期間 2年

菜食 つゆの素 内容量 500ml 入数 12

4571400240014 本体価格 750円 賞味期間 1年

さんまの旨煮 内容量 95g 入数 24×4

4940692971799 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

さんま味噌煮 内容量 95g 入数 24×4

4940692971140 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

KH210510D2

P08
規格 特徴・セールスポイント

1

煎茶に抹茶を加えることで味と香りを引立てました。抽出後の水
色も美しい緑色です、1杯用のティーバッグなので計量いらず。
簡単にマグカップでのお湯だしが出来、マイボトルでの水出しも
楽しめます。
鹿児島県産、お湯だし：150～200ml、水出し：　200～350ml

2

お茶の香りと炒り米の香ばしいを引立てるブレンド。スッキリした
煎茶の味わいと香ばしい玄米の香りが調和。お茶1杯用の
ティーバッグなので計量いらず。簡単にマグカップでのお湯だし
が出来、マイボトルでの水出しも楽しめます。
鹿児島県、お湯だし：150～200ml、水出し：　200～350ml

3

緑茶の茎を利用することで、芳醇な旨みを引き出しました。1杯
用のティーバッグなので計量いらず。焙煎簡単にマグカップでの
お湯だしが出来、マイボトルでの水出しも楽しめます。
鹿児島県、お湯だし：150～200ml、水出し：　200～350ml

4

1杯用のティーバッグなので計量いらず。簡単にマグカップでのお湯だ
しが出来、マイボトルでの水出しも楽しめます。有機ベルガモットオイ
ルのさわやかな香りが特徴。セイロンティーの上品な味わいに自然な
柑橘系の香りをまとわせた香り高い紅茶です。
スリランカ・ルフナ産、お湯だし：150～200ml、水出し：　200～350ml

5

レンジで簡単、ふわっ、もちっとした食感！！
食事パンとしての「玄米パン」　6個入り
アレルギー特定原材料不使用
（小麦・卵・乳製品・えび・かに・そば・落花生）
グルテンフリー

6

レンジで簡単、ふわっ、もちっとした食感！！
食事パンとしての「玄米パン」　6個入り
アレルギー特定原材料不使用
（小麦・卵・乳製品・えび・かに・そば・落花生）
グルテンフリー

7

主原料のえのき茸は清浄な無菌培養室で有機的に栽培された生の物
を、その日使用する分だけ朝仕入れますので新鮮で品質が安定して
います。
調味料も全て伝統製法の国産品で遺伝子組み換え農産物や牛・羊成
分は含みません。味に深みがあります。

8

東北地方の原野で採集されたふきのとうに、良質の唐辛子を加え国産
調味料で炊き上げました。
春一番の香りが楽しい素朴な浅炊き佃煮です。温かい御飯のおかず
に、特有の香気とちょっぴり辛く、ほろ苦い味は格別。健胃・去痰への
効果も知られ自然の恵みの有難さを感じます。
● 週刊誌で紹介されたところ超人気商品に

9

精選されたしめじ一級品と香りが強く良質な山椒の実を主原料
とした高級佃煮です。
本醸造特級醤油と国産調味料で格調高く仕上げています。
山椒は漢方では健胃、整腸、回虫駆除薬として知られていま
す。

10

11

道東沖で漁獲された鮮度の良い秋刀魚を原料に使用し、醤油ベース
の兼由独自の調味液で味付けし、骨まで食べられるようじっくり煮込ん
でおります。ごはんのおかずや、お酒のつまみにも最適です。
カルシウム、DHA、EPA入り
アレルギー特定原材料（小麦、大豆）

ヴィーガン対応、精進料理・菜食つゆの決定版！
江戸時代創業のだしの老舗との共同開発
・魚介の臭みがなく、昆布だしの純粋な旨みを生かした粋な味
・動物性原材料不使用・五葷不使用
・白砂糖不使用。粗糖を使うことで風味を壊さずバランスを整えました
・かけつゆ、つけつゆ、ラーメンつゆ、煮物、天つゆ、炊き込みご飯等万能
・ゴミ捨てに困らない。折り畳み可能な紙パックを採用
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道東沖で漁獲された鮮度の良い秋刀魚を原料に使用し、味噌ベース
の兼由独自の調味液で味付けし、骨まで食べられるようじっくり煮込ん
でおります。ごはんのおかずや、お酒のつまみにも最適です。
カルシウム、DHA、EPA入り
アレルギー特定原材料（小麦、大豆）

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培ユーロ有機 GF VG有機JAS グルテンフリー対応 ヴィーガン対応特別栽培特栽ユーロ有機

GF

VG

GF

VG


