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ヴィーガン グルテンフリー
対応 対応有機JAS ユーロ有機 特別栽培

KH230201A1

（表示順： 内容量、希望価格(税抜)、入数、賞味、POSーCODE）
VG特栽 GF ※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。

280
g

550
円

12 1年
456034233

2277

植物性ミートを使ったオーガ

ニック＆ヴィーガンのミート

ソースで有機トマトのさわやか

な酸味と甘味がクセになります。

業界初のミートソースタイプ。

パスタソースやピザトースト、

オムライス、ミネストローネ

などに幅広い用途で使えます。

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ルゥに仕

上げました。保存料・着色料は

一切使用しないで、はちみつを

入れてマイルドな甘口に。

オリジナルスパイス付。

P01 風と光 商品リスト（ソース・カレールゥ・レトルト）

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

ルゥに仕上げました。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。

100％有機素材でヴィーガン

対応のレトルトハヤシです。

伝統的な「ハヤシライス」の

味を追求し、ハヤシ本来のコ

クと旨味を植物性原料で実現、

爽やかな有機トマトの風味を

生かし、バランスよく仕上げ

ています。

有機でヴィーガン対応のカル

ボナーラ風パスタソースです。

有機豆乳をベースに、有機

マッシュルームや有機黒胡椒

を使用し、カルボナーラ本来

のクリーミーで濃厚なおいし

さを実現しました、どなたに

もご満足いただける一品です。

180
g

620
円

24 2年
456034233

2321
140
g

24 2年
456034233

2314

有機でヴィーガン対応のボロ

ネーゼ風パスタソースです。

有機大豆ミートを、有機玉ねぎ、

有機トマト、有機野菜ブイヨン

で煮込み、濃厚な旨味を引き出

しました。植物性素材で深い

味わいを実現するため、試行

錯誤を重ねた一品です。

140
g

24 2年
456034233

2307
180
g

430
円

24 1年
456034233

0044

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。

旬の野菜を使って召し上がって

頂きたい胃に優しいカレーです。

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。グルテンフリー

対応のカレールゥです。

180
g

430
円

24 1年
456034233

0051

VG VG VG

VG

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ベジタブ

ルカレーです。大きな国産野菜

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。どなたさまに

も召し上がっていただける美味

しさです。

150
g

690
円

24 1年
456034233

1287

GF VGVG

150
g

560
円

24 1年
456034233

1959
200
g

330
円

30 2年
456034233

1683

VG

弊社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）、

低GI値甘味料の有機ココナッツ

シュガーを使って煮込んだ本格

レトルトカレーです。雑味の

無い野菜本来のうまみを引き

出したレトルトカレーをお楽し

みください。中辛。

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。植物性原料や低GI

値甘味料の有機ココナッツ

シュガーを使用し、滋味深くま

ろやかな味わいのオーガニック

カレーです。

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、

グルテンフリーのカレーです。

VG

180
g

560
円

24 2年
456034233

1942
180
g

560
円

24 2年
456034233

1973
180
g

500
円

24 2年
456034233

2215

VG GF VG

有機ヴィーガンボロネーゼ風
パスタソース

アレルギー原材料
（小麦、大豆）

有機ヴィーガンミートソース 有機ヴィーガンレトルトハヤシ
有機ヴィーガンカルボナーラ風

パスタソース

アレルギー原材料
（小麦、大豆、リンゴ、ゴマ、
カシューナッツ、バナナ）

アレルギー原材料
（小麦、大豆、リンゴ）

アレルギー原材料
（小麦、大豆、リンゴ、

アーモンド）

奄 美 カ レ ー 甘 口

アレルギー原材料（小麦、豚肉）

奄 美 カ レ ー 中 辛

1袋で
6皿分

1袋で
6皿分

オーガニックヴィーガンカレールゥ 28品目不使用ヴィーガンカレールゥ 奄美ベジタブルレトルトカレー 中辛

アレルギー原材料（小麦）

1袋で5皿分

1袋で
5皿分

アレルギー原材料
（小麦、大豆）

オーガニックヴィーガン
レトルトカレー 豆

オーガニックヴィーガン
レトルトカレー 野菜

28品目不使用ヴィーガン
レトルトカレー

アレルギー原材料（小麦） アレルギー原材料（小麦）

アレルギー
フリー

生ウコン
使用

アレルギー原材料（小麦、豚肉）



ヴィーガン グルテンフリー
対応 対応有機JAS ユーロ有機 特別栽培

KH230201A1

（表示順： 内容量、希望価格(税抜)、入数、賞味、POSーCODE）
VG特栽 GF ※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。

61g
500
円

12
6ヶ
月

456034233
2291

オーガニックでヴィーガンのカッ

プラーメンです。スープには、塩

の旨みをさらに引き出すために、

酵母エキスを使用しないで有機野

菜ブイヨンを使用しました。有機

乾麺は時間をかけて低温乾燥した

有機のノンフライ麺。この麺には

こだわりの塩を使用したスープが

よく絡みます。

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。

P02 風と光 商品リスト（カップ麺・餃子・パン粉・ゴマ・調味料）

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。有機

香辛料と有機香味野菜でスパイ

シーに、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。お好みの具材の味が生きる

から揚げが出来上がります。

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し具材に

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、旨味をご賞味ください。

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

用したノンフライ麺。具材には

キャベツを使用。手軽に有機焼

きそばをお楽しみください。

81g
500
円

12
6ヶ
月

456034233
1980

101
g

520
円

12
6ヶ
月

456034233
2208

144
g

OP
EN

24 1年
456034233

2062
100
g

320
円

20 1年
456034233

0235

「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。

「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。他の産地のものと比べる

と小粒ですが、香りが高く様々な

料理やお菓子にお使いいただけま

す。生産量は少ないので貴重な

国産ごまをご賞味ください。

90g
390
円

24 1年
456034233

1744

VG VG VG

VG

「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％使用した

いりごまです。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。

30g
550
円

30
10ヶ
月

456034233
0815

限定品

30g
550
円

30
10ヶ
月

456034233
1379

30g
480
円

30
10ヶ
月

456034233
0198

特栽

「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％使用したいり

ごまです。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。貴重な国産ごまには栄養豊富

な成分が多く含めれています。

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。

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、バックなどに入れ

てご賞味ください。

30g
480
円

30
10ヶ
月

456034233
0228

40g
230
円

30
4ヶ
月

456034233
2109

有機ヴィーガン野菜餃子（冷凍）

アレルギー原材料（小麦、ゴマ）

有機ヴィーガン塩ラーメン 有機ヴィーガン醤油ラーメン 有機ヴィーガンカップ焼きそば

アレルギー原材料（小麦、大豆、リンゴ）アレルギー原材料（小麦、大豆、ごま）

アレルギー原材料
（小麦、大豆、ごま）

オ ー ガ ニ ッ ク パ ン 粉 風と光の 有機から揚げ粉

アレルギー原材料（小麦）

国 産 有 機 い り ご ま 国 産 有 機 す り ご ま 喜界島産特別栽培いりごま

アレルギー原材料
（ごま）

紅 大 豆 甘 納 豆喜界島産特別栽培すりごま

アレルギー原材料
（ごま） 限定品 アレルギー原材料（ごま）

特栽
アレルギー原材料

（ごま） 特栽アレルギー原材料（大豆）

VG
アレルギー原材料

（小麦）

8個入り

特別栽培

白ゴマ

特別栽培

白ゴマ
特別栽培

大豆

世界で初めての有機JASを

取得した有機ヴィーガン野菜

餃子です。有機小麦粉を使用し

た皮を使い、こだわりの原料を

使用した餃子です。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。

VG



ヴィーガン グルテンフリー
対応 対応有機JAS ユーロ有機 特別栽培

KH230201A1

（表示順： 内容量、希望価格(税抜)、入数、賞味、POSーCODE）
VG特栽 GF ※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。

270
g

390
円

12
10ヶ
月

456034233
1843

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。１斤分270ｇの容量です。

ホームベーカリーで簡単にオーガ

ニックパンをお作りいただけます。

食べ飽きることのない、有機小麦

本来のやさしい香りをご家庭で

お楽しみください。手ごねでもご

利用いただけます。

有機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ホーム

ベーカリー1斤用。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）
※常温保存品ですが、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。

P03 風と光 商品リスト（ミックス粉・酵母・ベーキングパウダー・調味料）

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。

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。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。

250
g

390
円

12
8ヶ
月

456034233
1850

200
g

390
円

24 1年
456034233

1713

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。

200
g

390
円

24 1年
456034233

1720
3ｇ
×10

570
円

30 1年
456034233

0297

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パン用酵母

です。原産国名（ドイツ）

有機濃縮ぶどう果汁、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。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。

9g
170
円

40
×6 1年

456034233
0242

VG VG

VG

有機濃縮ぶどう果汁、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。原産国名（ドイツ）

500
g

OP
EN

20 1年
456034233

0075
10ｇ
×4

460
円

30 2年
456034233

1614
1kg

OP
EN

6 2年
456034233

0341

黒糖の風味にココナッツシュ

ガーのコクと有機砂糖のすっき

りした甘みが加わりました。

EU向けに国内で製造された

こだわりの有機寒天を使用して

いる味わい深いデザートです。

そのままでも、アイスや果物を

添えても、美味しくお召し上が

りいただけます。

国産有機抹茶と有機黒糖、EU向

けに国内で製造されたこだわりの

寒天を使用している味わい深い

デザートです。上質な抹茶の風味

に黒糖のまろやかなコクが加わり、

奥深いバランスが特徴です。その

ままでも、きな粉をかけたりアイ

スや果物を添えても、美味しくお

召し上がりいただけます。

60g
280
円

24 3年
456034233

1898
60g

280
円

24 3年
456034233

2284

風と光のホットケーキミックス粉

有機パンミックス粉プレーン 有機パンミックス粉全粒粉 風と光の お好み焼き粉

アレルギー原材料（小麦）アレルギー原材料（小麦）

有機穀物で作った天然酵母3ｇ×10 有機穀物で作った天然酵母 9ｇ

アレルギー原材料（小麦）

有機穀物で作った天然酵母
業務用 500g

風と光有機ベーキングパウダー
10ｇ×4

業務用・有機ベーキングパウダー
1kg

有機抹茶黒糖寒天ゼリーの素有機黒糖を使った寒天ゼリーの素

VG

アレルギー原材料（小麦）

1袋で１斤分

アレルギー原材料（小麦） アレルギー原材料（小麦）

アレルギー原材料
（小麦）

VG

VG

VGVG

VGVG

有機原料
使用

1袋で１斤分

有機穀物を栄養源にして、有機の

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）
※常温保存品ですが、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。

1袋で１斤用



ヴィーガン グルテンフリー
対応 対応有機JAS ユーロ有機 特別栽培

KH230201A1

（表示順： 内容量、希望価格(税抜)、入数、賞味、POSーCODE）
VG特栽 GF ※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。

250
g

700
円

24 無し
456034233

0679

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。代謝を促進し

細胞の老化を防ぎ、食物繊維イヌリ

ンが腸内細菌のバランスを整えます。

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

性の土壌によりえぐ味もなくコク

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」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。

P04 風と光 商品リスト（ココナッツシュガー・黒糖・甘味料・調味料）

「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。島民は

この黒糖を使った料理は「味醂

いらず」と言っています。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。

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。 素材を問わず簡単に

取り入れることができます。

ブラジルのサンパウロから北西

へ約600㎞行ったアラサトゥー

バの町近郊で生産されている

オーガニック砂糖です。有機

JAS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･紅茶などに良く合います。

250
g

1000
円 12 無し

456034233
0716

250
g

340
円

24 無し
456034233

0952

店舗での使用や携帯に便利な

オーガニック砂糖の分包です。

有機JAS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

シュガーです。

3ｇ
×30

260
円

24 無し
456034233

0938
3ｇ
×200

OP
EN

8 無し
456034233

0082

「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。

白くて上品な味について杉俣さん

は「透明なすっきりとした甘味が

私が目指す黒糖の味です」

「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。

原料は特別栽培のサトウキビのし

ぼり汁のみでザラメ等は使用して

おりません。そのまま食べても、

お菓子や料理、紅茶、コーヒーに

ご利用ください

100
g

550
円

24 無し
456034233

0785

VG VG VG

VG

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

基本調味料として使用。

コーヒー、紅茶にも良く合います。

100
g

550
円

24 無し
456034233

0792

限定品

110
g

380
円

20 無し
456034233

0259
110
g

380
円

20 無し
456034233

0266

喜界島の荒木地区で農家を営む

菊地さんが作る黒糖は上品なコ

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。沖縄や奄美大島の黒

糖と違い、えぐみもなくすっき

りした味です。原料はサトウキ

ビのしぼり汁のみでザラメ等は

使用しておりません。

500
g

370
円

20 無し
456034233

0013
150
g

580
円

30 無し
457157242

0023
500
g

500
円

20 無し
456034233

2260

有機スティックシュガー

原産国名（インドネシア）

有 機 コ コ ナ ッ ツ シ ュ ガ ー オーガニックアガベスウィート 有 機 砂 糖

国 産 有 機 黒 糖 ふ ん ま つ

杉俣絋二朗作喜界島黒糖(粉末) 杉俣絋二朗作喜界島黒糖(かち割り)

菊 地 黒 糖 ( 粉 末 )喜界島さとうきび粗糖

限定品

特栽

特栽 特栽

特別栽培
原料使用

原産国名（メキシコ） 原産国名（ブラジル）

原産国名（ブラジル）

特別栽培
原料使用

ミネラル
豊富な砂糖

上品な旨
みとコク

風 と 光 で 作 っ た 塩

ベトナムの北中部に位置する

塩の産地、ゲアン省の希少な

古式天日塩。3月～10月頃の天気

のいい日に、風の力と強い太陽の

光のみで塩職人たちが塩づくりを

行っています。日本では廃れてし

まった入浜式塩田と天日塩田の

２工程を経て作られた細粒の

フレーク塩です。

原産国名（ベトナム）

国 産 有 機 黒 糖 か ち 割 り

店舗での使用に便利なオーガ

ニック砂糖分包の業務用です。

有機JAS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です。

VG

有機スティックシュガー業務用

原産国名（ブラジル）

200本



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 160g 入数 12

4582144960724 本体価格 1650円 賞味期間 18ヶ月

有機 ヘンププロテイン
パウダー

内容量 160g 入数 12

4582144960731 本体価格 1550円 賞味期間 18ヶ月

有機 麻の実油 内容量 180g 入数 12

4582144960748 本体価格 1750円 賞味期間 16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

フルッテート
ピーチ&ペアー

内容量 40g×5 入数 8

4580663874461 本体価格 600円 賞味期間 1年

フルッテート
オレンジ&アップル＆レモン

内容量 40g×5 入数 8

4580663874485 本体価格 600円 賞味期間 1年

フルッテート
ピーチ&マンゴー

内容量 40g×5 入数 8

4580663871668 本体価格 600円 賞味期間 1年

フルッテート
グァバ&ストロベリー

内容量 40g×5 入数 8

4580663871705 本体価格 600円 賞味期間 1年

P05 KH230201A1※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

ピーチ&マンゴー味
イタリアからやってきた無添加アイスキャンディー。濃縮還元していないフルーツ
100％にこだわったアイスキャンディーFrutteto（フルッテート）。カロリー低めなの
も嬉しいポイント、お菓子作りの材料にもお勧めです。そのままヨーグルトに炭酸
水やアルコールで割っても美味しいです。常温品ですが冷凍庫で凍らせて12時間
程度冷凍庫で凍らせて、固まったら食べごろ。

13

グァバ&ストロベリー味
イタリアからやってきた無添加アイスキャンディー。濃縮還元していないフルーツ
100％にこだわったアイスキャンディーFrutteto（フルッテート）。カロリー低めなの
も嬉しいポイント、お菓子作りの材料にもお勧めです。そのままヨーグルトに炭酸
水やアルコールで割っても美味しいです。常温品ですが冷凍庫で凍らせて12時間
程度冷凍庫で凍らせて、固まったら食べごろ。

10

ピーチ＆ベアー味
イタリアからやってきた無添加アイスキャンディー。濃縮還元していないフルーツ
100％にこだわったアイスキャンディーFrutteto（フルッテート）。カロリー低めなの
も嬉しいポイント、お菓子作りの材料にもお勧めです。そのままヨーグルトに炭酸
水やアルコールで割っても美味しいです。常温品ですが冷凍庫で凍らせて12時間
程度冷凍庫で凍らせて、固まったら食べごろ。

11

オレンジ&アップル＆レモン味
イタリアからやってきた無添加アイスキャンディー。濃縮還元していないフルーツ
100％にこだわったアイスキャンディーFrutteto（フルッテート）。カロリー低めなの
も嬉しいポイント、お菓子作りの材料にもお勧めです。そのままヨーグルトに炭酸
水やアルコールで割っても美味しいです。常温品ですが冷凍庫で凍らせて12時間
程度冷凍庫で凍らせて、固まったら食べごろ。

8

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）

9

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）

6

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）

7

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）

4

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。

5

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）

2

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）

3

「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）

P05
規　格 特徴・セールスポイント

1

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）

GFVG特栽 限定

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG



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 680円 賞味期間 2年

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 680円 賞味期間 2年

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 680円 賞味期間 2年

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 680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 600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 680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 270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 1980円 賞味期間 2年

MCTオイル100EX 内容量 500ml 入数 12

885 92005 00948 本体価格 2880円 賞味期間 2年

オーガニックショートニング 内容量 680ｇ 入数 12

4580130000089 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

オーガニック
ショートニング業務用

内容量 15kg 入数 1

--- 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

オーガニックごま油焙煎 内容量 180g 入数 12

4571342650551 本体価格 980円 賞味期間 1年

オーガニックバージンごま油 内容量 180g 入数 12

4571342650568 本体価格 980円 賞味期間 1年

P06 KH2302011A1※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

メキシコの高原で栽培された、貴重なオーガニックのゴマを原料として使用。深煎
りで焙煎された最上のゴマ風味をお楽しみください。
添加物や化学薬品は不使用！精製されていないため、ごまの栄養分がそのまま
生きています。低温圧搾　（コールドプレス）した無精製のオイルです。
原産国名（メキシコ）

13

メキシコの高原で栽培された、貴重なオーガニックのゴマを原料として使用。しっ
かりとした最上のゴマ風味をお楽しみください。
添加物や化学薬品は不使用！精製されていないため、ごまの栄養分がそのまま
生きています。低温圧搾　（コールドプレス）した無精製のオイルです。
原産国名（メキシコ）

10

トランスファットフリー：無水素添加製法により、人体に悪影響のあるとされている
トランス脂肪酸を含んでいません。加工工場に隣接した自社農園で化学合成農
薬不使用・化学肥料不使用栽培された成熟して最も採油に適した状態のパーム
を、時間を置かずに圧縮・精製した上、速やかに出荷しています。そのため、酸化
を許さない大変フレッシュなオイルに仕上がっています。もちろん添加物・保存料
未使用です。原産国名（コロンビア）

11

トランスファットフリー：無水素添加製法により、人体に悪影響のあるとされている
トランス脂肪酸を含んでいません。加工工場に隣接した自社農園で化学合成農
薬不使用・化学肥料不使用栽培された成熟して最も採油に適した状態のパーム
を、時間を置かずに圧縮・精製した上、速やかに出荷しています。そのため、酸化
を許さない大変フレッシュなオイルに仕上がっています。もちろん添加物・保存料
未使用です。原産国名（コロンビア）

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）

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）

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）

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

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

P06
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

VG
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GFVG特栽 限定
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GF
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GF VG

GF



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)

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 20ケ月

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 20ケ月

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 20ケ月

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 20ケ月

豚の角煮 内容量 100g 入数 30

4589772106029 本体価格 450円 賞味期間 18ケ月

照り焼きチキン 内容量 1切 入数 30

4589772106036 本体価格 390円 賞味期間 18ケ月

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 390円 賞味期間 18ケ月

ごぼうと牛肉のしぐれ煮 内容量 100g 入数 30

4589772106081 本体価格 390円 賞味期間 18ケ月

竹の子と野菜の炊き合わ
せ

内容量 100g 入数 30

4589772106098 本体価格 390円 賞味期間 18ケ月

筑前煮 内容量 100g 入数 30

4589772106104 本体価格 390円 賞味期間 18ケ月

肉じゃが 内容量 100g 入数 30

4589772106111 本体価格 290円 賞味期間 18ケ月

ひじき五目煮 内容量 100g 入数 30

4589772106128 本体価格 290円 賞味期間 18ケ月

鶏と大豆の旨煮 内容量 100g 入数 30

4589772106135 本体価格 290円 賞味期間 18ケ月

P07 KH230201A1

P07
規　格 特徴・セールスポイント

1

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）

2

3

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）

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）

4

5

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）

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
アレルギー特定品目（豚肉、大豆、小麦）

8

9

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
アレルギー特定品目（鶏肉、大豆、小麦）

子供からお年寄りまで人気のおかず。ボリューム満点で
ジューシーな一品です♪ 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
アレルギー特定品目（豚肉、牛肉、大豆、乳、卵、小麦）

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
りがご飯に合う一品です。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、免疫力のアップ
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
アレルギー特定品目（牛肉、大豆、小麦）

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
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

6

7

11

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
アレルギー特定品目（鶏肉、大豆、小麦）

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）

10

※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

13

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
倍もあります。 そのほかにも、ビタミンBや葉酸なども豊
富で、しかも低カロリー。【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）

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）

GFVG特栽 限定



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)

具だくさん卯の花 内容量 100g 入数 30

4589772106142 本体価格 290円 賞味期間 18ヶ月

千切り大根煮 内容量 100g 入数 30

4589772106159 本体価格 290円 賞味期間 18ヶ月

さんまの旨煮 内容量 95g 入数 24

4940692971799 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

さんまの味噌煮 内容量 95g 入数 24

4940692971140 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

いわしの旨煮 内容量 95g 入数 24

4940692945301 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

いわしの味噌煮 内容量 95g 入数 24

4940692947152 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

いわしの生姜煮 内容量 65g 入数 24

4940692950244 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほたての旨煮 内容量 65g 入数 24

4940692081313 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほたての水煮 内容量 65g 入数 24

4940692083256 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほっけの旨煮 内容量 65g 入数 24

4940692131322 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほっけの味噌煮 内容量 65g 入数 24

4940692133548 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほっけの水煮 内容量 65g 入数 24

4940692135733 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

ほっけのバジル 内容量 65g 入数 24

4940692137928 本体価格 OPEN 賞味期間 18ヶ月

P08 KH230201A1

P08
規　格 特徴・セールスポイント

1

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）

北海道で漁獲されたベビーほたてを原料に使用し、 醤油ベースの独自の調味液
で味付けしております。
ごはんのおかずや、お酒のつまみにも最適です。
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

北海道根室産のイワシ原料に使用し、ひと口サイズにカットして味噌ベースで独
自の調味液で、骨まで食べられるようじっくり煮込んでおります。お皿に盛りつけ
るだけで簡単にご飯のおかずが完成します。お好みにより湯せんで温めてお召し
上がりください。
アレルギー特定品目（大豆）

2

3

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）

4

5

道東沖で漁獲された鮮度の良い秋刀魚を原料に使用し、味噌ベースで独自の調
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
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

脂のノリ抜群の根室産マイワシブランド「根室七星」原料に使用し、醤油ベースの
調味液で味付けし、骨まで食べられるようじっくり煮込みました！常温で保管がで
き、取扱いが簡単で便利！お食事を簡単に済ませたい時など袋を開けてお皿に
盛るだけで簡単にご飯のおかずが一品増えます。
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

道東沖で漁獲された鮮度の良い秋刀魚を原料に使用し、醤油ベースベースで独
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
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

8

9

6

7

北海道で漁獲されたベビーほたてを原料に使用した水煮になります。
色々なお料理に最適です。

道東沖で漁獲された鮮度の良いイワシを原料に使用し、 生姜ベースの独自の調
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。
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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

北海道産のほっけを今話題の「オホーツクの塩」で骨まで軟らかく煮込みまし
た！！薄味のさっぱりとした味付けになっております！！
１粒あたりを小さ目に輪切りしておりますので、もちろんそのままお召し上がりい
ただけますが、お好みにより炊き込みご飯やサラダ、パスタ、だし巻き卵など色々
な料理にお使いください！！

13

北海道産のほっけをバジル＆ガーリックソースで骨まで軟らかく煮込みました！
ご飯にも良く合いますが、お酒にも良く合います！
1粒あたりを小さ目に輪切りしておりますので、もちろんそのままお召し上がりいた
だけますが、お好みによりサラダやパスタ、サンドウィッチなど色々な料理にお使
いください！
アレルギー品目（大豆、小麦、ごま、鶏肉、豚肉）

10

北海道沖で漁獲された鮮度の良いほっけを原料に使用し、 醤油ベースの調味液
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。
アレルギー特定品目（大豆、小麦）

11

北海道沖で漁獲された鮮度の良いほっけを原料に使用し、 あっさりとした味噌仕
立ての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。
アレルギー特定品目（大豆）

GFVG特栽 限定



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)

鮭の中骨水煮 内容量 180g 入数 24×2

4941512100139 本体価格 300円 賞味期間 3年

金華さば味噌煮<彩> 内容量 170g 入数 24×2

4941512100993 本体価格 480円 賞味期間 3年

金華さば水煮<彩> 内容量 170g 入数 24×2

4941512100986 本体価格 480円 賞味期間 3年

鯨大和煮 内容量 170g 入数 24×2

4941512100009 本体価格 580円 賞味期間 3年

やわらか鯨カルビ 内容量 150g 入数 24×2

4941512102126 本体価格 660円 賞味期間 3年

まぐろ尾肉大和煮 内容量 170g 入数 24×2

4941512704214 本体価格 530円 賞味期間 3年

カレイの縁側醤油煮込み 内容量 170g 入数 24×2

4941512708298 本体価格 530円 賞味期間 3年

みがきにしん甘露煮 内容量 170g 入数 24×2

4941512100504 本体価格 710円 賞味期間 3年

the鮭フレーク 内容量 80g 入数 12×4

4997330321812 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

ゴロほぐし塩鮭(しゃけ) 内容量 80g 入数 12×4

4997330341766 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

ゴロほぐし焼鯖(さば) 内容量 80g 入数 12×4

4997330521717 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

ゴロほぐし焼ほっけ 内容量 80g 入数 12×4

4997330161739 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

しゃけ辛めんたい 内容量 80g 入数 12×4

4997330321720 本体価格 OPEN 賞味期間 1年

P09 KH230201A1

P09
規　格 特徴・セールスポイント

1

宮城県産の中落ちたっぷりの銀鮭を使用した水煮缶詰。骨までやわらかく、カル
シウムも1缶当たり2,700mgと豊富に摂取できます。そのままお召し上がりいただく
のはもちろん、サラダやパスタ、チャーハンに混ぜても最高です!!
アレルギー特定品目（さけ）

2

脂がたっぷりと乗った鯖の味噌缶です！
石巻魚市場に水揚げされた旬の新鮮なさばだけを使用し、脂のたっぷりのった鯖
を使用。冷凍原料は一切使用せず、朝、水揚げされた新鮮なさばを即缶詰に仕
上げるフレッシュパック製法で製造一つ一つ、手で缶につめているため、少量しか
つくれません。三陸からの旬の鯖の味わいをどうぞお楽しみください。
アレルギー特定品目（さば、大豆）

3

脂がたっぷりと乗った鯖の缶詰です！
石巻魚市場に水揚げされた旬の新鮮なさばだけを使用し、脂のたっぷりのった鯖
を使用。冷凍原料は一切使用せず、朝、水揚げされた新鮮なさばを即缶詰に仕
上げるフレッシュパック製法で製造一つ一つ、手で缶につめているため、少量しか
つくれません。三陸からの旬の鯖の味わいをどうぞお楽しみください。
アレルギー特定品目（さば）

4

大和煮は、醤油をベースに生姜と砂糖で甘じょっぱく仕上げた味付けです。鯨と
言ったら大和煮というほどポピュラーな調理方法で長くご愛好頂いています。国
産の千切り生姜は風味も良くて缶を開けてそのままでも美味しく食べて頂けるよう
作っています。

5

青森県産にんにくが入った人気の食べるラー油【 なかむラー油 】を【 くじら大和
煮 】と併せてみたところ相性の良い商品が完成。使用する部位をくじらの「須の子
（すのこ）」という霜降り希少部位に変えたところ、さらに美味しくなりました。ラー油
が香る焼肉ダレ風の味付けで「鯨とは思えない」とのお声をいただいていますカロ
リーを計測したところ焼き肉の牛カルビよりも4分の１。罪悪感なく熱々のご飯の
上にかけてのカルビ丼！是非ご賞味ください。

6

マグロの中でも一番運動をする「尾肉」のみを缶詰にしました。大きいマグロから
わずか3缶分しか取れない希少な部位です。コラーゲンがたっぷり、醤油と砂糖で
甘い大和煮に仕上げました。おいしくコラーゲンが摂れる便利品。そのままお召し
上がりいただいても美味しいですが、サラダにチャーハンに煮物にもぴったりで、
様々な料理アレンジをお楽しみいただけます。

7

カラスカレイの縁側からヒレにかけての部位を醤油味付けに仕上げました。この
部位にはカラスカレイが持つ魚由来のコラーゲンとDHA、EPAが豊富に含まれて
います。ヒレ部に付いている小骨も一緒にやわらかく煮込んでありますのでカル
シウムも摂れる優れ品。トロける食感がたまりません。油の添加は一切なし、缶
の中にしみ出している脂分は、すべて縁側から出ているものです。

8

甘すぎない味付けとにしん独特の香りを活かした味付けが食欲をそそります。ご
はんのおかずにしても、お酒、特に日本酒や焼酎の肴にしてもオススメな逸品で
す。ほど良いにしんの歯ごたえもやみつきになります。もちろん骨ごと召し上がれ
ます。小さくカットされていて、にしん特有の脂っぽさもおさえられ、さらっとしたタ
レがよく魚に染み込んでいます。

9

厳選した三陸産鮭を使用し、鮭本来の味を活かした食べやすい味付けに仕上げ
ました。原料仕入から最終商品まで一括で生産を行っており、化学調味料不使用
のフレーク。
アレルギー特定品目（さけ）

10

三陸で水揚げされた鮭を厳選し使用し、丁寧に処理したフィレを一夜漬けにした
独自の製法でゴロほぐしに仕上げました。着色はしないで、独自のタレに漬込み
焼き上げ、手作業でゴロホグシすることによって美味しさが凝縮。やみつきになる
味です。
アレルギー特定品目（さけ）

11

鮭と同じく日本の食卓で愛され続けている鯖を当社独自のタレと製法でゴロッと
仕上げました。お魚の苦手な方でも召し上がれるよう、鯖本来のおいしさを堪能
できる一品にしております。鯖の健康的なあぶらが口の中で優しく広がり幸せな
気持ちにしてくれる、そんな味わいを楽しめます。
アレルギー特定品目（さば）

※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12
アメリカ、ロシア産のホッケをしっとり感を損なわずに加工しています。噛むと旨み
がジュワ〜っと広がります。口に入れた瞬間にほっけの香ばしい香りと程よい塩
味がくせになる逸品です。

13

ピリッとした辛さがクセになる！鮭と明太子の黄金コンビでご飯が止まらない！！
国産鮭フレークと、辛さのきいた明太風味で白米が止まらないほどの美味しさで
す
アレルギー特定品目（さけ）

GFVG特栽 限定



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)

ミニノンカップ麺
中華そば和風しょうゆ味

内容量 36.3ｇ 入数 36

4952549100887 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ミニノンカップ麺
タンメン風塩味

内容量 38.3ｇ 入数 36

4952549100870 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ミニノンカップ麺
おわんそば

内容量 35ｇ 入数 36

4952549100856 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ミニノンカップ麺
おわんうどん

内容量 35ｇ 入数 36

4952549100863 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ノンカップ麺
ねぎ入りしょうゆ味

内容量 78.5g 入数 24×3

4952549031464 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ノンカップ麺
しおやさい味

内容量 78.5g 入数 24×3

4952549031471 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ノンカップ麺
和風きつねうどん

内容量 78g 入数 24×3

4952549031489 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ノンカップ麺
和風カレーうどん

内容量 86.8g 入数 24×3

4952549100054 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

ノンカップ麺
ねぎ入りそば

内容量 77.8g 入数 24×3

4952549031365 本体価格 オープン 賞味期間 6ヶ月

醤油屋さんの
しょうゆラーメン

内容量 2食入 入数 15

4975668701117 本体価格 380円 賞味期間 10ヶ月

醬油屋さんの
チゲラーメン

内容量 2食入 入数 15

4975668701124 本体価格 430円 賞味期間 10ヶ月

醬油屋さんの
トマトラーメン

内容量 2食入 入数 15

4975668701131 本体価格 480円 賞味期間 10ヶ月

黄金の大豆麺 内容量 30g 入数 16

4571400240229 本体価格 480円 賞味期間 60日

P10 KH230201A1

P10
規　格 特徴・セールスポイント

1

こだわりのミニノンカップ麺。
特長　5つのキーワード、環境、健康、安全、簡便性、対象者。
ごみ問題にに対応、カップを取り除いた。
国産小麦でんぷん国産、そば粉（北米産）使用しソフトに仕上げました。スープに
は化学調味料は使用しておりません。
小さいお子様や、ご年配の方を対象に商品作りを致しました。

2

こだわりのミニノンカップ麺。
特長　5つのキーワード、環境、健康、安全、簡便性、対象者。
遺伝子組み換えの原材料は使用しておりません。
国産小麦でんぷん国産、そば粉（北米産）使用しソフトに仕上げました。スープに
は化学調味料は使用しておりません。
小さいお子様や、ご年配の方を対象に商品作りを致しました。

3

こだわりのミニノンカップ麺。
特長　5つのキーワード、環境、健康、安全、簡便性、対象者。
ごみ問題にに対応、カップを取り除いた。
牛エキス、牛由来は使用しておりません。スープには化学調味料は使用しており
ません。
小さいお子様や、ご年配の方を対象に商品作りを致しました。

4

こだわりのミニノンカップ麺。
特長　5つのキーワード、環境、健康、安全、簡便性、対象者。
ごみ問題にに対応、カップを取り除いた。
国産小麦でんぷん国産、そば粉（北米産）使用しソフトに仕上げました。スープに
は化学調味料は使用しておりません。
小さいお子様や、ご年配の方を対象に商品作りを致しました。

5
国内産小麦を100％使用
・無添加、添加物のかんすい不使用（人にやさしい）
・ノンカップでゴミが少ない（地球にやさしい）

6
国内産小麦を100％使用
・無添加、添加物のかんすい不使用（人にやさしい）
・ノンカップでゴミが少ない（地球にやさしい）

7
国内産小麦を100％使用
・無添加、添加物のかんすい不使用（人にやさしい）
・ノンカップでゴミが少ない（地球にやさしい）

8
国内産小麦を100％使用
・無添加、添加物のかんすい不使用（人にやさしい）
・ノンカップでゴミが少ない（地球にやさしい）

9
国内産小麦を100％使用
・無添加、添加物のかんすい不使用（人にやさしい）
・ノンカップでゴミが少ない（地球にやさしい）

10

「油で揚げてない麺を使用」
北海道産の小麦粉に内モンゴル産のかんすいを使用した麺と天然醸造の丸大豆
醤油をベースにしたスープのセットです。3分茹でるだけ！手軽にお召し上がりい
ただけるインスタントラーメンです。
アレルギー特定品目（小麦）

11

辛味が癖になる絶妙な味わい。めんは北海道産小麦粉、内モンゴル自治区産か
んすいを使用。
スープは化学調味料不使用で、味噌と豆板醤のコクと辛みにチキンエキスの旨
みを加えた濃厚な味に仕上げました。

※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

トマトの優しい酸味を活かしたスープが特徴です。めんは北海道産小麦粉、内モ
ンゴル自治区産かんすいを使用。 スープは化学調味料不使用で、トマトペースト
にチキンエキス・オリーブオイ ル・チーズ等を加え、酸味とコクが調和した洋風仕
立てです。

13

大豆は小麦粉などに比べて糖質量が少ない（14.g/100gあたり）ので糖質制限食
をされている方にはもちろん、ベジタリアンの方や
ダイエッターの方には嬉しい食材です。
糖質量100gあたり（生うどん55g、生そば51g、生パスタ56g）
アレルギー特定品目（大豆）

GFVG特栽 限定



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)

元祖の本造りなめ茸 内容量 200g 入数 30

4971998330737 本体価格 380円 賞味期間 1年

味付けいなり 内容量 125g 入数 30

4580058560016 本体価格 550円 賞味期間 3ヶ月

有機白だし 内容量 350ml 入数 12

4973456001531 本体価格 1130円 賞味期間 13ヶ月

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

4958544631517 本体価格 OPEN 賞味期間 3ヶ月

なんでもひじき 内容量 60g 入数 20

4975668405015 本体価格 330円 賞味期間 6ヶ月

ミートソース 内容量 140g 入数 30

4975668606030 本体価格 270円 賞味期間 2年

マヨール 内容量 210g 入数 10

4560366630090 本体価格 370円 賞味期間 6ヶ月

きびの麺 内容量 200g 入数 12

4974064155036 本体価格 390円 賞味期間 18ヶ月

あわの麺 内容量 200g 入数 12

4974064155029 本体価格 390円 賞味期間 18ヶ月

有機エキストラバージン
ココナッツオイル

内容量 425ｇ 入数 12

4582405122571 本体価格 1780円 賞味期間 16ヶ月

有機エキストラバージンココ
ナッツオイル（ポーション）

内容量 5ｇ×16 入数 24

4582405121376 本体価格 920円 賞味期間 2年

有機アップルソース 内容量 680ｇ 入数 12

4582405121543 本体価格 980円 賞味期間 2年

P11 KH230201A1

P11
規　格 特徴・セールスポイント

1

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。

2

味付けは、醤油、国産粗製糖、みりん、あらじおを使用し、油揚げ本来の味をお
楽しみいただけます。遺伝子組み換え大豆は不使用でボリューム感たっぷりの20
枚入りです。うどん、そば、そうめんにもよく合います！
もちろん、定番のいなりずしにもお勧めです。

3

有機小麦・有機大豆を原料に仕込んだ日本唯一の有機JAS認定の白醤油をベー
スに作った有機白だし。 鰹節・椎茸・昆布を丁寧に煮出した天然だしに有機白醤
油、有機塩みりん（有機米発酵調味料）などで味のバランスを吟味。 オーガニック
素材にこだわられている方におすすめの一品です。 化学調味料・保存料・着色料
など一切使っていません。

4

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）

5

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）

6

化学調味料、保存料無添加　いろいろなお料理にお使いいただける『なんでもひ
じき』です。（調味済み）豆腐と和えれば白和えに、まぜご飯・サラダなど、なんで
も使える「なんでもひじき」です。アレンジ次第でさまざまなお料理におつかいいた
だけます。※豆腐一丁と混ぜるだけで４～５人前の白和えが簡単に作れます。

7

無農薬栽培の玉ねぎ・にんじんと国内産（牛・豚・鶏肉）をトマトソースで充分煮込
んだ本格的なミートソースです。（子供向けの甘めの味が多い中、）スパイスがき
いています。茹でたパスタにかけるだけで簡単に食べれるので、ちょっとした来客
が来た時も簡単便利です。アレルギー特定品目（小麦、牛肉、豚肉、鶏肉）

8

卵を使わず、蒟蒻の液状化技術を活用して使ったナノコンと大豆をベースに作っ
たコクのあるマヨネーズタイプの健康ドレッシングです。卵不使用なので、卵アレ
ルギーの方も安心して食べていただけます。気になるコレステロールもマヨール
ゼロプラスは心配ありません。カロリーはマヨネーズと比べて58%もオフ！
カロリーを気にされる方にもおススメです

9

グルテンフリー、小麦・そばアレルギーでお悩みの方へ
古の穀物「きび」が現代によみがえる新しい食感をお楽しみ下さい。ここ数年、あ
わ・ひえ・きびの雑穀と呼ばれる穀物がその特性と、栄養面から、見直されていま
す。舌触り、のど越しもなめらかで、麺つゆとあわせてざるやかけ、また趣向を変
えてパスタ風などもおいしくいただけます。

10

グルテンフリー、小麦・そばアレルギーでお悩みの方へ
古の穀物「あわ」が現代によみがえる新しい食感をお楽しみ下さい。ここ数年、あ
わ・ひえ・きびの雑穀と呼ばれる穀物がその特性と、栄養面から、見直されていま
す。舌触り、のど越しもなめらかで、麺つゆとあわせてざるやかけ、また趣向を変
えてパスタ風などもおいしくいただけます。

11

有機JAS・USDAオーガニック認証取得のエキストラバージンココナッツオイルで
す。フレッシュなココナッツミルクを遠心分離させてオイルを抽出する遠心分離
法。最も鮮度の高いオイルを作ることができる製法です。多くの健康や美容に関
心の高いプロフェッショナルな方々が愛用。香りがマイルドで美味しいのでバター
やマーガリンの代わりにパンにぬったり、お菓子を焼く時やお料理に使って下さ
い。

※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

有機JAS・USDAオーガニック認証取得。人気の「有機エキストラバージンココナッ
ツオイル」を、5?ずつの食べきりサイズに小分けにしました。フレッシュなココナッ
ツミルクを遠心分離させてオイルを抽出する遠心分離法。最も鮮度の高いオイル
を作ることができる製法です。香りがマイルドで美味しいのでバターやマーガリン
の代わりにパンにぬったり、お菓子を焼く時やお料理に使って下さい。

13

アップルソースとは、アメリカやヨーロッパのスーパーでは必ず売っている人気の
食品「煮つぶしりんごペースト」のこと。 子どもの定番のおやつです。自然豊かな
アメリカの田舎町で栽培されているオーガニックのりんごを、スチームで煮つぶし
て作りました。原材料は「有機りんご」だけ！りんごそのもののやさしい甘さとかす
かな酸味が美味しい、子どもからお年寄りまでみんなに愛される味です。

GFVG特栽 限定

GF

GF



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)

あまえび 大判 内容量 11枚入 入数 10

4977889007016 本体価格 380円 賞味期間 4ヶ月

ごま 大判 内容量
18枚入

入数 10

4977889007023 本体価格 380円 賞味期間 4ヶ月

白えび 大判 内容量 6枚入 入数 10

4977889008082 本体価格 380円 賞味期間 4ヶ月

淡雪ふわり
ぎばさ青のり塩味

内容量 70g 入数 14

4582205680775 本体価格 400円 賞味期間 50日

淡雪ふわり
こがししょっつる味

内容量 65g 入数 14

4582205680745 本体価格 400円 賞味期間 50日

薄焼きバターワッフル 内容量 10枚入 入数 32

4983067902653 本体価格 350円 賞味期間 4ヶ月

匠の味 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

徳用 にっこり笑った
有機焼き栗

内容量 480g
(80g×6)

入数 20

4952671147033 本体価格 1000円 賞味期間 9ヶ月

有機むき甘栗 内容量 400g
(80g×5)

入数 20

4952671144056 本体価格 1000円 賞味期間 1年

渋皮付きカシューナッツ 内容量 140g 入数 20

4952671281409 本体価格 600円 賞味期間 9ヶ月

五家宝きなこ 内容量
８本
巾着

入数 12

4961351403427 本体価格 360円 賞味期間 60日

抹茶五家宝 内容量
８本
巾着

入数 12

4961351403380 本体価格 360円 賞味期間 25日

下町餡入きな粉ひねり 内容量 8本 入数 12

4961351400566 本体価格 360円 賞味期間 60日

P12 KH230201A1※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12
「五家宝」ごかぼうは埼玉県の伝統の手作り和菓子の銘菓できな粉菓子ファンの
定番です。原料の大豆は国産品を使用しております。
アレルギー特定品目（大豆）

13
伝統の手作り和菓子「きなこひねり」きな粉スィーツ。大正10年創業きなこ専門店
の味をご賞味ください。原料の大豆は国産品を使用しております。
アレルギー特定品目（大豆）

10

皮の苦みを楽しむ大人のカシューナッツです。カシューナッツはナッツ類の中で最
も脂肪分が少なく、植物性たんぱく質を豊富に含んでいるのが特徴です。女性に
も人気ナッツで美活をしましょう。
アレルギー特定品目（カシューナッツ）

11
「五家宝」ごかぼうは埼玉県の伝統の手作り和菓子の銘菓できな粉菓子ファンの
定番です。原料の大豆は国産品を使用しております。
アレルギー特定品目（大豆）

8

中国河北省で産の栗で作られた天津甘栗は、甘みが強く中国産の栗の中でも最
高級の品質と言われています。切れ目を入れて食べやすくしました。お徳用サイ
ス80ｇでの包装。添加物、甘味料、防腐剤は使用しておりません。
480g（80ｇ×6袋）

9

中国河北省産の栗で作られた天津甘栗は、甘みが強く中国産の栗の中でも最高
級の品質と言われています。殻をむいたお徳用サイス80ｇでの包装。添加物、甘
味料、防腐剤は使用しておりません。
400g（80ｇ×5袋）

6
バターの香りとサクサク感が癖になりそうです！安心の国産原料は、発酵バター
を全体の２０％使用。添加物は使用していません。ティータイムのお供には最適
なスイーツです。

7

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
アレルギー特定品目（大豆、小麦、カシューナッツ,）

4

揚げ煎餅『淡雪ふわり』は、秋田の淡雪の結晶をモチーフにした六角形の秋田県
産うるち米の薄生地を、高温の油でさっと手揚げをし、淡雪のようなふわりとした
見た目で、食感はサクサクに仕上げました。ぎばさと青のりが風味豊。ぎばさは、
アカモクのこと。

5

揚げ煎餅『淡雪ふわり』は、秋田の淡雪の結晶をモチーフにした六角形の秋田県
産うるち米の薄生地を、高温の油でさっと手揚げをし、淡雪のようなふわりとした
見た目で、食感はサクサクに仕上げました。秋田が誇る調味料はたはたの『吟醸
しょっつる』を隠し味として使用しています。

2

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
アレルギー特定品目（ごま）

3

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、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
アレルギー特定品目（えび）

P12
規　格 特徴・セールスポイント

1
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
アレルギー特定品目（えび）

GFVG特栽 限定



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 紅茶 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022045 本体価格 400円 賞味期間 2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

オーガニック 麦茶 内容量
8g

×10P
入数 12

4530133022069 本体価格 400円 賞味期間 2年

オーガニック アッサム 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022076 本体価格 400円 賞味期間 2年

オーガニック ルイボスティー 内容量
2g

×20P
入数 12

4530133022083 本体価格 400円 賞味期間 2年

オーガニックダージリン 内容量
2g

×15P
入数 12

4530133022106 本体価格 400円 賞味期間 2年

オーガニックはとむぎ茶 内容量
2.5g

×15P
入数 12

4530133022090 本体価格 400円 賞味期間 1年

有機レモネード 内容量 180ml 入数 20

4571342650124 本体価格 340円 賞味期間 10ヶ月

有機ジンジャーエール 内容量 180ml 入数 20

4571342650162 本体価格 340円 賞味期間 10ヶ月

ジュリエット・オーガニック・スパーク
リング・アップルジュース

内容量 750ml 入数 6

3760190652003 本体価格 980円 賞味期間 2年

P13 KH2302011A1※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 　　　　　　　　ユーロ有機　　　　　　　　特別栽培　　　　　　　　ヴィーガン対応　　　　　　　　グルテンフリー対応 　　　　　　　　限定品

12

高知県四万十川流域で有機栽培した生姜と有機アガベシロップだけで
作った本物志向のジンジャーエールです。
。汗をかいた日は特に爽やかさが倍増。炭酸水やアルコールで割って美
味しいです。

13

フランスだけで栽培されているブランド有機りんご「ジュリエット」のストレー
ト果汁１００％。炭酸入りで、シュワーっと美味しい。香料や保存料などの
添加物も、砂糖も無添加です。ジュリエットは、フランスのブランド有機りん
ごで、プロバンス地方を中心に、有機栽培だけで育てられている品種で
す。歯ごたえが良く、甘く、ジューシー。だから、そのまま食べても、ジュー
スにしても、美味しい！

10

ラオス産の有機はとむぎを使用。健康や美意識が高い人に愛飲されているはと
むぎ茶が、オーガニックシリーズに登場です。玄米のような香ばしさと、苦みや渋
みが少ないスッキリとした甘みが広がります。喉が渇いた夏時間におすすめ。体
にやさしいノンカフェインです。

11
イタリア・シチリア産の有機レモンのストレート果汁と有機アガベシロップだ
けで作った本物志向のレモネード。炭酸水やアルコールで割って美味しい
です。

8

ルイボスティーは、南アフリカの大地で育った最上級グレードの茶葉を原料とした
ノンカフェインの飲み物です。カフェインを含まないルイボスは、お子様や妊娠・授
乳中の方にもおすすめ。また、おやすみ前にも安心して飲むことができます。
ルイボスティーは、特に健康や美容への関心が高い女性に人気が高まっていま
す。過酷な環境で育つルイボスには、ミネラルや活性酸素を抑える働きをもつポ
リフェノールの一種、フラボノイドが豊富。南アフリカの先住民の間で数世紀にわ
たり「不老長寿のお茶」として飲み続けられていたそうです。

9

味・香り・水色が揃っていて、味わいのバランスが優れている夏摘みの茶葉を使
用した、世界三大銘茶の一つであるダージリン。インド・ダージリン地方で栽培さ
れる希少な茶葉は、マスカットのような甘い香りとキリっとした渋みが特長。ミルク
との相性も良く、アイスティーとしても楽しめます。

6

琵琶湖がはぐくむ大地から届いた香ばしさとやさしさが特徴。
滋賀県産六条大麦を原料に、こだわりの焙煎で深みのある風味に仕上がりまし
た。大麦本来の味わいとやさしさが口に広がり、ほのかな甘みが楽しめます。
妊娠中の方にもお子さまにも安心なノンカフェインです。

7

人と環境を大切にするインドアッサム地方の「ジャリンガ茶園」で栽培されたアッ
サム茶葉を使用。CTC製法でつくられたコロコロと丸まった茶葉は、お湯を注ぐと
短時間で香りと味が立つのが特徴。ミルクによく合う芳醇な香りと甘みしっかりし
た味わいがあります。

4

有機栽培茶葉から溢れる豊かな風味が特徴です。
スリランカ・ルフナ地方で、特定の生産者により大切に育てられた有機栽培の原
料を使用。ほっとする豊かな香りが包み込む、渋み・苦味の少ない飲みやすい紅
茶です。

5

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

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

P13
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

GFVG特栽 限定



■業務用主要製品 ※下記商品以外にも多数品揃えをしていますので、お気軽にお問合せください。

商品名 内容量 賞味期間 内　容

　有機穀物で作った天然酵母・業務用
10kg

（500ｇ×20個）
１年

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（ド
イツ）※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。

　業務用 有機ベーキングパウダー
6kg

（1kg×6袋）
２年

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（ドイツ）

　奄美カレー　業務用　甘口 10kg
（1kg×10袋）

１年

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
を入れたマイルドな甘口。

　奄美カレー　業務用　中辛 10kg
（1kg×10袋）

１年
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。

　業務用28品目不使用カレールゥ 10kg
（1kg×10袋）

１年

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
美味しくお召し上がり頂けるオール植物性カレーです。
グルテンフリー対応

　業務用オーガニックヴィーガンカレールゥ中辛 10kg
（1kg×10袋）

１年

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お使い
頂けます。 中辛
アレルギー特定原材料（小麦）

　国産有機小麦粉（薄力粉） 25kg １年

国内で有機栽培された原料を使い、こだわりの国内産有機薄力粉をご用意しまし
た。。一般的な輸入小麦粉よりグルテン含有量が若干少なめなので、天ぷら等で使
う場合は冷やしながら手早く混ぜるのがコツです。こね過ぎないようにご注意下さ
い。製菓、天ぷら、乾麺、内麦うどん用としてご利用下さい。
アレルギー特定品目（小麦）

　国産有機小麦粉（強力粉） 25kg １年

国内で有機栽培された原料を使い、、こだわりの国内産有機強力粉をご用意しまし
た。一般的な輸入小麦粉よりグルテン含有量が若干少なめなので、製パン時は水
分を少し控え、手早くこねるのがコツです。製パン、製麺、すいとん用としてご利用下
さい。
アレルギー特定品目（小麦）

　業務用特別栽培紅大豆生豆 30kg ２年

山形県川西町特産の特別栽培された紅大豆(べにだいず)。
川西町のおばあちゃん達に、地元の伝統野菜として大切に作り継がれて、この種子
を守ってきました。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
含まれております。

　業務用喜界島さとうきび粗糖
15kg

（5kg×3袋）
無し

鹿児島県喜界島産さとうきび100％を使用し島内で製造された粗糖です。「粗糖」と
は上白糖やグラニュー糖の”原料糖”です。茶褐色の喜界島粗糖はしっとりとして光
沢があり、さとうきびの甘い香りがあります。吸水性がありますので水に溶けやすい
です。加工食品製造メーカーや、レストラン・ベーカリー・パティスリーにもワンランク
上の原材料としてご利用いただいております。

　業務用喜界島さとうきび粗糖
40kg

（20kg×2
袋）

無し

鹿児島県喜界島産さとうきび100％を使用し島内で製造された粗糖です。「粗糖」と
は上白糖やグラニュー糖の”原料糖”です。茶褐色の喜界島粗糖はしっとりとして光
沢があり、さとうきびの甘い香りがあります。吸水性がありますので水に溶けやすい
です。加工食品製造メーカーや、レストラン・ベーカリー・パティスリーにもワンランク
上の原材料としてご利用いただいております。

　オーガニックブラジルステック砂糖・業務用
4.8kg

（3g×200本
×8袋）

無し
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。コーヒー･紅茶などに良く合います。店舗等でご利用ください。
原産国名（ブラジル）

　オーガニックブラジル砂糖 25kg 無し
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）

　オーガニックコスタリカ粉末黒糖 25kg 無し

有機栽培をＪＡＳ有機登録認定機関(ドイツＢＣＳ)によって認証されたコスタリカ産サ
トウキビを使用した黒糖粉末です。工程中のアク抜きには石灰を少なくし、代りに薬
木「プリオ」の根皮を使用しております。貴重な森林資源を守るため、一本のプリオ
の木から一本の根しか使用しません。 水分の少ないさらさらタイプの粉末黒糖で
す。黒蜜、黒糖菓子に、またコクのほしい煮物等にご利用下さい。

　ゲアンの古式天日塩 20kg 無し
ベトナムの北中部に位置するゲアン省の2種類の塩田（入浜式塩田と天日塩田）で
太陽の光と風の力のみで作った古式天日塩です。
原産国名（ベトナム）

　オーガニックアガベパウダー 25kg 無し

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。

　業務用オーガニックパン粉 1kgｘ8 １年

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）

　業務用オーガニックココナッツシュガー
20kg

（5kg×4袋）
無し

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）

　業務用オーガニックショートニング 15kg １年

製造過程で水素添加をしていないため、トランス脂肪酸をほとんど(1％未満）含ま
ず、保存料も一切使用していません。しかもコレステロールの含有量は100g中約
0.001gです。また、パームの搾油は物理的な圧搾法で抽出しており、溶剤を使用し
た化学的なものではありません。原産国名（コロンビア）
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「食の本質化」を目指して
従来の「自然食品」「健康食品」は、ビタミン・ミネラル・微量栄養素等の身体に有効な成分は多く、合成
食品添加物・重金属・過多の糖分・塩分等控えたい成分を少なくすることで特長を出していました。
これは「差別化食品」と言えると思います。
しかし私たちは、食品の差別化だけでなく、食の本質化に向かって進みたいと考えています。その食品原料
を生産する農家・加工製造者・販売者・食べる人達、その食品に係わる全ての人々が健康で幸せであること
が、「食の本質化」であると思います。
そしてもう一つ大切なことは、その食べものを作って食べるまで、環境に悪影響を与えないこと。この食の
本質化を目指して活動をしていきたいと考えています。さらに、食に携わる仕事をする者として、「日本の
食品自給率を節度を持って高めたい」、「危険な食品が出回る市場に、作り手が見える安全な食品を供給し
たい」、「特長ある農業によって島興しをして、離島を元気にしたい」とも考えています。
このような夢を実現させるために、生産者と消費者を結ぶことで皆さまとかかわり、そして地球環境の健全
化に少しでもお役に立てればと、私たちは考えております。

「風」と「光」は、人間が決めた国境や階級や人種の隔たりを超えて、

毎日人々に恵みをもたらしています。

私たちもそのような在り方でいたいです。

形があるなしにかかわらず、 物が出来上がった時よリ、

物を作っているときの方が、私たちはより幸せです。

だから、私たちはこれからも挑戦を続けて参ります。

オーガニックと
こだわりの食品

当社オリジナル商品の収益の一部をSave the Children Japan に寄付させて頂きます。
(Save the Childrenは『子どもの権利』~生存、成長、保護、参加~を実現するための活動団体です。) 

● オーガニックアイランド喜界島 ● 山形実験農場
鹿児島県奄美大島の北西部に位置する、喜界島。サンゴ礁
の美しい、自然に抱かれた小さな離島です。この喜界島を
初めて訪れた時、目の前に広がる美しい自然の姿、時間が
ゆったり流れる贅沢、大自然が育む食の豊かさに感動しま
した。
人口減少の事実を知るやいなや、その時の感動を振り返り、
喜界島が、これから先もずっと生きていくためには、島で
生まれた人間が島を誇りに思える、魅力的な島を作ってい
かなければ…」と考えるようになりました。
そして、2009年「日本で最も美しい村」に承認されたこ
とをきっかけに、私たちは、「この島をオーガニックアイ
ランド・喜界島に！」と運動をスタート。
喜界島の魅力を高めるため、観光開発を行わないで付加価
値の高いオンリーワンの農・水・畜産物を生み出し、島内
の雇用・収益を確保、島民の生活をより豊かにしていく将
来構想を、私たちは応援しています。

■ 会社概要 商 号 株式会社 風と光

役 員 代表取締役 辻 明彦

創 立 平成21年3月6日（2009年）

業務内容 1．有機栽培原料を含めた飲食料品の製造・加工・輸出入及び販売

2．医薬部外品・栄養補助食品・化粧品・衣料雑貨品の輸出入及び販売

3．農業・畜産等の事業活性化のための企画運営と農畜産物の販売

資 本 金 20,000,000円

主要取引 横浜信用金庫、三井住友銀行、みずほ銀行、横浜銀行

本 社 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1 ダイヤビル 8階

TEL：045-316-2020 FAX：045-316-2019

山形実験農場 山形県東置賜郡川西町大字玉庭棒平6714

https://kazetohikari.jp/

info@kazetohikari.jp

山形県東置賜郡川西町という地には、私たちが実験農
場と呼んでいる、約一町歩の畑とその上部に緑のダム
とする土地があります。
「個人に故郷があるように、企業にも故郷があっても
良い」という考えから、私たちは東北のこの地に故郷
を持つことを決めました。
この畑では、地元の農家の方々の協力のもと、小麦や
蕎麦、ハト麦、べに大豆の実験栽培をしました。また、
川西町のおばあちゃんが古くから大切に受け継いでき
た特産の「べに大豆」を栽培している農家を束ねてい
る「紅大豆研究会」から「べに大豆」を購入し、甘納
豆に加工して販売をしています。
この私たちの故郷でも、新たに、「べに大豆で、町お
こし」という企画が誕生。これには、川西町の町長や
役場の方も大きな期待を寄せており、キャッチフレー
ズも「福は内、べに大豆の川西町」と決まりました。
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