
商品名 価格 備考 注文 商品名 価格 備考 注文
グリーンアスパラ　2L　100g（3本）　C 300円 小松菜　250g 150円 減農薬
グリーンアスパラ　L　100g（4-6本）　C 280円 有機ピーマン　150g（約4-5個） 150円 有機栽培
アスパラダケ　100g　C 180円 少 ミニトマト　1kg 990円 減農薬
千両なす　500g（4－5本）　B 230円 少 泥にんじん　500g（2-5本） 220円 無農薬
千両なす　B品　1kg　B 390円 有機じゃがいも（キタアカリ）　500g 160円 有機栽培
きゅうり（まっすぐ）　2本　C　　　　　　　　　★ 230円 さつまいも（紅あずま）　600g（2-3本） 160円 減農薬
マコモダケ　1本（約150g）　C　　　　　　　　★ 270円 ヒラタケシメジ　100g 160円 減農薬
オクラ　100g（約10本）　B 195円
空芯菜(エン菜）　100g　C 195円 スペアミント〔生〕　50ｇ 280円 減農薬
乾燥空豆　100g　C 195円 ペパーミント〔生〕　50ｇ 280円 減農薬
コリンキー　1個（約1kg）　AAA 350円 キューバミント〔生〕　100g 380円 減農薬
甘たまねぎ　約200g×4個　C 195円 チャービル（セルフィーユ）〔生〕　60g 280円 減農薬
甘たまねぎ　約400g×2個　C 230円 イタリアンパセリ〔生〕　60ｇ 280円 減農薬
甘たまねぎ　10kg　C 2,400円 バジル〔生〕　60g 280円 減農薬
ミニミニオニオン（ペコロス）　10個　AA 280円 セルバチコ〔生〕　50g 280円 減農薬
マイクロオニオン（ペコロス）　20個　AA 280円 ルッコラ〔生〕　100g 240円 減農薬
さつまいも（紅はるか）　500g　AA　　　　　★ 380円 ローズマリー〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
じゃがいも（キタアカリ）　500g　C 240円 直径約3cm ローリエ〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
じゃがいも（メークイン）　500g　C 240円 直径約2cm タイム〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
じゃがいも（黄金メークイン）　500g　B 240円 セージ〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
紫じゃがいも（シャドークイーン） 500g　B 240円 オレガノ〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
じゃがいも（キタアカリ）　10kg　C 3,900円 スィートマジョラム〔生〕　15ｇ 140円 減農薬
じゃがいも（メークイン）　10kg　C 3,900円
じゃがいも（黄金メークイン）　10kg　B 3,900円 ひかりれんこん　大　４kg 4,950円 エコ農産物
紫じゃがいも（シャドークイーン） 10kg　B 3,900円 ひかりれんこん　中　４kg 4,700円 エコ農産物
大葉　10枚　C 130円 ひかりれんこん　大　2kg 2,600円 エコ農産物
菌床椎茸　2L　100g（4個）　AAA 280円 ひかりれんこん　中　2kg 2,400円 エコ農産物
菌床椎茸　L　100g（6個）　AAA 280円
菌床椎茸　2S　100g（15-18個）　AAA 260円 とび色マイタケ　1株（約500g） 950円 オススメ
生キクラゲ　100g　AAA 390円 黒マイタケ　1株（約500g） 800円
にんにく（乾燥）　秀L　500g　C 1,200円 ヤマブシタケ　A品　１株（約100g） 180円
栗（くり）　L　500g（約23個）　AAA 1,040円 鬼皮付 ヤマブシタケ　B品　1株（約100g） 150円
栗（くり）　S・M　500g（約28-40個）　AAA 510円 鬼皮付 シイタケ（菌床）　A 6M　100g 240円
極早生みかん　500g（約12個）　C　　　　　★ 390円 シイタケ（菌床）　B 6M　100g 200円
有機グリーンレモン　110g×2個　AAA 520円 シイタケ（菌床）　LS　100g 135円
スダチ　A品　100g（3-4個）　AAA 195円
スダチ　B品　500g　AAA 480円 長芋　お徳用（曲がり・カット）　10kg 2,900円 超お買い得
グリーンオリーブ　浅漬け　B品　1kg　C 4,300円 徳島産 長芋　5kg　各サイズ(S～3L） 2,400円
米麹（塩こうじ用）　650-700g 950円 長芋　3kg　各サイズ(S～L） 1,900円

※香川のAAA、AA、Aは無農薬、B、Cは減農薬にあたります。詳細お問合せ下さい。 にんにく　A品（美品）　2L　1kg（約10個） 3,400円
※これらのリストは取扱品目の一部です。ホームページもご覧ください。 にんにく　C品（ばらけ）　1kg 2,700円
※太枠毎に送料がかかります。ご注文から到着まで2-4日。★は新着商品 むきにんにく　大小込み　1kg 2,700円
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商品名 価格 備考 注文 商品名 価格 備考 注文
有機ベビーリーフ（ミックス）　100g 200円 有機栽培 ピーマン　約200g（約4～5個） 160円 有機減農薬
有機ベビーリーフ（ピノグリーン） 100g 200円 有機栽培 坊ちゃんかぼちゃ　1個（約600-700g） 270円 有機減農薬
有機ベビーリーフ（ミズナ） 100g 200円 有機栽培 だいこん醤油漬け　230g　　　　　　　　　　　★ 320円
有機ベビーリーフ（ルッコラ） 100g 200円 有機栽培 寒造り 三五八（さごはち）　1年熟成　1kg 750円
有機ベビーリーフ（レッドオーク） 100g 200円 有機栽培
有機ベビーリーフ（レッドロメイン） 100g 200円 有機栽培 純粋アカシア蜂蜜（2.4kgポリ容器入） 12,900円
有機ベビーリーフ（赤ミズナ）　100g 200円 有機栽培 純粋アカシア蜂蜜（500gポリ容器入） 2,750円
有機マイクロスプラウト（ミックス）　50g 200円 有機栽培 純粋トチ蜂蜜（2.4kgポリ容器入） 12,900円
ミズナ　100g 140円 純粋トチ蜂蜜（500gポリ容器入） 2,750円
国産 イタリアンパセリ　100g 480円
国産 イタリアンパセリ　15g 140円 やさと産直たまご　L（64～70g）　10kg 3,130円 1個約21円
フルーツミニトマト　120ｇ（約10個） 230円 北海道産 やさと産直たまご　M（58～64g）　10kg 3,130円 1個約19円
７種のスティック野菜　１袋 150円 やさと産直たまご　MS（52～58g）　10kg 2,750円 1個約15円
有機ラディッシュ（葉なし）　5個 140円 有機栽培 やさと産直たまご　S（46～52g）　10kg 2,500円 1個約12円
有機紫ラディッシュ（葉なし）　5個　　　　　★ 140円 有機栽培
有機マイクロラディッシュ　10個 220円 有機栽培 白神さくら和牛　サーロイン　1/2（3-6kg） 8,200円 キロ単価 本
有機マイクロだいこん　10本 220円 有機栽培 白神さくら和牛　リブロース（4-7kg） 6,600円 キロ単価 本

 有機マイクロかぶ　10個 220円 有機栽培 白神さくら和牛　肩ロース（4-7kg） 4,950円 キロ単価 本
有機じゃがいも（男爵)　500g 270円 北海道産 白神さくら和牛　カメノコ（2-3kg） 4,100円 キロ単価 本
有機たまねぎ　10kg 3,300円 白神さくら和牛　ランプ（4-5kg） 4,500円 キロ単価 本

白神さくら和牛　トモサンカク（約2kg） 4,400円 キロ単価 本
天然きのこ おまかせセット　1kg 3,900円 白神さくら和牛　ネック (2.5～4kg) 2,200円 キロ単価 本
天然マイタケ　[キロ単価]　　　　　　　　　　★ 6,600円 入荷次第 白神さくら和牛　スネ（2-3㎏） 2,200円 キロ単価 本
マツタケ　つぼみ　大（80-120）　100g 5,900円 入荷次第 白神さくら和牛　ホホ肉（約500g） 2,800円 キロ単価 本
マツタケ　つぼみ　中（50-80g）　100g 5,900円 入荷次第
マツタケ　つぼみ　小（30-50ｇ）　100g 5,900円 入荷次第 つくば鶏　もも肉　生　２kg 1,950円 975円/kg 
マツタケ　コロ（20-30g）　100g 5,300円 入荷次第 つくば鶏　むね肉　生　２kg 1,000円 500円/kg 
マツタケ　Ｂ品（折、傷、極小など）　100g 3,400円 入荷次第 つくば鶏　ささみ　生　２kg 1,650円 825円/kg 

つくば鶏　レバー（ハツ付）　生　２kg　　　　　　★1,200円 600円/kg 
白神 長ネギ　優　2L（2.0～2.5cm） 5kg 2,300円 約40本バラ つくば鶏　砂肝　生　２kg 1,200円 600円/kg 
白神 長ネギ　優　L（1.5～2.0cm）　5kg 2,900円 3本ｘ15束 つくば鶏　手羽先　生　２kg 1,200円 600円/kg 
白神 長ネギ　優　M（1.3～1.5cm）　5kg 2,300円 4本ｘ15束 つくば鶏　中抜き（2.3前後/１羽）　生 690円 キロ単価
白神 長ネギ　優　S（1.0～1.3cm）　5kg 2,000円 5-6本ｘ15束 つくば鶏(小)　中抜き（約1.2kg/１羽）　生 860円 キロ単価

※つくば鶏は各パーツ組み合わせ合計6kg以上でお願いします。
ブラウンマッシュルーム　2L・L・M混合　1kg 1,400円
ホワイトマッシュルーム　2L・L・M混合　1kg 1,400円 八幡平ポーク　ロース　約4.5kg　生 1,500円 キロ単価 本
ブラウンマッシュルーム　規格外　1kg 1,100円 八幡平ポーク　肩ロース　約2.5kg　生 1,380円 キロ単価 枚
ホワイトマッシュルーム　規格外　1kg 1,100円 八幡平ポーク　バラ　約5kg　生 1,250円 キロ単価 枚
ブラウンマッシュルーム　2L　100g（5-6個） 180円 八幡平ポーク　モモ　約9.0kg　生 880円 キロ単価 本
ホワイトマッシュルーム　2L　100g（5-6個） 180円 八幡平ポーク　肩（うで）　約6.0kg　生 750円 キロ単価 本

八幡平ポーク　ヒレ　約0.5kg　生 1,650円 キロ単価 本
京丸姫ねぎ（芽ネギ）　約20g） 230円 八幡平ポーク　半丸セット　約26kg　生 1,030円 キロ単価
京丸姫みつば　約30g 110円 八幡平ポーク　内臓１頭分セット 1,600円 一頭分単価
京丸ミニちんげん　約50g（4本入） 110円 ※スライス・カット・挽肉もできますのでお問い合わせ下さい。
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