
岡田さん馬場さん

レギュラー
トマトジュース

　毎日ごくごく飲める美

味しさ。もちろん無塩。

お得な1Lもご用意。

　糖度9度はもちろん

のこと、それだけでな

い美味しさがいっぱ

い詰まっています。

特選トマトジュース

　糖度8度に仕上

げた高糖度トマト

ジュース。岡田さ

んのトマトが使

われています。

 高糖度
トマトジュース 58833 19,440円 （18,000円本体） 30本

58931     680円       （630円本体）  1本

180ml

58805   2,592円 （2,400円本体） 1本

58803 15,120円（14,000円本体） 6本

1L

58825     270円    （250円本体）　   1缶

58820  7,560円 （7,000円本体）   30缶

190g

58683  1,296円 （1,200円本体）   1本

58722   7,560円  （7,000円本体）  6本

1L

58826           378円  （350円本体）    1缶

58822 10,800円（10,000円本体） 30缶

190g

　愛媛県産ブラッドオレン
ジのタロッコ種とモロ種を
ミックスし、鮮やかな赤い
色と特徴あるフレーバーを
引き出しました。

甘い苺のような
香りもあり、と
ても風味良く仕
上がりました。

1L 1L

180ml

180m l

糖度
8度

糖度
7度

糖度
9度

★配送料金：常温便の同梱は、140サイズもしくは20kgを1個口の上限として出荷いたします。
　　　　   クール便の同梱は、100サイズもしくは10kgまで可能です。

◇　　　クール便マークの商品は、冷蔵便にて別途324円頂戴してお届けをいたします。

0120 - 0147- 69
おいしーなりょくけん

お問い合わせ・ご注文

インターネットでもお買いものできます！
www.shop-ryokuken.com

営業
時間

月-金 　９：３０～１８：0０
土日祝：定休日

03-5939-8419
ファックス番号

関東・中部・南東北＝680円、関西＝810円、北東北=864円、中国地方=918円、四国地方=1,026円、九州・北海道=1,134円、沖縄=1,728円

◇　　　レターパックマークがあるものは、全国一律378円で配送できます。

 

東京都中央区銀座3-6-1松屋銀座本店B1 
営業時間 10:00～20:00

TEL. 03-3566-0831
お電話でもご注文承ります！
(クレジットカード支払)

松屋銀座店
りょくけん直営店舗

松屋銀座店地下１階

２０１９年 ５月号
りょくけん通販

発行元：株式会社りょくけん東京　
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目5番19号

レター
パックOK

small but tasty
小さいけど、美味しい。

www.ryokuken.co.jpりょくけん

黄金柑

葉取らずふじ
りんごジュース

58981S  9,720円（9,000円本体）180ml×30本

58982  432円 （400円本体）180ml×1本

　光合成して栄養を作る

葉を取らずに完熟させた

フジを使用。

　傾斜のきつい山で育った味

の濃いみかんを搾りました。歩

留りを30%に抑え、みかんの美

味しさを引き出しています。

みかんジュース

58654  9,180円（8,500円本体） 1L×6本

58655  1,620円（1,500円本体） 1L×1本

52629 11,880円（11,000円本体）180ml×30本

52628   432円 （400円本体） 180ml×1本

58963 11,880円（11,000円本体） 30本

58960       432円 （400円本体）   1本

58666  7,560円  （7,000円本体）  6本

58665   1,296円 （1,200円本体）   1本

あかねりんごジュース

原料産地､加工地：愛媛

58632  7,560円  （7,000円本体）  6本

58636   1,296円 （1,200円本体）   1本

原料産地､加工地：青森

原料産地：北海道／加工地：青森

原料産地：熊本／加工地：愛媛､長野

58989 22,680円（21,000円本体）180ml×30本

58987   864円  （800円本体） 180ml×1本

国産グレープ
フルーツジュース

原料産地：愛媛／加工地：静岡原料産地､加工地：静岡

58986 11,880円（11,000円本体）180ml×30本

58985  432円 （400円本体） 180ml×1本

原料：台湾／加工地：長野

30本は
お買い得

30本は
お買い得

58627 11,880円（11,000円本体） 30本

52629       432円 （400円本体）   1本

2019年5月号

カベルネ
ソーヴィニヨン
ぶどうジュース

ナイアガラ
ぶどうジュース

　むせかえるほどの香り。

ハウスで完熟させた

白ブドウを搾汁。

有機酸たっぷり｡

(600mg/100g)。

　赤ワイン用のぶどうをジュース

に。カシスのような風味。ポリフェ

ノールたっぷり(180mg/100g)。

58842 2,160円 （2,000円本体）  710ml×1本

58791     756円  （700円本体） 180ml×1本58793  756円  （700円本体） 180ml×1本

原料産地､加工地：北海道

原料産地､加工地：北海道 原料産地､加工地：北海道原料産地､加工地：北海道

原料産地､加工地：北海道

完熟パインジュース

国産ブラッド
オレンジジュース

黄金柑
58842 2,160円 （2,000円本体）  710ml×1本

　20年来、台湾でパインを作

り続けてきました。あの美味

しさをそのまま搾汁。まるで

シロップのようです。

　××だけど、○○だ。

　りょくけんは、そんな野菜くだものをおすすめするのが好きです。
黄金柑（おうごんかん）は、正にそんなくだものの代表格。
　小さくて黄色いんだけど、香りが良く甘くて美味しい。
　通常、2月くらいに収穫し、予措（よそ）といって、保管しておくこ
とで酸抜けを待ち、出荷しますが、3月下旬まで樹上に生らせておく
ことで、糖度が、2～3度上がります。
　しかし、外観が鮮やかな黄色から、くすんだような黄色になり、
傷も多くなってしまいます。

　真っ赤になるまで熟させた

紅玉系のあかねりんごを搾汁。

さわやかな甘さ。

　浜松で育った貴重な国産グ
レープフルーツ。ポストハーベ
ストの心配がありません。皮
を手で 剥いてから搾り、フ
レッシュ感が前面に出るよう
にしています。まるで搾りたて
のような風味。

静岡県
お う ご ん か ん

40175   2,700円（2,500円本体） 約2㎏

42711     648円   （600円本体） 約400g

　生産者の渥美さんも、当初は、2月
に収穫していました。色よりも、"生理
落果"と言って、落ちてしまう果実が多
くなるのを避けるためでした。

「でもりょくけんさんの言う通り、木に
残しておいた方が食味が良いだよ。」
と、最近では、きちんと樹上完熟させ
てから収穫しています。

　サイズにバラつきがありますが、
おおよそピンポン玉くらいの小さな
柑橘。オレンジのようにくし形に切
ると、きれいに皮が剥けます。
　甘さ、酸味、香り。
　レモンを甘くしたような、濃い感じ。
　風味の優れた、美味しい柑橘が、
いよいよ本格化！

Kサイズ

◎頻度も選べます（毎週、隔週、月に一回など）。
　お申込用紙にご記入ください。
◎フルーツトマト入り。
◎オプションでくだものや卵、お米も同梱可能です。
◎もちろん、追加も可能。
・お休みやお届けの日にちの変更は7日前までに
　ご連絡いただければOK！

Lサイズラージ

57136 3,780円（3,500円本体）

野菜が欠か
せない方へ。

野菜9～10種類。

57196 3,240円（3,000円本体）

Mサイズミディアム

一週間で
ちょうど
良い。

野菜7～8種類

57135  3,240円（3,000円本体）

57195  2,700円（2,500円本体）

Sサイズスモール

お好きな野菜
をプラスして
同梱発送も。

野菜5～6種類。

57144 2,592円（2,400円本体）

57194 2,052円（1,900円本体）

野菜7～8種類、少量。

Vサイズバラエティ

いろんな
野菜を
少しずつ。

57147  2,700円（2,500円本体） 

57198  2,160円（2,000円本体） 

くだもの付
サイズ野菜定期便

月2回以上のお買い上げで

57138 3,780円（3,500円本体） 57106 3,240円（3,000円本体）ご優待価格

野菜8種類にくだものをプラスした、一番人気のセット。野菜8種類にくだものをプラスした、一番人気のセット。

ご優待価格

鹿児島県で19世紀に"発見"さ

れました。鹿児島では黄蜜柑

（きみかん）、神奈川の小田原

ではゴールデンオレンジと呼

ばれます。

ぶどうもりんご
も熟度にこだ
わってます

～新生活に美味しい野菜の楽しみを～～新生活に美味しい野菜の楽しみを～

渥美さん

田那部さん

渥美さん

張さん

坂本さん

安芸さん

中野さん父子

山下さん

リニューアル



にんにく
青森県

青森の藤崎地区から。

34852  518円（480円本体）  2~3個

きゅうり
宮崎県

34302 324円（300円本体） 2~3本

香りがよく
皮がやわらかい。

サラノバレタス
奈良県

32803 410円（380円本体） 1玉

オランダ
生まれの
おしゃれレタス。

沖縄県

長なす
34331 378円（350円本体） 1袋

ピーマン
沖縄県

34508 324円（300円本体） 約200g

アクが少なく
やわらかい

肉厚、
ジューシー。

バジル
静岡県/沖縄県

31810  270円（250円本体） 約20g

キリリとした香り。

パクチー
静岡県

加えるだけで
エスニック。
根っこも美味しい。

32510  324円（300円本体） 約50g

34399 486円 （450円本体） 約170g

静岡県
カラフルトマト

大分県
いちごトマト

34498 2,700円（2,500円本体） 約1kg 

34407    702円   （650円本体） 約200g 

　大分県の山崎さんの園地で

育ちました。いちごの形のキュー

トで美味しいミニトマト。

　種苗会社に勤めていた経験を生

かして、オリジナル品種に改良。20

種類くらいのトマトを栽培している

鈴木さん。どれも濃厚なお味で、色

によって味が違うのも楽しい。

宮崎県

34499 410円 （380円本体） 約200g

ミニトマト

　お弁当にぴったりのトマト。宮

崎で育ちました。キャロルパッ

ションという品種で、春に向け

て、だんだんと味が上がってい

きます。

スイートミニパプリカ
沖縄県

生でも焼いても
甘くて美味。

34510  410円（380円本体） 1袋

パプリカ
宮崎県

貴重な国産、
土耕パプリカ。

34512 410円（380円本体）１玉

クス
ベイビー
レタスミックス

熊本県

小さなレタスを
彩りよく
詰合せました。

32805 454円（420円本体） 1袋

レタス

静岡県
長崎県

32802 432円（400円本体） 1玉

甘みが
あります。

クレソン

山梨県
静岡県

辛み穏やかで
旨みがあります。

32507  302円（280円本体） 1袋約70g??

収獲を待つケントかぼちゃ

ルーコラ
静岡県

遮光して苦味あまり
出ないように
育てました。

31822  324円（300円本体） 約50g

ファーストトマト
完熟

(糖度8度)
34438   4,320円（4,000円本体）

34439   8,208円（7,600円本体） 

34416    5,616円（5,200円本体） 

34418 10,800円（10,000円本体） 

特選
(糖度9度)

約1.3kg (8～20玉)

約1.3kg (8～20玉)

約2.6kg(24～40玉)

約2.6kg(24～40玉)

34491  4,104円（3,800円本体）   

34432   4,968円（4,600円本体） 

34492  7,776円（7,200円本体）

34425  9,504円（8,800円本体） 

マルトマト
約1.3kg(12～20玉)

約1.3kg(12～20玉)

約2.6kg(24～40玉)

約2.6kg(24～40玉)

完熟
(糖度8度)

特選
(糖度9度)

　後発ですが、
酸味が少なく、
"完熟型"とか桃
系と言われる
桃太郎を作りこ
みました。

　1980年代に
生まれた画期的
なトマト品種。果
肉が厚めで、酸
味が程よく乗り、
濃厚です。

長崎県/愛知県宮崎県/熊本県

マルトマト

山崎さん

サラノバレタス

しょうが
高知県

辛みがおだやかで
スジが少ない。

38455 238円（220円本体） 約100g

　春はトマトの季節。現生地である南米のアンデス高原を、日本で再現するには、高温多湿の夏ではなく、
ビニールハウスの中で温度を調整し、水分制限をして育てることができる春の方が向いているからです。
　夏のトマトのほぼ倍の時間をかけて育ち、小玉ですが、ずっしりと重いトマトに仕上がりました。

〜5/15

ほうれん草
静岡県

しっかりとした
葉の質感が
あります。

32401  324円（300円本体） 1束

小松菜
静岡県

しっかりと
した味が
あります。

32502  324円（300円本体） 1束

だいこん

愛知県
神奈川県
鹿児島県

31703  486円（450円本体） 1本

みずみずしく
やわらか。

愛知県

春キャベツ
31708 486円（450円本体） 1玉

ふわっと育った
やわらかな
春もの
キャベツ。

原木生椎茸
秋田県

田沢湖の西側の
自然豊かな山の中
で育ちました。
肉質や風味が
違います。

30461 410円（380円本体）1袋

静岡県

30469  432円（400円本体）　ブラウン

30468  432円（400円本体）　ホワイト

マッシュルーム

ホワイトと
旨みの強い
ブラウンが
あります。

ソラマメ

鹿児島県
神奈川県

ホクホクで甘み豊か。

31919 648円  （600円本体）  約400g

34321 324円  （300円本体）  1本

36109  1,944円（1,800円本体） 約3kg

36107     378円  （350円本体）  約500g

春らしい香りの
にんじん。

春にんじん

長崎県
鹿児島県他

じゃがたま人参セット
36281 1,944円（1,800円本体） 各1㎏

お得な常備菜のセット。

36643 2,160円（2,000円本体） 約3kg

36641    389円   （360円本体） 約400g

やわらかく
甘さたっぷり。薄皮ごと調理。

香り良い新じゃが。

新たまねぎ

静岡県
鹿児島県

31907  1,620円（1,500円本体） 約500g

31926   378円   （350円本体） 約100g

豆もさやも食べら
れる便利野菜。

スナップエンドウ
長崎県他

36236  1,728円（1,600円本体） 約3kg

36229    389円   （360円本体） 約400g

新じゃが
鹿児島県

43286    702円   （650円本体） 1カット (500g前後)

43285 2,592円（2,400円本体） 1玉 (2kg前後)
鹿児島県
徳之島産 かぼちゃ

4/25頃〜

えぐみが少なく、
甘い。

いんげん
沖縄県
長崎県

31916  324円（300円本体） 約100g

　北海道のくだものどころ、余市から内陸に車で進むこと40分くらい。毛無峠を越えたとこ

ろに、典型的なカルデラ盆地である赤井川村があります。大自然に囲まれた赤土の畑で、有

機農業に取り組むのが、赤木さん。好奇心が高じてドイツに赴きアスパラ品種を選定、栽培

しています。ヨーロッパのホワイトアスパラのような苦みは無く、うまみが凝縮ています。皮

をむき、その皮と一緒にボイルしてください。塩で調味すれば、極旨のホワイトアスパラが味

わえます。ゆで汁まで極旨です。 赤木さん

34920   1,620円（1,500円本体） 約200g(3〜5本)

34921   3,564円（3,300円本体） 約500g(8〜12本)

北海道
ホワイトアスパラガス

日本最古の歴史を
誇る壱岐から。
花崗岩に磨かれた
水で育ちました。

34912 1,944円（1,800円本体） 約500g

34917    713円（660円本体） 約150g (5~7本) 

アスパラガス
長崎県

　秋から冬にかけて収穫したものも、熟成した美味しさや甘みがあって
美味しいのですが、新ものもフレッシュ感や香りがあって美味しいです。

　沖縄本島のすぐ北に浮かぶ、徳之島で育ちました。かぼちゃはウリ類

ですので、夏が旬なのですが、亜熱帯気候を利用して、冬から春にかけて

かぼちゃも育てることができます。

　ホクホクで甘いですよ～。

ベビーコーン
静岡県/山梨県

とうもろこしの幼果。
たけのこのような
風味が美味しい。

34720 324円  （300円本体）  1袋(4〜5本)

泉州水なす
大阪府

ジューシーで
生食がオススメ。

34345 324円（300円本体） 1本

ズッキーニ

静岡県
鹿児島県

加熱してトロッと
した食感が美味。

ゴーヤ
沖縄県

程よい苦味と
うまみがあります。

34311  378円（350円本体） 1本

角オクラ
鹿児島県
やわらかく美味しい。

※マルオクラは6月下旬～の予定

34806  432円（400円本体） 約100g

ぶなしめじ

旨みがあり、
日持ちも良い
大振りの
しめじです。

34600 410円（380円本体）1株(約300g)

鹿児島県

えのき
鹿児島県

鹿児島県の
最南端で育て
ています。
大振りです。

34606 410円（380円本体）1株(約200g)

5月中旬〜



40911  3,240円（3,000円本体）約3kg (8玉前後)

40912  4,860円（4,500円本体）約5kg (11玉前後)

愛媛県 ひょう柑
40386  680円（630円本体）約300g

広島県

道法さんの

レモン

　台湾から伝わったとされるブンタン類の

ひとつ。瓢箪のような形のため、瓢柑と名

付けられました。甘みも強く酸味もあって

美味しいです。

　瀬戸内海の平らな

島"豊島"で、肥料も

農薬も使わずに育っ

たレモンです。皮も

苦くない。

　和歌山の柿名人宇城さ

んが自ら干した干し柿。

きわめて珍しい"無燻蒸"､

無添加の干し柿です。

まるでようかんの

ようなしっとりした

甘さです。

　ましの農園で育て

た梨をソフトにしっ

とりと仕上げまし

た。甘さ抜群です。

干し柿干し梨 和歌山県
長野県 長野県

44222     648円 （600円本体）  約80g

46001      680円 （630円本体）  約30g 46005      680円 （630円本体）  約40g

干しりんご

　ましの農園で作ら

れたりんごを皮付で

干し、パリッと仕上げ

ました。無添加です。

台湾産

完熟パインアップル
42179      756円  （700円本体）  1玉

42177  2,052円（1,900円本体） 約2.5kg(2〜3玉)

42194  6,048円（5,600円本体） 約10kg(6〜10玉)

鹿児島県
47007   1,188円  （1,100円本体） 約300g（3玉前後）

47008   3,240円（3,000円本体） 約1kg（10玉くらい）

　沖縄県のすぐ北にある徳之島という島で

育ちました。トロピカルな風味で美味しい

です。

　しわが寄ったところを種ごとジャリジャ

リと食べます。（茶こしで種を取り除いても

美味しいです。）

※5月下旬から新品種"

なつみつ"に切り替えに

なり、6月いっぱいご提

供できる予定です。

シワシワになったパッション

ドライパインも企画中！次号お楽しみに。

パッションフルーツ

成田さん

石丸さん

冨山さん

　食感が素晴らしく、固すぎず、やわらかくな

らず、抜群の保存性があります。

また、貯蔵していく過程で、

熟成された甘みや風味が

出て、まるでバナナや桃の

ような風味が生まれます。

40350  4,104円（3,800円本体） 約2.5kg (8玉前後)

40352   6,480円（6,000円本体） 約5kg (17玉前後)

 40357 4,860円（4,500円本体） 約５kg おうち用

42775   3,456円（3,200円本体）約3㎏(12玉前後)

42776   5,400円（5,000円本体）約5㎏(19玉前後)

42777 10,260円（9,500円本体）約10㎏(39玉前後)

　オーストラリアで

19世紀半ばに誕生。

酸味がありますが、

風味も良いです。

長野県

プレミアムスイート
42796   3,456円（3,200円本体）約3㎏(12玉前後)

42797   5,400円（5,000円本体）約5㎏(18玉前後) 

42798 10,260円（9,500円本体）約10㎏(36玉前後) 

長野県

グラニースミス

　通称：デコポン。

手で皮がむけ、

種がなく食べやすい。

濃厚な美味しさ。

　生産者の内田さんは、赤土の山あいの畑にハウスをたて、まるで高級メロンのようにスイカを栽培

しています。一般的に一株から2～3玉収穫するところ、1玉のみに限定。ひとつひとつ熟度を管理し、

一斉収穫は絶対にせず、品質を確認してから収穫します。だから、美味しいのです。

大玉スイカ 42193  6,480円（6,000円本体） 1玉

熊本県一株一果の贅沢。

＊4月末から収穫開始。産地から直送させていただきます。※代引き・同梱はできませんのでご了承くださいませ。

　スイカの原生地はカラハリ砂漠と言われています。高い気温を好みますが、湿度を嫌います。そのた

め、夏がシーズンのように思われますが、高温多湿の日本の夏は、スイカの栽培にあまり向きません。

むしろ、光が強くなり始めた春から初夏にかけてハウス栽培されたスイカが最も美味しい時期。

　アメリカで生まれたオレンジみかんです。日本に導入された際には、

酸味が強すぎて、商品化されませんでしたが、5月になって、ヒヨドリが

群がっているのを見て、「もしかすると美味しいのでは？」と食べてみたところ、

とても食味が優れていたため、経済栽培されるようになりました。

　種が多少入りますが、食味に優れ、手で皮が剥け、食べやすいです。

　世の中にもっと美味しいパインを、と決意した永田照喜治と張さんが、台湾でのパイン栽

培を始めて20年以上が経ちました。

　ジューシーで甘みが強く、舌を刺すようなツンツンした刺激が少ない。

しかも芯まで食べられます。りょくけん自慢の逸品。ぜひ一度お召し上がりください。

産地
直送

出荷時期 ４月末〜５月末 受注締切 5/20まで

内田さん内田さん

 

 

 

　成田さんのつくる

シナノゴールド。

甘く、しっかり

した歯ごたえ。

長野県

シナノゴールド

42106 10,260円（9,500円本体）約10㎏(34玉前後)

42104   3,456円（3,200円本体）約3㎏(10玉前後)

42105   5,400円（5,000円本体）約5㎏(17玉前後)

りんごの季節もあと
少し。頑張って出荷
します。

40907  3,240円（3,000円本体）約3kg

40908  4,320円（4,000円本体）約5kg

静岡県

グレープ
フルーツ

　日本のような寒冷地でも育てられるように改良され

たグレープフルーツ。独特の苦みもあり、美味しいで

す。ポストハーベストが無いのも嬉しい。

ジュースもあります！
フレッシュな風味が
良いですよ～

甘さ
酸味

ジューシー
食べやすさ

　ほぼ種なし。包丁で二つに割って、

スプーンですくってお召し上がり

ください。　　　　　　　　 　 

甘さ
酸味

ジューシー
食べやすさ

種あり。皮が厚い。手で剥い

て内袋も剥いてお召し上がり

ください。　　　　　　　　

福岡県/静岡県不知火

甘さ
酸味

ジューシー
食べやすさ

　　　　　種なし、薄い内袋、手で剥ける　　　　

甘さ
酸味

ジューシー
食べやすさ

種有り。皮が厚い。包丁で

くし形にカットしてお召し

上がりください　　　　

40737  3,240円（3,000円本体） 約2kg

40738  7,344円（6,800円本体） 約5kgカラマンダリン
愛媛県/静岡県

愛媛県

河内晩柑 40903  2,700円（2,500円本体） 約3kg

　1年で最も遅くに出荷

される柑橘です。時期

が遅いためにジュース

分が非常に多く、ジュー

シー柑とも呼ばれま

す。地名をとって美生柑

とも呼ばれます。

40904  4,104円（3,800円本体） 約5kg

甘さ
酸味

ジューシー
食べやすさ

　　　　　種が少し入る。薄い内袋　　　　　　

　　　　手で剥ける　　　　　　　　　　 

ヒヨドリに食べられないように
畑全体をネットで覆っています。

出荷時期 〜5中旬 ※

スペシャル
プレミアム

ミディアム
フルーツギフト【贈答箱入】

57184    3,240円 （3,000円本体）

57185    5,400円 （5,000円本体）

57188   10,800円 （10,000円本体）

内容の一例：メロン、水晶文旦2玉、カラマンダリン4玉、パッションフルーツ3玉

内容の一例：マンゴー、メロン、水晶文旦2玉、カラマンダリン4玉、金柑など

くだものset 57148  2,700円（2,500円本体） 毎週、隔週からお選びいただけます。

57149  2,916円（2,700円本体） 

定期配送

NEW

りょくけんこだわりのくだものをセットにしてお届けします。便利でお得な定期配送も開始。

グリーンスムージーなどに人気な小松菜やケールなども同梱可能です。

　ご注文用紙に、お届け曜日（木、金、土、火、水）と頻度（毎週、隔週など）をご記入ください。

　お電話でも承ります。

内容の一例：メロン、金柑、水晶文旦、カラマンダリン2玉内容の一例：メロン、金柑、水晶文旦、カラマンダリン2玉

出荷時期 ４月中旬頃〜

ハウスびわ 45003  4,536円（4,200円本体） 約500g  

45002  1,296円（1,200円本体） 約200g

　びわはとても繊細なくだもので、すこしの降雨で味が変わります。

　余分な水分が入らないように、ビニールハウスで

栽培。生産者の古賀さんは、化学合成農薬も肥料

も一切使用せずに育てています。

【贈答箱入り】

福岡県 和歌山県
古城梅
48000    1,944円（1,800円本体） 約1kg

　梅の一番手。こじろ、と

読みます。梅干しのほか、

梅酒にするときれいな

緑が出ます。

母
の
日

に
も
！
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玄米

白米

　湧水が温泉であるか否かの基準の一つに、メタケイ酸という成分があります。英訳から"シリカ"
と言われることもあります。この成分が1Lあたり50mg以上含まれると、温泉です。コラーゲン
の生成を助けると言われ、美肌の栄養素と表現されることもあります。竹田の湧水にはなんと、
1Lあたり76㎎も含まれています。

　りょくけんが取水するのは河宇田湧水群。湧出量、水質と
もに優れ、環境省が選ぶ名水百選に指定されています。
　また、産業医療大学には、九州第一位の水に挙げられてい
ます。

　軟水と硬水の境が、硬度70と言われています。竹田の湧水
は、硬度68。関東近辺の水に比べると、かなり高い数値なの
ですが、硬水ではないため、飲みやすいのです。

　阿蘇山や九重の山々に囲まれた山間の盆
地、竹田（たけた）。古くから名水の里として
知られ、市内には30を超える湧水群が存在
します。

日本の茶葉で紅茶を作ろうという

動きの中で、太田さんが独自に研究

と研鑽を重ねてできた逸品。甘みが

あり、砂糖なしでも飲めると評判で

す。便利なティーバッグもご用意。

佐賀県佐賀県

ほうじ茶

58018 756円（700円本体）約200ｇ55250 972円 （900円本体）  ティーバッグ20p

58019 756円 （700円本体）  約80ｇ

香ばしい風味で苦味が

なくすっきり美味しい

です。ボリュームがあり

お得です。

紅茶

　お茶の美味しさを手軽に味わえる

リーズナブルな緑茶です。

　葉に気品があり、どなたでも上手に

お茶がいれられます。

上煎茶 特上煎茶

55211 3,240円（3,000円本体）約100ｇ×２袋

55210 1,620円（1,500円本体）約100g×１袋

レター
パックOK

58023 1,080円（1,000円本体）ティーバッグ20p

しょうが紅茶

国産乾燥しょうがを

加えました。体が中

から温まります。

ティーバッグタイプ

レター
パックOK

レター
パックOK

レター
パックOK

レター
パックOK

化学合成農薬不使用の

茶葉を粉末化。栄養豊

かな茶葉をまるごといた

だくことができます。

佐賀県産のブロッコリーを粉

末化。優れた栄養素をまるご

といただけます。180mlの水

にスプーン2杯が目安です｡

粉末茶 ブロッコリー粉末

55100 2,160円 （2,000円本体） 80ｇ×1缶

55241 2,160円（2,000円本体）100ｇ×2缶

55240 1,080円（1,000円本体）100ｇ×1缶

55101 4,320円 （4,000円本体） 80ｇ×2缶

55220 1,080円（1,000円本体）約100ｇ×１袋

55221 2,160円（2,000円本体）約100ｇ×２袋

長崎県京都府

コシヒカリ ヒノヒカリ

茨城県

10107  2,160円 （2,000円本体） 2kg

10108 4,320円 （4,000円本体） 5kg

定期 10127 4,104円 （3,800円本体） 5kg

定期 11127 4,104円 （3,800円本体） 5kg（糠込）

11128  2,160円 （2,000円本体） 2kg

11129  4,320円 （4,000円本体） 5kg

玄米

白米

10111 2,160円 （2,000円本体） 2kg

10141 4,104円 （3,800円本体） 5kg

定期 10143  4,104円 （3,800円本体） 5kg

定期 10142 4,320円 （4,000円本体） 5kg

10110  2,160円 （2,000円本体） 2kg

10140 4,320円 （4,000円本体） 5kg

玄米

白米

10153  2,376円 （2,200円本体） 2kg

10151  4,536円 （4,200円本体） 5kg

定期 10156  4,536円 （4,200円本体） 5kg

定期 10155  4,536円 （4,200円本体） 5kg

10152  2,376円 （2,200円本体） 2kg

10150  4,536円 （4,200円本体） 5kg

　古くからの米どころ、

筑波山のふもとの平野で

育ちました。除草剤不使

用。粘り気があり噛むほ

どに甘みが出ます。

　天橋立に近い久美

浜の赤土土壌で育ち

ました。自然が豊かで

穏やかな棚田で育って

います。

　大自然に囲まれた棚田育

ち。化学合成農薬不使用。

コシヒカリに比べ粘りは劣

りますが、炊き上がりが美

しく、甘みが強いお米。人気

急上昇中！

チェルヴィアの塩
イタリア

マヨネーズ
鹿児島県

粉末黒砂糖
アドリア海の天日干し海塩。紀元

前から続く塩田で採集いたしまし

た。やさしい味わいで、「甘い塩」

と形容されています。

沖縄本島のすぐ北、徳之島のサト

ウキビを使用。ミネラル豊富な上、

使いやすい粉末で、料理にあまり

色がつかないので、重宝します。

りょくけん茶卵を中心に

綿実油と国産りんご酢、ノ

ワールムーティエの塩を加

えた、濃厚系マヨネーズ。

59515 864円 （800円本体） 約500ｇ59506 702円 （650円本体） 約1kg 61103 734円 （680円本体） 約250ｇ

高知県

58790 378円 （350円本体） 150ml

瀬戸内海の島々の

レモンを搾汁。

ストレートです。

愛媛県･広島県
(瀬戸内海の島々）

レモン果汁

佐賀県

紅茶葉に向く「べにふうき」

種の粉末茶。花粉症の症状

を低減すると言われるメチル

化カテキン含有。約50杯分。

58020 1,620円（1,500円本体）約50ｇ

58021 3,024円（2,800円本体）約50ｇ×2袋

べにふうき粉末茶

定期便（月1回、隔月の定期配送）も随時承っています。 送料サービス でお得です（3か月未満でおやめになった場合は送料をいただく場合がございます）。

青大豆

秋田県

32001    702円   （650円本体） 約500g

32000 1,296円（1,200円本体） 約1kg

無肥料で育てました。味、大きさとともに、

高い評価を受ける逸品です。

レター
パックOK

福岡県

びわの葉茶
オリゴ糖を含み

ほんのり甘いノンカフェイン茶。

58028 1,620円 （1,500円本体） 

　　　　　       ティーバッグ20p

茶卵

61011 508円 （470円本体） 6玉入り

動物性飼料や

遺伝子組換飼料を使わず、健康に

育てた鶏の卵

高知県

水出し煎茶

55215 864円（800円本体）ティーバッグ15p

茶葉を工夫して冷水でも

30分でお茶が出来上がる

ようにいたしました。

ティーバッグタイプ

レター
パックOK

いちごジャム福岡県

50002    1,296円 （1,200円本体） 約180g

50001    1,296円 （1,200円本体） 約180g

福岡の石井さんご夫妻が作るいちごをミックス。
グラニュー糖のみ加え、ジャムをつくりました！数量限定です。

原料、加工地：福岡/原材料名：いちご、砂糖

賞味期限2020年1月26日

今まで飲んだ中で一番美味しい。（40代 男性より）

体に沁みる感じがする。（70代 女性より）

天日干しの完熟南高梅を、化学調味料不

使用の調味液に漬けました。果肉がきめ

細かくふっくらしており、上品であっさり

した味わいです。

38001     648円    （600円本体）  約140ｇ

38002 3,240円 （3,000円本体） 約800ｇ

和歌山県 南高梅の梅干
美味しさと

甘みたっぷり！

味付け不要の

大人気切干大根

切干大根

静岡県

52147 270円（250円本体）1袋（約５0g)

レター
パックOK

りょくけん米（コシヒカリ）りょくけん米（コシヒカリ）

　温泉の町でもある佐賀県嬉野。標高150～400mに点在する茶畑で、りょくけん茶
は育っています。
　永田照喜治がお茶の優れた栄養価を生かそうと茶葉を丸ごと粉砕した粉末茶を提
唱。ただし、茶葉は農薬の使用量がとても多く、対応できるものがありませんでした。
永田の呼びかけに呼応したのが、太田重喜さん。自分自身も農薬中毒に苦しんだ経
験があり「体に良いものを作っているはずなのに、なぜ体を悪くしているのだろう？」
と疑問に思っていたのです。徐々に農薬の使用量を減らし、1978年9月以来、化学合
成された農薬は一切使用していません。
　先代から同様の考えを引き継いだ太田裕介さんは、ますます精力的にお茶の世界
を拡げ、紅茶やウーロン茶、ほうじ茶にも取り組んでいます。
　※新茶は6月に入ってからご紹介の予定です。

便利な
ティーバッグ

タイプ

Natural Mineral Water

53237 3,888円（3,600円本体） 2L×12本

53233 4,860円（4,500円本体） 500ml×24本

53232    216円   （200円本体） 500ml

名水百選の水。

大分県竹田市

ミネラル豊富。 なのに飲みやすい。

温泉レベルの美肌成分。

お試しにぴったり。

お得な24本入り。

　約2gずつ

小分けにお入れしたティー

バッグもご用意。安心の

ポリエステル製（写真は

しょうが紅茶）。

経済的な2Lペットボトル。 湧水池の真ん中に湧水口があり、

水神様が祀られています。

びわの生産者
古賀さん

レター
パックOK

熱量、タンパク質、
脂質、炭水化物
ナトリウム
カルシウム
マグネシウム
カリウム

   ･･･0mg
･･････0.87mg
･････1.63ｍg
･･･0.64mg

････････0.51mg
メタケイ酸76㎎/L含有

ミネラル成分表(100mlあたり)

竹田にはたくさんの水車があります。

53235  3,888円 （3,600円本体） 2L×12本

53233   4,860円（4,500円本体） 500ml×24本

定期配送（毎月、隔月）で送料無料に。

お水は重いので、玄関先まで持って
 きてくれるのは本当に助かります。
  （50代女性）

定期
配送

茹でても、蒸してもない、

最適な加工法で調理しました。

山梨県

そのまま
食べられる
あけぼの大豆

山梨県 あけぼの大豆
枝豆で大人気！抜群の甘み。

レター
パックOK

あけぼの大豆生産者
　　　　　　　藤尾さん32007 486円 （450円本体） 約80g32006 1,296円（1,200円本体） 約500g

レター
パックOK

太田さん

（さちのか＆あまおう）

（さちのか、あまおう、ピーチベリー、恋みのり）

花粉症
対策に!

佐賀県嬉野（うれしの）産

りょくけん茶

中村さん越江さん山﨑さん

母
の
日

に
も
！
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