
 the grapes, which can be eaten whole.
皮ごと食べられるぶどう。

ぶどう

2019年8月号

青森県 嶽きみ

　皮ごと食べられるぶどうが人気です。
　新しい品種も生まれ、糖度が高く、食味の良いぶどうが
出回るようになりました。
　
■ナガノパープル
　8/5頃から始まる黒ぶどう「ナガノパープル」は、長野県
生まれの黒ぶどうで、ピオーネや巨峰のような風味を持ち
ながら、皮が薄くやわらかいため、
種なし、皮ごと食べられます。

■シャインマスカット
　2003年に登録され
るや否や、あっという
間に大人気商品となっ
た白ぶどうです。
皮ごと食べられ、種なし
処理にも好適な品種
で、樹勢が強いことか
ら作りやすく、全国で
ベストセラーになって
います。8/12くらいから
スタートの予定です。

　十数年前から、そのやせた土地でとうもろこしを作
ると、とても品質の高いものが収穫でき、瞬く間に、
産地ブランドに。畜産に従事していた佐藤さんは、
すべての土地をとうもろこし畑に切り替え、今では
嶽高原で5本の指に入る存在に。生食も可能で、抜群
の甘さを誇るとうもろこしがスタートです。
　生食も可能で、甘さ抜群です。

岩木山のふもとに広がる嶽高原（だけこうげん）は、稲作
が不可能で、とてもやせた土地でした。生産者の佐藤さん
も幼かった頃は、苦労が絶えなかったと言います。

www.ryokuken.co.jpりょくけん

ナガノパープル

シャインマスカット

基本的にクール便で、すべての野菜くだものはお送りします。

ナガノパープル（ハウス）

シャインマスカット
（ハウス）

シャインマスカット

シャインマスカット

山梨県

長野県

長野県

長野県

42225   1,836円（1,700円本体） 1房（750g前後）

42221   3,564円（3,300円本体） 1.5kg（2〜3房）

42242   2,264円（2,100円本体） 1房（500g前後）

42288   4,320円（4,000円本体） 1.1kg（2房）

42233   2,808円（2,600円本体） 1房（500g前後）

42234   5,400円（5,000円本体） 1.1kg（2房）

42235   2,808円（2,600円本体） 1房

42236   5,400円（5,000円本体） 1.1kg（2房）

8/12〜
8/25頃

8月上旬〜
8/10頃

8月下旬〜
9/5頃

9/10〜
9月下旬

←”きみ”は”きび”の津軽方言。

嶽高原で育ったので、「嶽きみ」

という愛称に。

出荷期間：8/5頃～9/中

10001

324円

（300円本体）

ぶどうが2~3房

入るギフト箱も

ご用意しました

5ページ目に藤稔や、

お得な頒布会のご案内も！

34716  3,024円（2,800円本体） 8本

34725     410円   （380円本体）  1本 

佐藤さん↑　　

電話は力強い津軽三味線の着信音！

めえ、きみけえ！
（=美味しい　　　　　　　

とうもろこし食べて）

ハウスと露地、産地をリレー
することで長期間出荷が可能
になります。
露地の方が、皮がパリッとし
ます。

松崎さん



ピーマン
北海道

レモン
広島県

肥料も農薬も
使わない。

40386  680円（630円本体）  約300g(1~2玉）

それだけで
エスニックに。

じゃがいも、鷹の爪を除き、　　　　でお届けします。

ブロッコリー
青森県

冬野菜なので、
高原で育てま
した。不定期。

33302   410円   （380円本体） 1株

スティックブロッコリー
秋田県

夏でも栽培しやすい
茎ブロッコリー。
茎までおいしい。

33304   410円   （380円本体） 1袋

日照時間が長い
北海道で育てました。
肉厚でジューシー。

34508   324円（300円本体）約200g(2~3玉)

34507 1,404円（1,300円本体）約１㎏(9~15玉)

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

一番
人気

レタス
山梨県/長野県

シャキシャキ
甘さも秀逸。

32802 486円（450円本体） 1玉

パプリカ
大分県/青森県

貴重な国産、
土耕パプリカ。

34512 410円（380円本体）１玉

かぼちゃ

静岡県
鹿児島県

ホクホク甘い。

43281  1,620円（1,500円本体） 1玉

43280  432円（400円本体） 1カット

36642 756円（700円本体） 約1kg

36641    389円   （360円本体） 約400g

名産地 淡路から。
化学合成された
農薬不使用。

淡路の玉ねぎ
兵庫県

原木生椎茸
秋田県

なめらかな
肉質の椎茸。

30461 410円（380円本体）1袋

泉州水なす
大阪府

ジューシーで
生食がおススメ。

34345  324円（300円本体） 1本

広島県
バジル

31810 270円（250円本体） 約20g

トマトと好相性。

鷹の爪
愛媛県

強烈な辛みの中に
甘みがあります。

34855 410円（380円本体）約13g(10本くらい）

パクチー
静岡県

32510 324円（300円本体）約50g

和のハーブ

にんにく青森県/鹿児島県

奄美大島在来の
にんにく。7月中旬～
青森のホワイト六片に
なります。

34854  410円（380円本体）  1個

夏らしい風味。

山梨県/秋田県
大葉

38451 270円（250円本体） 10枚

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

みょうが
秋田県

38456 324円（300円本体）約50g

36109  1,944円（1,800円本体） 約3kg

36108     734円  （680円本体）  約1kg

36107     378円  （350円本体）  約500g

人参らしい
香り。

にんじん
北海道

31929 2,700円（2,500円本体） 約1kg

31909    648円（600円本体） 約200g

丁寧に育てました。

枝豆
大阪府／京都府

色も味も違う7種類の
じゃがいもをご堪能ください。

テイスティングセット
（各300g×7種類）

36191  1,350円（1,250円本体） 各300g×7種

ズッキーニ
山梨県

加熱してトロッとした
食感が美味。

34321 324円  （300円本体）  1本

こどもピーマン

京都府
和歌山県

苦味が少なく
肉厚で美味しい。

34509 378円（350円本体） 約200g

万願寺とうがらし
京都府

薄皮で
食べやすい。

34532 324円（300円本体） 約150g

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

茶豆
山形県

モロヘイヤ
北海道

栄養豊富なのに
食べやすい。

32503 324円（300円本体） 1束

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）

毎日野菜は
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） 

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
くだもの付
サイズ

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

●定期便オプション 野菜だけでなくくだものも美味しいりょくけん。

四季折々のくだものを二つのボリュームでご提供。

台所に常備しておきたいじゃがいも、

玉ねぎ、にんじんもお得にどうぞ。

たまご くだもの じゃが玉
人参

　お茶の葉をえさに少量混ぜることで鶏の健
康を保ち、臭みのない生食が美味しいたまご。

36286 1,620円（1,500円本体） 各1㎏

36350   864円 （800円本体） 各500g

61005 454円 （420円本体） 6玉入り

57131 702円 （650円本体） Sサイズ

57130 1,296円（1,200円本体）

高知県

より詳しいパンフレットご用意しています。メールやお電話にてお求めください。
お届けの内容はHP上でお知らせしています。
https://www.shop-ryokuken.com/hpgen/HPB/categories/19254.html

31933 2,160円（2,000円本体）約1kg

31931      648円（600円本体）約250g

山梨県
北海道
青森県
キャベツ

31708 486円（450円本体） 1玉

涼しい場所で
育てました。

夏大根

北海道
青森県

31703  486円（450円本体） 1本

夏でも冷涼な場所で
育てました。

メークインねっとりと煮崩れない。

36172   1,674円  （1,550円本体）約3kg

36170    292円   （270円本体）約500g

ノーザンルビー
薄いピンク色の果肉。加熱しても色落ちしない。

36175    378円 （350円本体）約500g

北海道 北海道いちごトマト
34498 2,700円（2,500円本体） 約1kg 

34407  702円   （650円本体） 約200g 

いちごの形

のあま～い

ミニトマト

パリッとした

皮の中にうま

みがいっぱい

です。

ミディトマト
34495     410円  （380円本体） 約200g

34409 1,728円（1,600円本体） 約1kg

北海道の余市。

くだものどころ

として知られる

丘陵地帯で作

られる中野父子

のトマト二種。

完熟マルトマト
北海道

34459  3,024円 （2,800円本体）  約800g

34422  4,536円 （4,200円本体）  約1.3㎏

34423   8,856円 （8,200円本体）  約2.6㎏

糖度8度のトマト

※真夏の期間は、
糖度9度以上の特選はなかなか収穫がありません。
ご了承くださいませ。

　水も肥料もできるだけ与えずに育てることで

一般のトマトの倍くらいの甘さになりました。

じゃがたま人参セット
36281  1,944円（1,800円本体） 各1㎏

夏の一押し野菜。
ふっくらととろけます。

今では珍しくなった
自根のものもお届け
できるときがあります。

石原家のなす
山梨県

きゅうり
山梨県他

34347  378円（350円本体）約400g（2~3本）34302 324円（300円本体） 2~3本

34303 972円（900円本体） 約1㎏(7~10本) 34348             864円（800円本体）約1㎏(約9本)

じゃがいも
静岡県

インカのめざめ

36243  2,160円（2,000円本体） 約3kg

36240     432円   （400円本体）約400g

インカのひとみ

36342  2,160円（2,000円本体） 約3kg

36340    432円   （400円本体）約400g

　原生地であるアンデス地方でも、特別な時にだけ食べられる

という品種を日本に持ち込み生まれたのがインカのめざめ。

それからさらに発展し生まれたのが赤い皮の

インカのひとみです。浜松の赤土では

赤系のじゃがいもがひときわ美味しい。

　貯蔵して甘みが増す小粒

じゃがいもの代表格。

栗やさつまいもに似た

甘さがあります。

出荷時期 8/20 頃〜  8/20 頃〜

 8/20 頃〜

デストロイヤー
まだらの赤い果皮。

果肉は黄色で高食味。

36208  1,728円（1,600円本体） 約3kg

36202    324円   （300円本体）約500g

男爵
ホクホク食感の定番

じゃがいも。

36162  1,512円  （1,400円本体）約3kg

36160    270円   （250円本体）約500g

←
ご
贈
答
に
も
ぴ
っ
た
り
な
8
0
0
g
 

入

(株)りょくけん前社長 永田氏
が浜松の赤土で作る色とりど
りのじゃがいも。 8月は二つ
の"インカ"が登場。

36164  1,674円  （1,550円本体）約3kg

36163    292円   （270円本体）約500g

ホッカイコガネ 果肉が黄色で高食味。



さらに甘くとろけるような食感

に。台湾では人気のアーウィン

に台湾の品種を掛け合わせ、

抜群の甘さの品種も開発。そ

れらの品種を日本で栽培する

と、さらに美味しいです。

　マンゴー好きにはたまらな

いセットです。(時期により品

種は変わります）

ハウスみかん
広島県

　瀬戸内海に浮かぶ高根島で育ちました。ハウス

で大切に育て、じょうのう（内袋）がやわらかく抜

群の糖度を誇ります。外の皮も苦味がなく、一緒

に食べられるくらいです。贈り物にも最適で、別

途ギフトボックスもご用意しています（2kg＆3kg

＋324円）

40224  4,104円（3,800円本体） 約2kg

40222  5,400円（5,000円本体） 約3kg

40223  8,640円（8,000円本体） 約5kg

出荷時期：〜8月上旬

出荷時期：〜7/20

　赤い外観が食欲をそそる「アーウィン」

種。宮古島の隣、来間島で、化学合成農薬

を一切使用せずに育てました（有機JAS認

証取得）。とろける食感と濃厚な甘さ。収

穫は少し遅めですが、日持ちも良く、ご自

宅にも、ご贈答にもお勧めです。　

沖縄県
42200     5,940円  （5,500円本体） 400g前後(1玉)

42230 10,800円（10,000円本体） 約800g前後(2～3玉）

森野さん写真は2kg

大玉の2玉入りは1kg超。
贈り物に最適です。

青森県

大玉スイカ

黄金桃

43220  4,320円（4,000円本体） 1玉

出荷時期：7月中旬〜9月中旬鹿児島県 42330     5,940円  （5,500円本体） 約500g前後（1～3玉）

42331 10,800円（10,000円本体） 約1kg（2〜4玉）

42332 20,520円（19,000円本体） 約2kg（3〜9玉）

　日本では赤いマンゴーが好ま

れますが、世界には黄色や緑、

形も大きさも、完熟型も追熟型

も様々なものがあります。たと

えばインドのアルフォンソ。緑か

ら黄色の果皮で、世界一のマン

ゴーと言われています。

　タイやヴェトナムの黄色のマ

ンゴー品種も、日本で育てると

出荷時期
〜8月下旬長野県

プルーン

静岡県 白イチジク

45251       756円  （700円本体）  約300g

45252  1,944円（1,800円本体）  約1kg

　「完熟しないと美味しくな

いんですよ。」と、プルーンの

完熟収獲にこだわる農家さ

ん。大小さまざまな品種をリ

レーしてお届けします。

　トマトとみかんで始まったりょくけん。トマトやみかんに対する「水をあまりやらない」

ほうが糖度が上がる、という農業理論は、おおよそほとんどの作物にあてはまり、

特にくだものには当てはまる考え方でした。

　　果物専門店に決して劣らないクオリティの高いくだものをお送りしています。

 　お中元にもぴったりです。

スペシャル

　  　 ミディアム 57189  3,780円 （3,500円本体）

57185  5,400円 （5,000円本体）

プレミアム 57188 10,800円 （10,000円本体）

贈り物にも、ご自分にも。

メロン、河内晩柑、ハウスみかん、パインアップル、マンゴー(小)

メロン、河内晩柑、ハウスみかん、パインアップル

メロン、河内晩柑2玉、ハウスみかん、パインアップル、

マンゴー、さくらんぼ、パッションフルーツ

夏の
贈りもの

おのし・包装承ります

　白桃の枝変わりで生食用の桃です。白桃に比べてわずかに酸味があり、コクのある味になります。
品種もいくつかありますが、袋をかぶせたまま育てる"無袋"と"有袋"栽培があります。

キーツ(8月上旬～）は
追熟型。少し柑橘っ
ぽい風味があります。

生産者 : 永田さん↑

42386   1,836円  （1,700円本体）  約200g×2P

42385       972円  （900円本体）  約200g

　"白イチジク"をご存知でしょうか。

　故 永田 照喜治がヴェルサイユ宮殿にあったものを受け継いだ、皮がとてもやわらかくそのまま食べられ

るイチジク。"桝井ドーフィン"などのイチジクのように茶色でないことから、"白イ

チジク"と呼ばれます。"全滅"の危機から何度も復活して現在に至る貴重な品種。

とろりとした完熟果をぜひご堪能ください。

出荷時期：8月下旬〜

ぶどう頒布会 ３回お届け
42222  12,960円（12,000円本体） 

長野 8月上旬 ナガノパープル 小2房

山梨 8月中旬 藤稔＆ピオーネ 各1房

山梨 8月下旬 シャインマスカット 2房

梨の代表品種

幸水

皮ごと食べられる

↑ ナガノパープル

上田でぶどう栽培歴50年

↑ 松崎さん

500円玉大の大粒品種

↑ 藤稔

先代から技術を継承

↑ 高橋さん
黒ぶどうの王様

↑ ピオーネ

菱山地域で栽培

↑ 若林さん

皮ごと食べられ甘い

↑ シャインマスカット

幸水と酷似。晩生の分やや大きめ。

豊水

色も味も香りも違うぶどうを三回お届け。長野の松崎さん、

山梨の高橋さんのぶどうを中心にお届けします。

10日間前後の間隔でお送り。

配送料が別途かかります。

甘く、美味しい。人気の黒ぶどう。

　梨の季節になりました。まずは梨の代表格、

幸水と豊水です。瑞 し々く、シャキッとした歯触

りで美味です。旬が短かく、繊細な果実を品種

と産地をリレーして（山梨 幸水→豊水、長野 

幸水→豊水）出荷します。

山梨県 8/5～ 長野県 8/15～
梨

(幸水/豊水）
40624   3,024円（2,800円本体） 約2.5kg

40620   5,184円（4,800円本体） 約5kg

40611   3,456円（3,200円本体） 約2.5kg

40612   5,940円（5,500円本体） 約5kg

山梨県
ピオーネ

42160   1,836円（1,700円本体） 1房

42161   3,456円（3,200円本体） 1.5kg (2~3房)

出荷時期 8/15～8/末

8月の売上No.1

受注締切 8/10 

バナナのように黒い斑

点が出たくらいが、あま

くておいしいですよ。

緑肉のキスミー、

赤肉のレノンがあります。

黄肉の珍しいメロン

「ゆうか」がおススメ

なのですが、

栽培が難しく、

年々少なくなって

います。

　屏風山は、青森県の北部、津軽半島にある地域名です。海岸から続くサラサラの砂地で、

昼と夜の気温差が大きく、果実の糖度が上がりやすい地域です。

砂漠が原生地と言われる、スイカとメロンの名産地です。稲作も盛んなため、副産物で

あるワラを、畑に敷きつめ、保温と防草を行っています。

青森県

メロン　シャリ感があり、糖度もしっかり

ある大玉スイカです。

出荷時期：
〜8月下旬

　「好きだったから」という理由で、20年以上作

り続け、研究してきたアーウィンマンゴーです。

　お得なワケ有も。

８月に入ると、おおよそ白桃も終わり、晩生の

品種に切り替わります。代表格は、"川中島"。大
玉で固め。糖度は高いので、3～4日追熟させて

やわらかくなってからお召し上がりください。

　生産者の小林さんは早生から晩生の品種を

リレーすることで、8月中旬まで出荷していま

す。無袋の黄金桃もそのひとつです。

　長野の吉池さんは小さな

果実のころから袋を全くか

けずに育てます。外観はやや

荒 し々い印象ですが、糖度が高くなります。

８月末頃から出荷開始です。

　肌が傷つきやす

いため、袋をかけ

て育てた有袋栽培

の黄金桃は、うっとりする美しさ。

　食味も食感も、秀逸。

　少しずつ青森でも桃が栽培

されるようになってきました。

さくらと紅錦香だけ

ですが、糖

度が高くき

ちんと熟さ

せると美味

です。

静岡県

42293  3,456円 （3,200円本体） 約800gワケ有

42187  8,640円（8,000円本体） 約5kg (16玉前後)

42186  4,752円（4,400円本体）  約2.5kg (8玉前後）

出荷時期：〜8月中旬山梨県白桃
45202  8,100円（7,500円本体） 約5kg (16玉前後)

45201  4,320円（4,000円本体）  約2.5kg (8玉前後）
出荷時期：8月中旬〜下旬

出荷時期：7月下旬〜8月中旬 出荷時期：8月下旬〜9/10

青森県 白桃

45209  8,640円（8,000円本体）  約5kg (16玉前後)

45208  4,752円（4,400円本体） 約2.5kg (8玉前後）

42209  8,640円（8,000円本体）  約5kg (16玉前後)

42208  4,752円（4,400円本体） 約2.5kg (8玉前後）

山梨県（有袋） 長野県（無袋）

雨宮さん

吉池さん

黄色の皮のチョークアナン。
日本で完熟させると
糖度も極めて高い

ベイリーズマーベル。フロリダ
生まれの品種。追熟タイプの
マンゴーで、糖度は極めて高い。

42291    2,160円  （2,000円本体） 1玉

42292    5,940円 （5,500円本体） 約800g

足立さん

1
2
3

40420  4,104円  （3,800円本体） 各1玉

40411   4,104円  （3,800円本体）  2玉

40419  2,160円 （2,000円本体）  1玉

40423  2,160円 （2,000円本体）  1玉

40412  2,160円  （2,000円本体）  1玉

40413  4,104円  （3,800円本体）  2玉

緑・赤
セット

ゆうか

レノン

キスミー

〜8/5頃



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。

55250 972円 （900円本体）  ティーバッグ20p

58019 756円 （700円本体）  約80ｇ

紅茶
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

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

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

便利な
ティーバッグ

タイプ

　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）。

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。

　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

しんだことから、興味を持ち、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。

　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。

特選トマトジュース

 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

糖度
8度

糖度
7度

糖度
9度

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

　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

レター
パックOK

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

太田さん

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

渥美さん

　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

180m l

180m l

180m l

葉取らず
ふじりんごジュース

58981s   5,940円  （5,500円本体） 30本

新もの！  58981  11,880円（11,000円本体） 30本

58982s     270円   （250円本体）  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） 6本

58655  1,620円（1,500円本体） 1本

58644 11,880円（11,000円本体）30本

52628      432円   （400円本体） 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：熊本／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）30本

58987   864円  （800円本体） 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） 30本

58985  432円 （400円本体） 1本

原料：台湾／加工地：長野

賞味期限
2019年9月24日

のため
半額セール

30本は
お買い得

52627 11,880円（11,000円本体） 30本

52629       432円 （400円本体）   1本

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） 1本

58791     756円   （700円本体）  1本58793     756円   （700円本体）  1本

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

58852 2,160円 （2,000円本体） 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。

　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。

田那部さん 渥美さん

張さん

坂本さん

安芸さん

山下さん

リニューアル!
甘い苺の香り

タロッコ種

モロ種

タロッコオレンジ→

ぶどうもりんご
も熟度にこだ
わってます

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。

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

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

レター
パックOK

32007 486円 （450円本体） 約80g

レター
パックOK

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)

ほうじ茶

58018 756円（700円本体）約200ｇ

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。

福岡県
佐賀県 佐賀県

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

レター
パックOK

　北海道は余市の、海が見える丘の上で、さんさんと降

り注ぐ夏の太陽を浴びて真っ赤に育ったマルトマトが

原料です。

　作るのは、中野父子。北海道に入植して、息子の勝さ

んで4代目です。お父様の時に、永田照喜治と出会い、

さくらんぼ栽培を止め、トマトの栽培を開始。

　中野さんの作る酸味の少ないフルーティなトマトを

100%使用。もちろん、食塩無添加、ストレートです。 中野さん父子

佐賀 嬉野産
りょくけん茶　～豊富なラインナップでお届け～

中野さんの畑のある丘から見た余市湾

1L

710ml 710ml

180m l180m l

180m l

新茶の収穫風景



★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 ８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

玄米

白米

長崎県 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！

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）。

りょくけん米（コシヒカリ）りょくけん米（コシヒカリ）
お得な

定期配送が
おススメ

コシヒカリ京都府

中村さん越江さん山﨑さん

　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。

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）

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。

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。

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
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