
商品名 価格 備考 注文 商品名 価格 備考 注文
キャベツ　1個（約1kg）　C 190円 小松菜　200g 150円 減農薬
ほうれん草　150g　AAA 200円 ほうれん草　150g 160円 減農薬
小松菜　200g　AAA 195円 有機かつお菜　150g　　　　　　　　　　　　　★ 180円 減農薬
百花（まんば）　5枚　AAA 185円 春菊　150g 150円 減農薬
ブロッコリー　1株　C 190円 泥ごぼう　300g（3-4本） 190円 減農薬
スティックオニオン　5本　AA 200円 ミニトマト　1kg　【オススメ】 990円 減農薬
ミニブロッコリー　約200g（12個）　C　　　　　★ 295円 にんじん　500g（2-4本）　　　　　　　　　　　★ 230円 無農薬
大根　１本（約1kg）　AAA　　　　　　　　　　　★ 185円 サラダかぶ　400g（5-7個）　　　　　　　　　　★ 220円 無農薬
紅くるり大根　1個（400-500g）　AAA　　　　★ 200円 さつまいも（シルクスイート）　600g（2-3本）★ 195円 減農薬
渦巻ビーツ　赤　5-7cm　2-3個　B 380円 葉無し ヒラタケシメジ　100g 160円 減農薬
渦巻ビーツ　黄　5-7cm　2-3個　B 380円 葉無し
サラダかぶ　小（3-4cm）　5個　AAA 200円 スペアミント〔生〕　50ｇ 280円 少
あやめ雪かぶ　小（3-4cm）　5個　AAA 200円 チャービル（セルフィーユ）〔生〕　60g 280円
日野菜かぶ　5本　AAA 200円 ディル〔生〕　60g 280円
有機赤からし水菜　150g　AAA 190円 JAS有機 イタリアンパセリ〔生〕　60ｇ 280円
天然クレソン　100g　AAA 190円 バジル〔生〕　60g 280円 少
殻付銀杏　在来種　100g　AAA 200円 レモングラス〔生〕　100ｇ 280円
むき銀杏　在来種　薄皮付　100g　AAA 440円 鬼皮むき ルッコラ〔生〕　100g 240円
大葉　10枚　C 130円 オレガノ〔生〕　15ｇ 140円 少
菌床椎茸　2L　100g（4個）　AAA 280円 ローズマリー〔生〕　15ｇ 140円
菌床椎茸　L　100g（6個）　AAA 280円 タイム〔生〕　15ｇ 140円 少
菌床椎茸　2S　100g（15-18個）　AAA 260円
金柑（キンカン）　200g　AAA 295円 とび色マイタケ　1株（約500g） 1,150円
スイートスプリング　1kg（3-4個）　Ｃ 480円 黒マイタケ　1株（約500g） 1,000円
グリーン（黄色）　110g×2個　AAA 520円 ヤマブシタケ　A品　１株（約100g） 190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。 ヤマブシタケ　B品　1株（約100g） 160円
シイタケ（菌床）　A 6M　100g 240円

土耕フルーツトマト　A品　4kg 6,500円 糖度8度以上 シイタケ（菌床）　B 6M　100g 200円
土耕フルーツトマト　A品　2kg 3,600円 糖度8度以上 シイタケ（菌床）　LS　100g 135円
土耕フルーツトマト　B品　4kg 4,900円 糖度8度以上
土耕フルーツトマト　B品　2kg 2,800円 糖度8度以上 ブラウンマッシュルーム　A品　1kg 2,200円 直径指定可
土耕高糖度トマト　A品　4kg 4,900円 糖度7度台 ホワイトマッシュルーム　A品　1kg 2,200円 直径指定可
土耕高糖度トマト　A品　2kg 2,800円 糖度7度台 ブラウンマッシュルーム　B品　1kg 1,690円 大・中込み
土耕高糖度トマト　B品　4kg 3,900円 糖度7度台 ホワイトマッシュルーム　B品　1kg 1,690円 大・中込み
土耕高糖度トマト　B品　2kg 2,200円 糖度7度台 ブラウンマッシュルーム　C品　1kg 1,300円 変形込み
土耕サラダトマト（Lisa）　A品　4kg 3,600円 糖度7度未満 ホワイトマッシュルーム　C品　1kg 1,300円 変形込み
土耕サラダトマト（Lisa）　A品　2kg 2,100円 糖度7度未満
土耕サラダトマト（Lisa）　B品　4kg 2,500円 糖度7度未満 白神 長ネギ　優　2L（2.0～2.5cm） 5kg 2,300円 約40本バラ
土耕ミニトマト（赤）　1kg 1,350円 白神 長ネギ　優　L（1.5～2.0cm）　5kg 2,900円 3本ｘ15束
土耕ミニトマト（赤アイコ）　1kg 1,480円 白神 長ネギ　優　M（1.3～1.5cm）　5kg 2,300円 4本ｘ15束
土耕ミニトマト　アソート　1kg 1,600円 5色以上MIX 白神 長ネギ　優　S（1.0～1.3cm）　5kg 2,000円 5-6本ｘ15束
土耕ミニトマト　単色（黄橙緑茶紫）　1kg 1,600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
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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 京丸姫ねぎ（芽ネギ）　約20g 230円
有機ベビーリーフ（グリーンオーク）　100g 200円 有機栽培 京丸姫みつば　約30g 110円
有機ベビーリーフ（スピナッチ）　100g 200円 有機栽培  京丸ミニちんげん　約50g（4本入） 110円
有機ベビーリーフ（ミズナ） 100g 200円 有機栽培
有機ベビーリーフ（レッドオーク） 100g 200円 有機栽培 天然魚 鮮魚BOX　10,000円セット 10,000円
有機ベビーリーフ（赤ミズナ） 100g 200円 有機栽培 天然魚 鮮魚BOX　8,000円セット 8,000円
有機マイクロスプラウト（ミックス）　50g 200円 有機栽培 天然魚 鮮魚BOX　6,000円セット 6,000円
国産 有機グリーンリーフレタス　１株 160円 天然 平鯛（ヘダイ）　約1.5㎏　キロ単価 1,600円 多少変動あり
国産 有機サニーレタス　１株 160円
有機サラダほうれん草　100g 140円 有機栽培 二年熟成生ハム原木　約7kg/1本（分割可） 6,500円 キロ単価 本
有機小松菜　150g 140円 有機栽培 二年熟成生ハム　 ブロック　200g 3,300円
スティックセニョール芯先　150g（6～7本） 150円 二年熟成生ハム　 スライス　100g 2,000円
国産 イタリアンパセリ　100g 480円  手作りベーコン　 スライス　100g 630円
国産 イタリアンパセリ　15g 140円
熊本産 フルーツミニトマト　120g（6-7個） 230円 熊本産 エゾ鹿肉　ヒレ１頭分（0.4-0.5kg） 4,800円 キロ単価 PC
有機洗いにんじん　A品　1kg 340円 有機栽培 エゾ鹿肉　リブロース（0.9-1.2kg） 4,440円 キロ単価 本
有機洗いにんじん　B品　1kg 280円 有機栽培 エゾ鹿肉　肩ロース（1-1.3kg） 4,440円 キロ単価 本
有機じゃがいも(キタアカリ)　500g 220円 北海道産 エゾ鹿肉　シンタマ（0.9-1.4kg） 3,000円 キロ単価 本
有機じゃがいも(キタアカリ)　10kg 3,900円 北海道産 エゾ鹿肉　ランプ1頭分（0.8-1kg） 3,240円 キロ単価 PC
有機フレンチミニだいこん（葉なし）　5本 140円 有機栽培 エゾ鹿肉　バラ（0.8-1.4g） 2,040円 キロ単価 枚
有機ラディッシュ（葉なし）　5個 140円 有機栽培 エゾ鹿肉　スペアリブ2本（0.4-0.5kg） 1,750円 キロ単価 PC
有機紅白ラディッシュ（葉なし）　5個 140円 有機栽培 エゾ鹿肉　タン（0.1-0.2kg） 10,600円 キロ単価 本
有機紫ラディッシュ（葉なし）　5個 140円 有機栽培 エゾ鹿肉　ハツ（0.3-0.5kg） 4,500円 キロ単価 個
有機ミニかぶ（葉なし）　5個 140円 有機栽培
有機ミニ紫かぶ（葉なし）　5本 140円 有機栽培 つくば鶏　もも肉　生　２kg 2,100円 1050円/kg 
有機マイクロフレンチだいこん　10本 220円 有機栽培 つくば鶏　むね肉　生　２kg 1,100円 600円/kg 
有機マイクロラディッシュ　10個 220円 有機栽培 つくば鶏　ささみ　生　２kg 1,780円 890円/kg 
有機マイクロだいこん　10本 220円 有機栽培 つくば鶏　レバー（ハツ付）　生　２kg　　　　　　★1,300円 650円/kg 
有機マイクロかぶ　10個 220円 有機栽培 つくば鶏　砂肝　生　２kg 1,300円 650円/kg 
有機にんじんジュース　200ml 360円 ストレート つくば鶏　手羽先　生　２kg 1,300円 650円/kg 

つくば鶏　胸皮　冷凍　２kg 640円 320円/kg
長芋　お徳用（曲がり・カット）　10kg 2,900円 超お買い得 つくば鶏　骨付もも（約380g/１本）　生　10本 960円 キロ単価
長芋　5kg　各サイズ(S～3L） 2,400円 つくば茜鶏　中抜き（2.3前後/１羽） 960円 キロ単価
長芋　3kg　各サイズ(S～L） 1,900円 ※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。
にんにく　A品（美品）　2L　1kg（約10個） 2,600円
にんにく　C品（ばらけ）　1kg 2,200円 八幡平ポーク　ロース　約4.5kg　生 1,760円 キロ単価 本
むきにんにく　大小込み　1kg 3,100円 八幡平ポーク　肩ロース　約2.5kg　生 1,620円 キロ単価 枚

八幡平ポーク　バラ　約5kg　生 1,470円 キロ単価 枚
コゴミ　A品　50g（約5-7本） 290円 八幡平ポーク　モモ　約9.0kg　生 1,030円 キロ単価 本
赤菊芋（アカキクイモ）　土付き　1kg 900円 八幡平ポーク　肩（うで）　約6.0kg　生 890円 キロ単価 本
赤菊芋（アカキクイモ）　土付き　10kg　　　★ 7,200円 八幡平ポーク　ヒレ　約0.5kg　生 1,920円 キロ単価 本

八幡平ポーク　半丸セット　約26kg　生 1,210円 キロ単価
いぶりがっこ　スライス　100g　10個セット　★ 3,150円 無添加 八幡平ポーク　内臓１頭分セット 1,600円 一頭分単価
いぶりがっこ　スライス　100g　5個セット　　★ 1,660円 無添加 ※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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