
販売価格(税抜) 12,800円 販売価格(税抜) 5,000円

販売価格(税抜) 10,000円 販売価格(税抜) 15,000円

販売価格(税抜) 18,000円 販売価格(税抜) 20,000円

販売価格(税抜) 6,760円 販売価格(税抜) 11,800円
JAN： JAN：

オリーブオイルの最高峰「バリアーニ」のグリーンとホワイトを1瓶ずつギフト化粧箱にお入れし

ました。

無農薬、無化学肥料で育て天然塩で漬け込んだ梅干しです。

商品ID：100669073 商品ID：67679311
型番：a0920z 型番：a0120

ギフト＞調味料ギフト ギフト＞梅干しギフト

【10%OFF】バリアーニ エキストラ

バージンオリーブオイル グリーン＆ホ

ワイトギフトセット【送料無料】

三年梅干ギフト -紀和の里梅

5kg 樽入り【送料無料】

商品ID：66391465 商品ID：56634248
型番：c0017 型番：c0019
JAN： JAN：

高級調味料ギフトセットD-

18,000円プラン【送料無料】

高級調味料ギフトセットE-

20,000円プラン「最高級調味料

一式」【送料無料】

料亭でも使われる本格調味料9点を、大きな化粧箱に入れ高級風呂敷で包みました。 最高級の調味料10点セットです。かわしま屋のこだわり調味料をフルセットで揃えました。

いつもの食事に感動を運んでくれます。

型番：c0002 型番：c0015
JAN： JAN：

ギフト＞調味料ギフト ギフト＞調味料ギフト

高級調味料ギフトセットB-

10,000円プラン【送料無料】

高級調味料ギフトセットC-

15,000円プラン【送料無料】

最高級の調味料7点セットです。かわしま屋のこだわり調味料をフルセットで揃えました。い

つもの食事に感動を運んでくれます。

最高級の調味料7点セットです。かわしま屋のこだわり調味料をフルセットで揃えました。い

つもの食事に感動を運んでくれます。

商品ID：41570040 商品ID：51806599

JAN： JAN：

ギフト＞調味料ギフト ギフト＞調味料ギフト

紀州の有機栽培南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干しました。希少な3年もの

梅干し樽入りです。

最高級の調味料5点のセットです。醤油・砂糖・塩・酢・味噌。最高級の調味料で料理

好きのあの人を喜ばせてあげてください。

商品ID：92187557 商品ID：41176297
型番：a0475gift 型番：c0014

かわしま屋　商品カタログ

ギフト＞梅干しギフト ギフト＞調味料ギフト

有機南高梅-三年熟成ギフト用

5kg樽（和歌山県田辺市産有

機南高梅）【送料無料】

高級調味料ギフトセットA-5,000

円プラン「さしすせそ」【送料無料】
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販売価格(税抜) 3,000円

型番：c0007
JAN：

 高級調味料ギフトセットA-3000

円プラン-調味料ミニボトルセット

【送料無料】

極上の醤油2種とお酢のミニボトルをギフトセットにしました

商品ID：46160841

かわしま屋　商品カタログ

ギフト＞調味料ギフト
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 1,300円

販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 1,300円

販売価格(税抜) 2,125円 販売価格(税抜) 1,400円

販売価格(税抜) 576円 販売価格(税抜) 360円

商品ID：91448817 商品ID：92065147
型番：265 型番：6153
JAN：4932828002651 JAN：4932828061535

オーサワ国内産有機活性発芽玄

米500ｇ

オーサワ国内産有機玄米(ササニ

シキ)300ｇ

生命力あふれる有機発芽玄米。玄米本来の甘み・旨み引き立つ あっさりしていて風味がよい 　お試し用2合パック

型番：244 型番：6636
JAN：4932828002446 JAN：4932828066363

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ国内産有機活性発芽玄

米2kg

オーサワの九州産有機十六穀米

300ｇ【送料無料】*メール便での

発送*

生命力あふれる有機発芽玄米です。玄米本来の甘み・旨み 九州産有機穀物・豆100％　色合いよく、もちもちとした食感

商品ID：86547343 商品ID：88636210

JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞雑穀

日本産の有機丸麦（有機大麦使用）です。日本ではなじみの薄い丸麦ですが、スープ

の具やリゾットに向いています。

浦部農園産の有機大麦を原料に､国内の有機認定工場で厳重に生産管理され､大切

に作られた100%国内産有機押し麦です｡

商品ID：97170044 商品ID：97170257
型番：a1164 型番：a1158b

米・雑穀・古代米＞ 米・雑穀・古代米＞

丸麦（浦部農園・有機農法・原

種栽培）300g

押麦（浦部農園・有機農法・原

種栽培）１㎏

商品ID：97170022 商品ID：97170024
型番：a1158 型番：a1159
JAN： JAN：

押麦（浦部農園・有機農法・原

種栽培）300g

丸麦（浦部農園・有機農法・原

種栽培）１㎏

浦部農園産の有機大麦を原料に､国内の有機認定工場で厳重に生産管理され､大切

に作られた100%国内産有機押し麦です｡

日本産の有機丸麦（有機大麦使用）です。日本ではなじみの薄い丸麦ですが、スープ

の具やリゾットに向いています。

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞ 米・雑穀・古代米＞
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 336円

販売価格(税抜) 336円 販売価格(税抜) 592円

販売価格(税抜) 544円 販売価格(税抜) 1,840円
JAN：4932828022086 JAN：4932828022093

国内産原料100％　8種類の雑穀をブレンド 国内産原料100％　8種類の雑穀をブレンド

商品ID：92190233 商品ID：92190239
型番：2208 型番：2209

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

オーサワの充実雑穀250ｇ オーサワの充実雑穀1ｋｇ

商品ID：92190186 商品ID：92190195
型番：273 型番：309
JAN：4932828002736 JAN：4932828003092

オーサワの押麦（五分搗き）300

ｇ

オーサワの有機もちあわ200ｇ

農薬・化学肥料不使用　歯応えよくほんのり甘い 国内産有機もちあわ100％　もちもちとした食感と適度な粘り

型番：6154 型番：261
JAN：4932828061542 JAN：4932828002613

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

オーサワ国内産有機玄米(あきた

こまち)300ｇ

オーサワの丸麦（五分搗き）300

ｇ

甘み、粘りのバランスがよい 　お試し用2合パック 農薬・化学肥料不使用　　もちもちした食感でほんのり甘い

商品ID：92065155 商品ID：92190182

JAN：4932828061511 JAN：4932828061528

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞雑穀

甘み、粘りに優れ、香りがよい 　お試し用2合パック 大粒で粘りがあり、やわらか 　お試し用2合パック

商品ID：92065149 商品ID：92065152
型番：6151 型番：6152

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ国内産有機玄米(コシヒカ

リ)300ｇ

オーサワ国内産有機玄米(ひとめ

ぼれ)300ｇ
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販売価格(税抜) 176円 販売価格(税抜) 192円

販売価格(税抜) 192円 販売価格(税抜) 224円

販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 176円

販売価格(税抜) 184円 販売価格(税抜) 184円

型番：618 型番：620
JAN：4932828006185 JAN：4932828006208

オーサワ有機活性発芽玄米粥

200ｇ

オーサワ有機活性発芽玄米あずき

粥200ｇ

有機活性発芽玄米使用 有機活性発芽玄米、有機小豆使用

商品ID：93833081 商品ID：93833084

JAN：4932828025452 JAN：4932828061399

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム

玄米粥を丁寧に裏ごしなめらかな口当たり飲み口つきで便利 有機活性発芽玄米使用　発芽玄米を梅醤入り番茶で炊き上げた

商品ID：93634073 商品ID：93833076
型番：2545 型番：6139

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム

オーサワ有機絹ごし玄米クリーム

（チューブ容器入り）200ｇ

オーサワ梅醤発芽玄米番茶粥

200ｇ

商品ID：93634065 商品ID：93634069
型番：589 型番：593
JAN：4932828005898 JAN：4932828005935

オーサワ活性発芽玄米クリーム

（かぼちゃ）100ｇ

オーサワ有機絹ごし玄米クリーム

200ｇ

玄米粥とかぼちゃを丁寧に裏ごしなめらかな口当たり 玄米粥を丁寧に裏ごしなめらかな口当たり

型番：587 型番：590
JAN：4932828005874 JAN：4932828005904

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム

オーサワ有機活性発芽玄米クリー

ム（プレーン）100ｇ

オーサワ活性発芽玄米クリーム

（小松菜）100ｇ

玄米粥を丁寧に裏ごしなめらかな口当たり 玄米粥と小松菜を丁寧に裏ごしなめらかな口当たり

商品ID：93634061 商品ID：93634062

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム
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販売価格(税抜) 705円 販売価格(税抜) 510円

販売価格(税抜) 510円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 536円 販売価格(税抜) 882円

販売価格(税抜) 594円 販売価格(税抜) 1,980円

商品ID：94428108 商品ID：94428109
型番：278 型番：286
JAN：4932828002866 JAN：4932828002873

オーサワ（長野県産） 高きび

200g

オーサワ国内産有機五分搗き米

2kg

農薬不使用　ほのかな甘み、弾力のある歯応え もっちりしていて冷めても美味

型番：266 型番：275
JAN：4932828002750 JAN：4932828002781

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ実そば250g オーサワ国内産有機もち玄米1kg

農薬不使用　豊かな香りとほのかな甘み 粘りと甘みがある

コシの強い餅ができる

商品ID：94428105 商品ID：94428107

JAN： JAN：4932828002668

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞玄米

農薬、化学肥料、除草剤、堆肥など使用せず、稲藁を腐食した土づくりの自然栽培６

年以上の美味しい緑米です。

秋田産有機玄米あきたこまち100%甘み・旨みがある

商品ID：94099181 商品ID：94428104
型番：a1006 型番：259

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞玄米

緑米-無農薬・自然栽培（おがた

健康農園特製 熊本県上益城郡

甲佐）200g

オーサワ国内産発芽玄米500g

商品ID：94099172 商品ID：94099178
型番：a1004 型番：a1005
JAN： JAN：

ふっくらごはん（麦まめくん-無農

薬・自然栽培　熊本おがた健康

農園特製）200g

赤米-無農薬・自然栽培（おがた

健康農園特製 熊本県上益城郡

甲佐）200g

無農薬・無肥料自然栽培の雑穀です。 農薬、化学肥料、除草剤、堆肥など使用せず、稲藁を腐食した土づくりの自然栽培５年

以上の美味しい赤米です。

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞古代米
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販売価格(税抜) 2,070円 販売価格(税抜) 510円

販売価格(税抜) 4,980円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 948円 販売価格(税抜) 198円

販売価格(税抜) 510円 販売価格(税抜) 27,880円
JAN： JAN：

自然栽培５年以上の美味しい三色米です ２０年以上の長い間、農薬や化学肥料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改

良した農地で育ちました。

商品ID：96351035 商品ID：99571405
型番：a1041 型番：a1142b

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞玄米

黒米・赤米・みどり米-無農薬・自

然栽培（おがた健康農園特製

熊本県上益城郡甲佐）200g

ヒノヒカリ玄米（おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

30kg【送料無料】

商品ID：95522495 商品ID：96351032
型番：a1144 型番：a1040
JAN： JAN：4571367290275

ヒノヒカリ玄米（おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

900g

玄米葛粥200ｇ

２０年以上の長い間、農薬や化学肥料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改

良した農地で育ちました。

国産１００％の本葛を混ぜたお粥です。

型番：a1142 型番：a1143
JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム

ヒノヒカリ玄米（おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

5kg【送料無料】

ヒノヒカリ玄米（おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

2kg

２０年以上の長い間、農薬や化学肥料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改

良した農地で育ちました。

２０年以上の長い間、農薬や化学肥料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改

良した農地で育ちました。

商品ID：95522491 商品ID：95522493

JAN：4514632070271 JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

胚芽にはお米の栄養素が66％含まれる 農薬、化学肥料、除草剤、堆肥など使用せず、稲藁を腐食した土づくりの自然栽培５年

以上の美味しい黒米です。

商品ID：94428110 商品ID：95522490
型番：287 型番：a1141

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞白米 米・雑穀・古代米＞古代米

オーサワ国内産有機胚芽つき白

米2kg

黒米-無農薬・自然栽培（おがた

健康農園特製 熊本県上益城郡

甲佐）200g
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販売価格(税抜) 39,800円 販売価格(税抜) 580円

販売価格(税抜) 6,980円 販売価格(税抜) 2,980円

販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 64,800円

販売価格(税抜) 867円 販売価格(税抜) 1,098円

型番：h0013c 型番：h0016
JAN： JAN：

古代米三色ミックス（無農薬赤

米・黒米・緑米）300g【初回限

定送料無料】*メール便での発送

*

無農薬赤米（福岡産糸島市産

二丈赤米）500g【初回限定送

料無料】

九州産の古代米三種（黒米、赤米、緑米）のミックスです。ご飯に少量入れて炊くだけ

で美味しくて彩り鮮やかな古代米ご飯がたのしめます。

福岡県糸島町にて完全無農薬で育った美味しい赤米（もち赤米）です。

商品ID：76742407 商品ID：77723872

JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞古代米

触媒機能を備える玄米です。体質改善にお役立てください。２０年以上農薬や化学肥

料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改良した土でそだちました。

触媒機能を備える玄米です。体質改善にお役立てください。２０年以上農薬や化学肥

料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改良した土でそだちました。

商品ID：100696967 商品ID：100696968
型番：a1296 型番：a1297

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

【2016年11月中旬発送予定】

還元米-ヒノヒカリ玄米（おがた健

康農園特製 無農薬・無肥料栽

培）900g

【2016年11月中旬発送予定】

還元米-ヒノヒカリ玄米（おがた健

康農園特製 無農薬・無肥料栽

培）30kg【送料無料】

商品ID：100696965 商品ID：100696966
型番：a1294 型番：a1295
JAN： JAN：

【2016年11月中旬発送予定】

還元米-ヒノヒカリ玄米（おがた健

康農園特製 無農薬・無肥料栽

培）5kg【送料無料】

【2016年11月中旬発送予定】

還元米-ヒノヒカリ玄米（おがた健

康農園特製 無農薬・無肥料栽

培）2kg

触媒機能を備える玄米です。体質改善にお役立てください。２０年以上農薬や化学肥

料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改良した土でそだちました。

触媒機能を備える玄米です。体質改善にお役立てください。２０年以上農薬や化学肥

料、除草剤など使用せず、蘇生水素水で土壌改良した土でそだちました。

型番：a1006b 型番：a1252
JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

緑米-無農薬・自然栽培（おがた

健康農園特製 熊本県上益城郡

甲佐）30kg【送料無料】

もちきび150g　無農薬自然栽培

-熊本おがた健康農園特製-

農薬、化学肥料、除草剤、堆肥など使用せず、稲藁を腐食した土づくりの自然栽培６

年以上の美味しい緑米です。

熊本のおがた健康農園で自然栽培された無農薬もちきびです。もちもちとした食感と甘み

がおすすめです。

商品ID：99852794 商品ID：99935445

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞雑穀
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販売価格(税抜) 980円 販売価格(税抜) 867円

販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 1,219円

販売価格(税抜) 9,505円 販売価格(税抜) 1,124円

販売価格(税抜) 4,648円 販売価格(税抜) 1,124円

商品ID：58904269 商品ID：41340938
型番：a0166 型番：a0164
JAN： JAN：

無農薬玄米（ササニシキ玄

米)5kg-由利本荘産【送料無

料】*平成27年度産新米*

無農薬ササニシキ白米-由利本荘

産-1kg【送料無料】*平成27年

度新米*

無農薬、無化学肥料で栽培された美味しくて滋養に富んだササニシキ玄米【送料無料】

放射性物質検査（不検出）、農薬残留検査（113個項目不検出）を経た、 安心し

て召し上がれる玄米だけを産地直送します。

無農薬、無化学肥料で栽培された美味しくて滋養に富んだササニシキ【送料無料】放射

性物質検査（不検出）、農薬残留検査（113個項目不検出）を経た、 安心して召

し上がれるササニシキだけを産地直送します。

型番：a0166-ev 型番：a0166x3
JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞白米

無農薬玄米（ササニシキ玄米)-

由利本荘産3kg x 3ヶ月【定期

購入】*平成27年度産新米*

無農薬玄米（ササニシキ玄米)-

由利本荘産【3kg以上で送料無

料】*平成27年度産新米*

月に一回定期的にお届け。今なら2100円分の十三穀米を無料でプレゼント 無農薬、無化学肥料で栽培された美味しくて滋養に富んだササニシキ玄米【送料無料】

放射性物質検査（不検出）、農薬残留検査（113個項目不検出）を経た、 安心し

て召し上がれる玄米だけを産地直送します。

商品ID：41301622 商品ID：58903902

JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

食味ランキング特Ａに輝いた美味しい黒米です。 由利本荘市産の特別栽培黒米。お米や玄米に少量（三合に大さじ1杯程度）混ぜて

炊くだけで 美味しくて滋養に富んだご飯が出来上がります

商品ID：75828206 商品ID：58772684
型番：h0012 型番：a0152

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞古代米

無農薬黒米（熊本産）500g-

【5000円以上送料無料】

黒米（古代米）1kg-由利本荘

産特別栽培【初回限定送料無

料】

商品ID：77812938 商品ID：76640672
型番：h0015 型番：h0013
JAN： JAN：

無農薬玄米コシヒカリ（福岡産糸

島市産）1000g

古代米三色ミックス（無農薬赤

米・黒米・緑米）300g

福岡県糸島町にて完全無農薬で育った美味しい玄米コシヒカリです。 九州産の古代米三種（黒米、赤米、緑米）のミックスです。ご飯に少量入れて炊くだけ

で美味しくて彩り鮮やかな古代米ご飯がたのしめます。

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞古代米
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販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 1,380円

販売価格(税抜) 6,648円 販売価格(税抜) 1,280円

販売価格(税抜) 764円 販売価格(税抜) 3,960円

販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 1,200円
JAN： JAN：

イタリアのスローフード審査員賞を2002年にアジアで始めて受賞した武富勝彦氏の栽培

した古代米の入った十五穀米です。

武富勝彦氏の栽培した古代米の入った十五穀米です。約1合分を小袋に小分けしまし

た。

商品ID：64864869 商品ID：64864880
型番：a0264 型番：a0266

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

十五穀米（武富勝彦さんの15穀

米）500g【5000円以上送料無

料】

十五穀米（武富勝彦さんの15穀

米）25g x 10袋 セット

商品ID：75067535 商品ID：72050991
型番：h0010 型番：a0264x2
JAN： JAN：4560152010518

無農薬緑米（熊本産）500g-

【5000円以上送料無料】

十五穀米（武富勝彦さんの15穀

米）1kg【送料無料】

食味ランキング特Ａに輝いた美味しい緑米です。 イタリアのスローフード審査員賞を2002年にアジアで始めて受賞した武富勝彦氏の栽培し

た古代米の入った十五穀米です。

型番：a0165-a0174-a0152 型番：a0168
JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞雑穀

無農薬ササニシキ(玄米/白米）

5kg＋特別栽培 古代米（黒

米）2kg セット(由利本荘産）

【送料無料】

有機赤米（もち赤米）500g-岡

山県小野有機農園【初回限定送

料無料】

無農薬ササニシキ（玄米／白米）と無農薬古代米（由利本庄産 放射線検査済

み）のお得なセットです。お好みに応じて玄米か白米かをお選びください。

岡山県総社市で合鴨農法により無農薬で育った美味しい赤米です。

商品ID：41176353 商品ID：62801754

JAN： JAN：

米・雑穀・古代米＞白米 米・雑穀・古代米＞古代米

由利本荘市産の特別栽培黒米。お米や玄米に少量（三合に大さじ1杯程度）混ぜて

炊くだけで 美味しくて滋養に富んだご飯が出来上がります

岡山県総社市で合鴨農法により無農薬で育った美味しい黒米です。

商品ID：58772736 商品ID：62801885
型番：a0152x3 型番：a0170

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞古代米

黒米（古代米）-由利本荘産特

別栽培3kgセット【送料無料】

無農薬黒米(紫黒米）500g-岡

山県小野有機農園-【初回限定

送料無料】
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販売価格(税抜) 3,690円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 3,690円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 3,510円 販売価格(税抜) 1,494円

販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 1,530円

型番：2212 型番：2213
JAN：4932828022123 JAN：4932828022130

オーサワ国内産有機玄米(あきた

こまち)5kg

オーサワ国内産有機玄米(あきた

こまち)2kg

甘み、粘りのバランスがよい 甘み、粘りのバランスがよい

商品ID：94540298 商品ID：94540301

JAN：4932828022055 JAN：4932828022062

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

あっさりしていて風味がよい あっさりしていて風味がよい

商品ID：94540293 商品ID：94540295
型番：2205 型番：2206

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ国内産有機玄米（ササニ

シキ）5kg

オーサワ国内産有機玄米(ササニ

シキ)2kg

商品ID：94540285 商品ID：94540288
型番：2203 型番：2204
JAN：4932828002408 JAN：4932828002415

オーサワ国内産有機玄米（コシヒ

カリ）5kg

オーサワ国内産有機玄米（コシヒ

カリ）2kg

甘み、粘りに優れ、香りがよい 甘み、粘りに優れ、香りがよい

型番：2201 型番：2202
JAN：4932828022017 JAN：4932828022024

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ国内産有機玄米（ひとめ

ぼれ）5kg

オーサワ国内産有機玄米（ひとめ

ぼれ）2kg

大粒で粘りがあり、やわらか 大粒で粘りがあり、やわらか

商品ID：94540278 商品ID：94540282

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米
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販売価格(税抜) 4,050円 販売価格(税抜) 1,710円

販売価格(税抜) 612円 販売価格(税抜) 612円

販売価格(税抜) 583円 販売価格(税抜) 583円

販売価格(税抜) 583円 販売価格(税抜) 583円

商品ID：94540329 商品ID：94540333
型番：2225 型番：2226
JAN：4932828022253 JAN：4932828022260

オーサワはとむぎ（割れ）200g オーサワ（岩手県産）高きび

200g

歯ごたえがありコクがある　食べやすいひき割りタイプ 農薬・化学肥料不使用　ほのかな甘み、弾力のある歯応え

型番：2223 型番：2224
JAN：4932828022239 JAN：4932828022246

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

オーサワひえ200g オーサワはとむぎ（丸粒）200g

淡白でふんわりとしたやさしい風味 歯ごたえがありコクがある

商品ID：94540321 商品ID：94540325

JAN：4932828022208 JAN：4932828022215

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

農薬不使用　もちもちとした食感、ほのかな甘み 農薬不使用　もちもちした食感と適度な粘り

商品ID：94540313 商品ID：94540317
型番：2220 型番：2221

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

オーサワ長野のもちきび200g オーサワ長野のもちあわ200g

商品ID：94540305 商品ID：94540308
型番：2216 型番：2217
JAN：4932828022161 JAN：4932828022178

オーサワ有機玄米（新潟産コシヒ

カリ）5kg

オーサワ有機玄米（新潟産コシヒ

カリ）2kg

甘み、粘りに優れ、香りがよい 甘み、粘りに優れ、香りがよい

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米
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販売価格(税抜) 652円 販売価格(税抜) 644円

販売価格(税抜) 180円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 252円 販売価格(税抜) 3,330円

販売価格(税抜) 1,404円 販売価格(税抜) 612円
JAN：4932828022154 JAN：4932828002583

農薬、化学肥料不使用　甘み、粘りに優れ、香りがよい 国内産有機黒米100%

もちもちとしてコクのある味わい

商品ID：94541351 商品ID：94428102
型番：2215 型番：253

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞古代米

オーサワの国内産特別栽培玄米

(コシヒカリ)2㎏

オーサワ国内産 有機黒米200g

商品ID：94540385 商品ID：94541350
型番：2297 型番：2214
JAN：4905903001634 JAN：4932828022147

オーサワ壮健粥220g オーサワの国内産特別栽培玄米

(コシヒカリ)5㎏

有機活性発芽玄米使用

雑穀や豆、野菜、海藻等30種類もの食材をバランスよく配合

農薬、化学肥料不使用　甘み、粘りに優れ、香りがよい

型番：591 型番：592
JAN：4932828005911 JAN：4932828005928

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ有機玄米粥200g オーサワ有機玄米あずき粥200g

籾すりしたての「今ずり」有機玄米使用 籾すりしたての「今ずり」有機玄米、有機小豆使用

商品ID：94540351 商品ID：94540353

JAN：4932828022284 JAN：4562183927971

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム

農薬不使用　もちもちとした食感と適度な粘り 国内産原料100％

発芽玄米と9種の雑穀の旨みが美味

商品ID：94540336 商品ID：94540340
型番：2228 型番：2231

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

オーサワもちあわ200g オーサワ美十穀270g
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販売価格(税抜) 1,332円 販売価格(税抜) 468円

販売価格(税抜) 828円 販売価格(税抜) 3,870円

販売価格(税抜) 3,510円 販売価格(税抜) 3,330円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 1,620円

型番：6644 型番：6655
JAN：4514632020580 JAN：4932828066554

オーサワアマランス(全粒)80g オーサワ有機玄米（にこまる）熊

本産2kg

プチプチした食感 粘り・甘みがあり、ふっくら炊きあがる

商品ID：96358122 商品ID：96358125

JAN：4932828066301 JAN：4932828066394

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞雑穀

農薬・化学肥料不使用　　艶、粘り、甘みのある品種を厳選 農薬・化学肥料不使用  甘み、粘りがあり艶やか

商品ID：96358116 商品ID：96358119
型番：6630 型番：6639

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ特別栽培玄米（北海道

産）5㎏

オーサワ国内産特別栽培玄米(つ

や姫)5kg

商品ID：96358107 商品ID：96358112
型番：6625 型番：6628
JAN：4960813911084 JAN：4932828066288

オーサワオーガニック キンワ（キヌ

ア）粒340g

オーサワ有機玄米（九州産）

5kg

プチプチとした弾力のある食感 艶・粘り・甘みのある品種を厳選

型番：258 型番：6620
JAN：4932828002590 JAN：4932828066202

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワ国内産　黒米500g オーサワの有機丸麦（三分搗

き）250g

国内産特別栽培黒米100%

もちもちとしてコクのある味わい

もちもちした食感でほんのり甘い

商品ID：94428103 商品ID：96358098

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞古代米 米・雑穀・古代米＞雑穀
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販売価格(税抜) 3,870円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 207円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 1,404円

型番：6631 型番：6640
JAN：4932828066318 JAN：4932828066400

オーサワ特別栽培玄米（北海道

産）2㎏

オーサワ国内産特別栽培玄米(つ

や姫)2kg

農薬・化学肥料不使用艶、粘り、甘みのある品種を厳選 農薬・化学肥料不使用  甘み、粘りがあり艶やか

商品ID：96379776 商品ID：96379777

JAN：4932828061498 JAN：4932828066295

米・雑穀・古代米＞玄米 米・雑穀・古代米＞玄米

九州産有機本葛使用　喉ごし滑らか　玄米のやさしい甘みと旨み 艶・粘り・甘みのある品種を厳選

商品ID：96358183 商品ID：96379655
型番：6149 型番：6629

米・雑穀・古代米＞お粥・玄米クリーム 米・雑穀・古代米＞玄米

オーサワの有機葛入り玄米粥

200g

オーサワ有機玄米（九州産）

2kg

商品ID：96358127 商品ID：96358134
型番：6656 型番：6657
JAN：4932828066561 JAN：4582352782309

オーサワ有機玄米（にこまる）熊

本産5kg

オーサワラクティス米2kg

粘り・甘みがあり、ふっくら炊きあがる 秋田県大潟村産有機玄米あきたこまち100％　乳酸菌生成エキス農法　粘り、甘さ、香

りのバランスがよい

かわしま屋　商品カタログ

米・雑穀・古代米＞雑穀 米・雑穀・古代米＞玄米
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販売価格(税抜) 207円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 480円 販売価格(税抜) 440円

販売価格(税抜) 440円 販売価格(税抜) 1,500円

販売価格(税抜) 1,500円 販売価格(税抜) 500円
JAN： JAN：

古代米浦部農園の有機極小黒大豆かむろ 1kg。希少な在来品種です。豊富なポリフェ

ノールと大豆イソフラボンが女性の強い味方。お米と一緒に炊き込めば、美しいラベンダー

色のごはんになります。

浦部農園ならではの有機大豆の甘み。赤大豆の色は、熟すに従い表皮がひび割れて、

豆の肌がのぞいたものです。

商品ID：97170032 商品ID：97170035
型番：a1161 型番：a1162

豆＞黒豆 豆＞その他の豆

極小黒大豆「かむろ」（浦部農

園・有機農法・原種栽培）１㎏

赤大豆（浦部農園・有機農法・

原種栽培）300g

商品ID：97170019 商品ID：97170026
型番：a1157 型番：a1160
JAN： JAN：

緑大豆 -小粒- （おがた健康農

園特製 無農薬・無肥料栽培）

200ｇ

赤大豆（浦部農園・有機農法・

原種栽培）１㎏

東北では、味噌作り用の大豆としてよく使われる皮が緑色をした大豆です。緑色だからと

いって、枝豆のように若い大豆というわけではなく、甘く熟成しています。

浦部農園ならではの有機大豆の甘み。赤大豆の色は、熟すに従い表皮がひび割れて、

豆の肌がのぞいたものです。

型番：h0056 型番：a1156
JAN： JAN：

豆＞青大豆 豆＞その他の豆

青大豆（あきたみどり）200g-無

農薬・無化学肥料栽培・秋田県

産

赤大豆（おがた健康農園特製

無農薬・無肥料栽培）200ｇ

秋田県大潟村の青大豆（あきたみどり）です。希少な無農薬・無化学肥料栽培の青

大豆です。

手作業で収穫しました。料理に彩りをつける赤大豆です。

商品ID：95217757 商品ID：97170016

JAN：4514632070073 JAN：4932828003023

豆＞青大豆 豆＞その他の豆

4種の小粒な豆をブレンド　彩りよく、コクと甘みがある 甘みがあり柔らかく、クセがない

商品ID：94428111 商品ID：94428112
型番：290 型番：292

かわしま屋　商品カタログ

豆＞その他の豆 豆＞その他の豆

オーサワスープブレンドビーン120g オーサワ赤レンズ豆120g
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 880円

販売価格(税抜) 420円 販売価格(税抜) 15,800円

販売価格(税抜) 1,180円 販売価格(税抜) 838円

販売価格(税抜) 47,800円 販売価格(税抜) 738円

型番：h0065z 型番：h0066
JAN： JAN：

北海道秋場農園の小豆30kg

（無農薬・無肥料自然栽培豆）

【送料無料】

北海道秋場農園の黒大豆「光黒

大豆」500g（無農薬・無肥料自

然栽培豆）

香り・旨み・味の濃さに驚きます。無農薬・無化学肥料・天日自然乾燥、非遺伝子組替

えの秋場さんの小豆

抜群の香りがと旨みが楽しめます。無農薬・無化学肥料・天日自然乾燥、非遺伝子組

替えの秋場さんの黒大豆

商品ID：100079013 商品ID：100079860

JAN：4900226151493 JAN：

豆＞小豆 豆＞黒豆

島根県産の有機大豆を使用しました。圧力釜で柔らかく蒸して殺菌してあります。袋のま

ま温めれば、そのまま手づくり味噌にご使用になれます。また、サラダやカレー、シチューなど

の具材に、手軽にご利用になれます。

香り・旨み・味の濃さに驚きます。無農薬・無化学肥料・天日自然乾燥、非遺伝子組替

えの秋場さんの小豆

商品ID：97972771 商品ID：100077899
型番：a1186 型番：h0065

豆＞大豆 豆＞小豆

やさかの煮大豆（島根県産・有

機大豆使用）1kg

北海道秋場農園の小豆500g

（無農薬・無肥料自然栽培豆）

商品ID：97387240 商品ID：97645407
型番：h0062 型番：h0062b
JAN： JAN：

有機黒豆いわいくろ（北海道

産）200g

有機黒豆いわいくろ（北海道

産）業務用10kg【送料無料】

希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派黒豆 希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派黒豆。お得な業務用量です。

型番：a1165 型番：h0061
JAN： JAN：

豆＞黒豆 豆＞黒豆

極小黒大豆「かむろ」（浦部農

園・有機農法・原種栽培）300

ｇ

有機小豆しゅまり（北海道産）

500g

古代米浦部農園の有機極小黒大豆かむろ 300g。希少な在来品種です。豊富なポリ

フェノールと大豆イソフラボンが女性の強い味方。お米と一緒に炊き込めば、美しいラベン

ダー色のごはんになります。

希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派小豆

商品ID：97170047 商品ID：97387180

かわしま屋　商品カタログ

豆＞黒豆 豆＞小豆
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販売価格(税抜) 37,800円 販売価格(税抜) 580円

販売価格(税抜) 610円 販売価格(税抜) 328円

販売価格(税抜) 368円 販売価格(税抜) 640円

販売価格(税抜) 9,980円 販売価格(税抜) 5,480円

商品ID：91177390 商品ID：97888275
型番：h0019z 型番：h0028b
JAN： JAN：

北海道産有機大豆「スズマル」業

務用10kg*【送料無料】

北海道産無農薬小豆「えりも小

豆」5kg*【5000円以上送料無

料】

北海道 平譯農場にて無農薬栽培。納豆に最適な小粒大豆です。 北海道 平譯農場にて大事に育てられました。 深いコクと上品な香りが魅力です。

型番：h0036 型番：h0028
JAN： JAN：

豆＞大豆 豆＞小豆

紅しぼり豆200g-北海道平譯農

園無農薬-【5000円以上送料無

料】

北海道産無農薬小豆「えりも小

豆」500g*【5000円以上送料無

料】

北海道中川郡幕別町の広い農場で育ちました。化学合成農薬、化学肥料を使わず、

丹精込めて育てたお豆です。

北海道 平譯農場にて大事に育てられました。 深いコクと上品な香りが魅力です。

商品ID：88208155 商品ID：69517002

JAN： JAN：

豆＞その他の豆 豆＞小豆

北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。無農薬・無化学肥料の美味しい金時豆

です。

北海道産無農薬うずら豆。平譯農園特製のうずら豆です。

商品ID：85169377 商品ID：88098960
型番：h0030 型番：h0031

豆＞その他の豆 豆＞その他の豆

金時豆500g-北海道産無農薬*

【5000円以上送料無料】

うずら豆200g-北海道平譯農園

特製無農薬-【5000円以上送料

無料】

商品ID：100080047 商品ID：80428953
型番：h0066z 型番：h0019
JAN： JAN：

北海道秋場農園の黒大豆「光黒

大豆」30kg（無農薬・無肥料自

然栽培豆）【送料無料】

北海道産有機大豆「スズマル」

500g*【5000円以上送料無料】

抜群の香りがと旨みが楽しめます。無農薬・無化学肥料・天日自然乾燥、非遺伝子組

替えの秋場さんの黒大豆

北海道 平譯農場にて無農薬栽培。納豆に最適な小粒大豆です。

かわしま屋　商品カタログ

豆＞黒豆 豆＞大豆
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販売価格(税抜) 480円 販売価格(税抜) 580円

販売価格(税抜) 4,680円 販売価格(税抜) 612円

販売価格(税抜) 368円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 9,980円 販売価格(税抜) 5,280円
JAN： JAN：

希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派大豆。お得な業務用量です。 希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派大豆。お得な業務用量です。

商品ID：97644050 商品ID：97885803
型番：h0060b 型番：h0060c

豆＞大豆 豆＞大豆

有機大豆トヨムスメ（北海道

産）業務用10kg【送料無料】

有機大豆トヨムスメ（北海道

産）業務用5kg【送料無料】

商品ID：74942241 商品ID：74904702
型番：h0022 型番：h0020
JAN： JAN：

とら豆（虎豆）北海道平譯農園

無農薬200g【5000円以上送料

無料】

北海道産無農薬手亡豆（大手

亡）200g*【5000円以上送料

無料】

北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。「煮豆の王様」と呼ばれています。 北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。無農薬栽培の美味しい大手亡豆です。

型番：h0001b 型番：h0005
JAN： JAN：

豆＞その他の豆 豆＞その他の豆

北海道産無農薬大豆「トヨマサリ」

5kg【5000円以上送料無料】

北海道産無農薬黒豆「いわくろ」

200g*【5000円以上送料無料】

北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。 ふくよかな豆の甘みが魅力です。 北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。 無農薬・無化学肥料栽培の美味しい黒

豆（いわくろ）です。

商品ID：97886981 商品ID：74903999

JAN： JAN：

豆＞大豆 豆＞黒豆

北海道 平譯農場にて 大事に育てられました。 ふくよかな豆の甘みが魅力です。 希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派大豆

商品ID：54941046 商品ID：97385977
型番：h0001 型番：h0060

かわしま屋　商品カタログ

豆＞大豆 豆＞大豆

北海道産無農薬大豆「トヨマサリ」

500g*【5000円以上送料無料】

有機大豆トヨムスメ（北海道

産）500g
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販売価格(税抜) 26,800円 販売価格(税抜) 648円

販売価格(税抜) 16,800円 販売価格(税抜) 8,580円

販売価格(税抜) 713円 販売価格(税抜) 400円

販売価格(税抜) 1,344円 販売価格(税抜) 207円

型番：2647 型番：2256
JAN：4932828026473 JAN：4514632070240

オーサワ国内産小豆1ｋｇ オーサワサラダブレンドビーン120g

北海道産　農薬・化学肥料不使用　ツヤよく甘みがある 3種の豆をブレンド　食感よく、旨みがある

商品ID：93833087 商品ID：94539225

JAN：4932828026572 JAN：4932828026466

豆＞小豆 豆＞その他の豆

北海道産有機大納言小豆。大粒で甘み、風味が強い 北海道産　農薬・化学肥料不使用　ツヤよく甘みがある

商品ID：85274384 商品ID：93833086
型番：2657 型番：2646

豆＞小豆 豆＞小豆

オーサワ有機大納言（北海道産

大納言小豆）300g

オーサワ国内産小豆200ｇ

商品ID：97645180 商品ID：97886842
型番：h0061b 型番：h0061c
JAN： JAN：

有機小豆しゅまり（北海道産）

業務用10kg【送料無料】

有機小豆しゅまり（北海道産）

業務用5kg【送料無料】

希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派小豆。お得な業務用量です。 希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派小豆。お得な業務用量です。

型番：h0060d 型番：a0172
JAN： JAN：

豆＞小豆 豆＞小豆

有機大豆トヨムスメ（北海道

産）業務用30kg【送料無料】

有機丹波黒大豆-岡山県小野有

機農園200g【5000円以上送料

無料】

希少な有機栽培です北海道の大地の力で実った実力派大豆。お得な業務用量です。 岡山県総社市で合鴨農法により無農薬で育った有機丹波黒大豆です。

商品ID：99611702 商品ID：59922240

かわしま屋　商品カタログ

豆＞大豆 豆＞黒豆
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販売価格(税抜) 378円 販売価格(税抜) 1,123円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 468円

販売価格(税抜) 837円 販売価格(税抜) 2,223円

販売価格(税抜) 837円 販売価格(税抜) 837円

商品ID：94539243 商品ID：94539246
型番：2655 型番：2656
JAN：4932828026541 JAN：4932828026565

オーサワ有機栽培 小豆（北海道

産）300g

オーサワ有機栽培金時豆300g

北海道産

色鮮やかで風味がよい

北海道産

ホクホクして甘みがある

型番：2653 型番：2654
JAN：4932828026534 JAN：4932828026558

豆＞小豆 豆＞その他の豆

オーサワ有機栽培黒豆300g オーサワ有機栽培 小豆（北海道

産）1kg

北海道・青森産　ツヤと甘みがある 北海道産　色鮮やかで風味がよい

商品ID：94539239 商品ID：94539241

JAN：4932828026503 JAN：4932828026510

豆＞黒豆 豆＞小豆

北海道産　旨みがある 北海道産　旨みがある

商品ID：94539234 商品ID：94539237
型番：2650 型番：2651

豆＞大豆 豆＞大豆

オーサワ有機栽培大豆（北海道

産）1kg

オーサワ有機栽培大豆（北海道

産）300g

商品ID：94539229 商品ID：94539231
型番：2648 型番：2649
JAN：4932828026480 JAN：4932828026497

オーサワ国内産 大豆300g オーサワ国内産 大豆1kg

青森産　農薬・化学肥料不使用

大粒で甘みがある

青森産　農薬・化学肥料不使用　大粒で甘みがある

かわしま屋　商品カタログ

豆＞大豆 豆＞大豆
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販売価格(税抜) 328円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 1,758円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 432円

販売価格(税抜) 1,125円 販売価格(税抜) 576円
JAN：4932828061689 JAN：4932828061696

ポクポクした食感で食べやすい 北海道産　農薬・化学肥料不使用　ほんのり甘く、ホクホクとした食感

商品ID：96359377 商品ID：96359380
型番：6168 型番：6169

豆＞その他の豆 豆＞その他の豆

オーサワのひよこ豆1kg オーサワの紅絞り豆(北海道

産)200g

商品ID：96359372 商品ID：96359376
型番：6166 型番：6167
JAN：4932828061665 JAN：4932828061672

オーサワ有機栽培大豆（岩手

産）1kg

オーサワのひよこ豆300g

岩手産　柔らかく甘みがある ポクポクした食感で食べやすい

型番：6158 型番：6164
JAN：4932828061580 JAN：4932828061641

豆＞大豆 豆＞その他の豆

オーサワのうずら豆(北海道

産)200g

オーサワ有機栽培小豆（岩手

産）1kg

北海道産　農薬・化学肥料不使用 岩手産　小粒で皮が薄く甘みがある

商品ID：96359365 商品ID：96359369

JAN： JAN：4958387170044

豆＞その他の豆 豆＞小豆

北海道で極わずかに生産されている在来のいんげん豆です。すっきりとした味が特徴です。 北海道産　ツヤと甘みがある

商品ID：75779157 商品ID：96359362
型番：a0344 型番：6157

かわしま屋　商品カタログ

豆＞その他の豆 豆＞黒豆

平譯農園 紅しぼり（北海道産無

農薬紅しぼり）200g

オーサワ北海道産特別栽培 黒豆

180g
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販売価格(税抜) 457円 販売価格(税抜) 778円

販売価格(税抜) 598円 販売価格(税抜) 2,798円

販売価格(税抜) 1,700円 販売価格(税抜) 1,600円

販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 1,600円

型番：a1263 型番：a1264
JAN： JAN：

熊本産 自然栽培の梅干し【在来

種】200g（さえき健康農園　無

農薬・自然栽培）

熊本産 自然栽培の梅干し【在来

種】500g（さえき健康農園　無

農薬・自然栽培）

熊本産の無農薬・無肥料・自然栽培の梅干しです。昔ながらの美味しい梅干し 熊本産の無農薬・無肥料・自然栽培の梅干しです。昔ながらの美味しい梅干し

商品ID：99935454 商品ID：99935455

JAN：4973839100141 JAN：4932828006857

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

国内産有機梅肉エキス100％使用。1瓶で青梅2kg分です 和歌山産農薬不使用青梅100％　果汁をじっくり煮詰め濃縮

商品ID：89932978 商品ID：89932981
型番：6750 型番：685

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉

オーサワ梅肉エキス40ｇ オーサワ梅のエキス50g

商品ID：83601019 商品ID：89932970
型番：a0463 型番：6751
JAN： JAN：4973839100134

絹梅180ｇチューブ入り【5000円

以上送料無料】

オーサワ梅肉エキス粒90ｇ

梅肉ペースト。 梅肉を裏ごししました。お料理に手間なく使えます 国内産有機梅肉エキス100％使用。食べやすい粒タイプです。

型番：a0113 型番：a0428
JAN： JAN：4562293020258

梅製品＞梅ペースト 梅製品＞梅エキス・梅玉

絹梅120ｇチューブ入り【5000円

以上送料無料】

竹内農園有機ねり梅300g

梅肉ペースト。 梅肉を裏ごししました。お料理に手間なく使えます 和歌山産有機南高梅の梅干100%の練梅です。やわらかな酸味

商品ID：56195674 商品ID：80205505

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅ペースト 梅製品＞梅ペースト
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販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 1,428円

販売価格(税抜) 2,666円 販売価格(税抜) 1,280円

販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 2,180円

販売価格(税抜) 12,800円 販売価格(税抜) 3,880円

商品ID：92187326 商品ID：79337363
型番：a0475z 型番：a0420
JAN： JAN：

有機南高梅-三年熟成5kg（和

歌山県田辺市産有機南高梅）

【送料無料】

南高梅四年熟成梅干しお徳用

1kg （和歌山県田辺市産特別

栽培の南高梅）

紀州の有機栽培南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干しました。希少な3年もの

梅干し樽入りです。

紀州の特別栽培南高梅を自然塩で漬け込ました。希少な四年もの。

型番：h0042 型番：a0475r
JAN： JAN：

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

有機紀州南高青梅(梅干し用青

梅)1kg【完熟梅をクール便で発

送】

有機南高梅-三年熟成-1kg

（和歌山県田辺市産有機南高

梅）

上質な本場産紀州南高梅の中でも希少な有機認定の青梅です。 紀州の有機栽培南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干しました。3年もの梅干し

です。

商品ID：88716815 商品ID：79337402

JAN：4562293020777 JAN：

梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット 梅製品＞梅干し

ミネラルたっぷりの自然塩で漬け込み、天日でじっくり干し上げました。 有機の三年熟成梅干しです。紀州の有機栽培南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっ

くり干し上げました

商品ID：102634348 商品ID：86775968
型番：a1341 型番：a0568

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

竹内農園　紀州南高梅　有機栽

培小梅干（1ｋｇ）【送料無

料】

有機南高梅干し-三年熟成梅干

500gお徳用（竹内農園紀州南

高梅）

商品ID：99935456 商品ID：102634342
型番：a1265 型番：a1340
JAN： JAN：4562293020272

熊本産 自然栽培の梅干し【南高

梅】200g（さえき健康農園　無

農薬・自然栽培）

竹内農園　紀州南高梅　有機栽

培小梅干（500ｇ）【送料無

料】

熊本産の無農薬・無肥料・自然栽培の梅干しです。南高梅昔ながらの梅干し ミネラルたっぷりの自然塩で漬け込み、天日でじっくり干し上げました。

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し
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販売価格(税抜) 2,080円 販売価格(税抜) 17,800円

販売価格(税抜) 1,280円 販売価格(税抜) 2,348円

販売価格(税抜) 2,480円 販売価格(税抜) 1,030円

販売価格(税抜) 10,743円 販売価格(税抜) 1,680円
JAN：4932828004273 JAN：

紀州の最高峰、護摩壇山にて化学肥料・化学農薬を使用しない自然農法で育てた梅

だけを使用。お徳用の4kg入りです。

梅酒づくりに最適な品種「紅南高」青梅です。

商品ID：62956117 商品ID：88758572
型番：a0214 型番：h0043

梅製品＞梅干し 梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット

龍神梅 梅干し 丸樽4kg 紅南高梅-(紀州産特別栽培青

梅)1kg【完熟梅をクール便で発

送。6月17日発送予定】

商品ID：58603471 商品ID：86548979
型番：a0119x2 型番：a0561
JAN： JAN：

三年漬け梅干 -紀和の里梅 無

農薬・無添加梅干し1kg

紀和の里梅つぶれ500g

無農薬、無化学肥料で育て天然塩で漬け込んだ梅干しです。 無農薬、無化学肥料の完熟梅使用。お徳用つぶれ梅。

型番：a0119 型番：a0175
JAN： JAN：4571280162307

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

三年漬け梅干 -紀和の里梅 無

農薬・無添加梅干し-500ｇ

龍神梅つぶれ梅干し1kgパック

無農薬、無化学肥料で育て天然塩で漬け込んだ梅干しです。 農薬・化学肥料不使用で育てた梅とシソで作った梅干です。

商品ID：58565384 商品ID：60137648

JAN： JAN：

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

紀州の特別栽培南高梅を自然塩で漬け込ました。希少な四年もの。 紀州の特別栽培南高梅を自然塩で漬け込ました。希少な4年ものです。ギフトに最適

商品ID：99435717 商品ID：90682018
型番：a0420z 型番：a0705

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

南高梅四年熟成梅干し　お徳用

500g （和歌山県田辺市産特

別栽培の南高梅）

南高梅四年熟成梅干し樽入り

5kg （和歌山県田辺市産特別

栽培の南高梅）【送料無料】
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販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 1,580円

販売価格(税抜) 2,980円 販売価格(税抜) 4,480円

販売価格(税抜) 2,880円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,800円

型番：a0078 型番：a0078c
JAN： JAN：4571280166084

梅醤（無農薬龍神梅・紫蘇・天

然醸造醤油・生姜の梅醤）

250g【5000円以上送料無料】

梅醤（無農薬龍神梅・紫蘇・天

然醸造醤油・生姜の梅醤）

250g-龍神梅特製-【送料無料】

無農薬龍神梅・紫蘇・天然醸造醤油・生姜をしようした梅醤です。からだを芯から温めて

くれます

無農薬龍神梅・紫蘇・天然醸造醤油・生姜をしようした梅醤です。からだを芯から温めてく

れます

商品ID：49278423 商品ID：50966294

JAN： JAN：

梅製品＞梅醤 梅製品＞梅醤

農薬・化学肥料不使用の龍神青梅と龍神しそ、徳之島の釜焚き天然塩セットで最高の

自家製梅干しをお楽しみください。

紀州の有機栽培南高梅を自然塩で漬け込み、天日でじっくり干し上げました

商品ID：75250779 商品ID：79117611
型番：d0006 型番：a0417

梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット 梅製品＞梅干し

無農薬梅干しキット（龍神青梅

1kg、龍神しそ300g、徳之島産

天然塩200gセット）*6月上旬

発送開始*

有機梅干500gお徳用（竹内農

園紀州南高梅）

商品ID：101358996 商品ID：102378942
型番：a1319 型番：h0070
JAN： JAN：

有機手作り梅干しセット（竹内農

園有機南高青梅1kg、有機もみ

紫蘇300g、徳之島産 天然塩

200gセット）

手作り梅酒キット（竹内農園紅

南高 青梅1kg、米だけリカー

1.8L・氷砂糖1kg）【送料無料】

*6月17日発送予定*

稀少な有機栽培の完熟青梅ともみ紫蘇、徳之島の釜焚き天然塩セットで最高の自家

製梅干しをお楽しみください。

希少な特別栽培による紅南高青梅と、陸前「米だけリカー」セットで最高の自家製梅酒を

お楽しみください。

型番：h0044 型番：h0011
JAN： JAN：

梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット 梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット

紀州 和歌山県田辺市産 有機

栽培-小梅青梅-(梅干し用青

梅)1kg【完熟梅をクール便で発

送。6月中旬頃発送開始予定】

梅干し用青梅（龍神梅）1kg

【5000円以上送料無料】**6月

上旬頃発送開始です。**

有機認定の青梅（小粒）です。上質な本場産紀州産の中でも希少もの。 農薬・化学肥料不使用で育てた龍神梅（青梅）です。手作りの梅干しにご利用くださ

い。

商品ID：88757808 商品ID：75192904

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット 梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット
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販売価格(税抜) 3,200円 販売価格(税抜) 3,200円

販売価格(税抜) 20,480円 販売価格(税抜) 3,442円

販売価格(税抜) 11,800円 販売価格(税抜) 743円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 1,314円

商品ID：83352914 商品ID：72765167
型番：a0460 型番：a0324
JAN： JAN：4932828019758

龍神梅10年梅干し自然塩（13

年熟成梅干し）200g

龍神梅 長期熟成梅干し（3年

熟成）280g【5000円以上送料

無料】

2001年に塩漬けし、１0年以上熟成させた貴重な龍神梅です。 3年熟成によるろやかな味わい。和歌山産・農薬不使用梅とシソだけで造りました。

型番：a0120c 型番：a0332
JAN： JAN：4932828019741

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

三年漬け梅干 -紀和の里梅 無

農薬・無添加梅干し-5kg 樽入り

龍神梅 長期熟成梅干し（3年

熟成）150g【5000円以上送料

無料】

無農薬、無化学肥料で育て天然塩で漬け込んだ梅干しです。 3年熟成によるろやかな味わい。和歌山産・農薬不使用梅とシソだけで造りました。

商品ID：57045572 商品ID：72763080

JAN：4932828004280 JAN：4571280161119

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

紀州の最高峰、護摩壇山にて化学肥料・化学農薬を使用しない自然農法で育てた梅

だけを使用。お徳用の8kg入りです。

お料理に使用されるのに最適！煮物など

商品ID：75828204 商品ID：75667110
型番：a0362 型番：a0338

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

龍神梅 梅干し 丸樽8kg 龍神梅 角樽（しそ入り） １ｋ

ｇ袋 【送料無料】

商品ID：51256484 商品ID：51256915
型番：a0075d 型番：a0075
JAN：4571280166091 JAN：

梅醤（無農薬龍神梅・紫蘇・天

然醸造醤油・生姜の梅醤）

500g-龍神梅特製-【送料無料】

梅醤（無農薬龍神梅・紫蘇・天

然醸造醤油・生姜の梅醤）

500g-龍神梅特製-【送料無料】

無農薬龍神梅・紫蘇・天然醸造醤油・生姜をしようした梅醤です。からだを芯から温めて

くれます

無農薬龍神梅・紫蘇・天然醸造醤油・生姜をしようした梅醤です。からだを芯から温めてく

れます

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅醤 梅製品＞梅醤

P.27　　　  　　



販売価格(税抜) 1,998円 販売価格(税抜) 1,493円

販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 3,000円

販売価格(税抜) 2,347円 販売価格(税抜) 2,146円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 3,100円
JAN：4571280164011 JAN：4571280164028

無農薬・無化学肥料の龍神梅をすりおろし、じっくり時間をかけて煮詰めたものです。無添

加梅肉エキス

無農薬・無化学肥料の龍神梅をすりおろし、じっくり時間をかけて煮詰めたものです。無添

加梅肉エキス

商品ID：60013494 商品ID：60014465
型番：a0173 型番：a0177

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉

梅肉エキス50ｇ-無農薬・無化学

肥料 龍神梅100%使用【5000

円以上送料無料】

梅肉エキス90g-無農薬・無化学

肥料 龍神梅100%使用【5000

円以上送料無料】

商品ID：75667099 商品ID：75667100
型番：a0334 型番：a0335
JAN：4571280162048 JAN：4571280161317

龍神梅 小粒 １ｋｇ袋 和歌山

産無添加・天日干し・化学農薬・

化学肥料不使用　梅干し

龍神梅 B品 １ｋｇ袋 和歌山

産無添加・天日干し・化学農薬・

化学肥料不使用　梅干し

小粒袋入りでお得です。 中身や味は他と変わりません。 お料理に使用されるのに最適！煮物など

型番：a0089 型番：a0090
JAN：4571280161041 JAN：

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

龍神梅 200g 和歌山産無添

加・天日干し・化学農薬・化学肥

料不使用　梅干し【5000円以上

送料無料】

龍神梅 １ｋg 和歌山産無添

加・天日干し・化学農薬・化学肥

料不使用　梅干し【送料無料】

農薬・化学肥料不使用で育てた梅とシソで作った梅干です。 塩は沖縄のシママースを１

００％使っています。安心してお召し上がり下さい。

農薬・化学肥料不使用で育てた梅とシソで作った梅干です。 塩は沖縄のシママースを１

００％使っています。安心してお召し上がり下さい。

商品ID：50621913 商品ID：56111375

JAN：4571280163106 JAN：4571280163113

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

無農薬・無化学肥料で栽培された梅と、 北海道産ﾋﾞｰﾄ（甜菜）原料のｸﾞﾗﾆｭｰ糖で

漬け込んだ梅果汁100%の梅ｼﾞｭｰｽです。

無農薬、無化学肥料で栽培された 梅と 北海道産ﾋﾞｰﾄ（甜菜）原料のｸﾞﾗﾆｭｰ糖で

漬け込んだ梅ｼﾞｭｰｽ

商品ID：64864860 商品ID：64864863
型番：a0262 型番：a0263

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅シロップ 梅製品＞梅シロップ

龍神梅のしずく（無農薬梅シロッ

プ）てんさい糖 700ml

龍神梅のしずく（無農薬梅シロッ

プ）てんさい糖 500ml
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販売価格(税抜) 9,219円 販売価格(税抜) 17,524円

販売価格(税抜) 1,500円 販売価格(税抜) 216円

販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 2,080円

販売価格(税抜) 798円 販売価格(税抜) 1,249円

型番：432 型番：3413
JAN：4932828004327 JAN：4932828034133

オーサワ 小田原三年梅干300ｇ オーサワの有機梅醤エキス（番茶

入り）分包180ｇ（9ｇ×20

袋）

3年以上樽で熟成。まろやかな酸味　肉厚・大粒です。 国内産有機原料使用三年番茶・生姜入りお湯を注ぐだけで梅醤番茶に

商品ID：89932985 商品ID：93833090

JAN：4571280168101 JAN：4571280168101

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅醤

有機栽培の紀州産赤しそを丁寧に手もみで漬け込みました。調味料無添加の本物の味

をご堪能ください。

有機栽培の紀州産赤しそを丁寧に手もみで漬け込みました。調味料無添加の本物の味

をご堪能ください。

商品ID：101319090 商品ID：101327242
型番：a1317 型番：a1318

梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット 梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット

有機もみ紫蘇（紀州産 竹内農

園 有機栽培）300g【5000円

以上送料無料】

有機もみ紫蘇（紀州産 竹内農

園 有機栽培）1kg【5000円以

上送料無料】

商品ID：86548985 商品ID：75210350
型番：a0564 型番：a0472
JAN： JAN：4571280168101

紀和の里梅小梅しょうが500g もみじそ（和歌山産 無農薬・無

化学肥料栽培）100g【5000円

以上送料無料】

無農薬、無化学肥料の完熟小梅と赤芽しょうがを長期漬け込み 和歌山産の無農薬・無化学肥料で育てたシソを沖縄の塩シママースで揉み、白梅酢に

漬け込んで作ったもみじそです。

型番：a0178 型番：a0179
JAN：4571280164035 JAN：

梅製品＞梅干し 梅製品＞青梅・生梅・梅仕事キット

梅肉エキス300g-無農薬・無化

学肥料 龍神梅100%使用【送

料無料】

梅肉エキス600g-無農薬・無化

学肥料 龍神梅100%使用【送

料無料】

無農薬・無化学肥料の龍神梅をすりおろし、じっくり時間をかけて煮詰めたものです。無添

加梅肉エキス

無農薬・無化学肥料の龍神梅をすりおろし、じっくり時間をかけて煮詰めたものです。無添

加梅肉エキス

商品ID：60014470 商品ID：60014473

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉
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販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,425円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 1,762円 販売価格(税抜) 3,618円

販売価格(税抜) 576円 販売価格(税抜) 765円

商品ID：94539263 商品ID：94539264
型番：438 型番：446
JAN：4931915000501 JAN：4931915000686

オーサワ紅玉小梅120g オーサワ有機 紅玉梅干200g

国内産梅使用

程よい酸味、紫蘇の香りが際立つ

小粒タイプ

国内産有機梅・紫蘇使用　酸味がマイルドで程よい旨み

型番：a0093 型番：a0471
JAN：4571280164066 JAN：4571280164073

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

龍神梅肉エキス粒 梅玉 40g

【送料無料】*メール便での発送*

龍神梅肉エキス粒「梅玉」90g

【送料無料】

龍神梅肉ｴｷｽ粒 梅玉 40g 従来の龍神梅梅肉エキスに上新粉と甜菜繊維を加えて丸剤にしました。

商品ID：53763245 商品ID：84317545

JAN：4522412040130 JAN：4932828006871

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉

番茶・生姜入り。お湯を注ぐだけで梅醤番茶 奈良産梅干、茜醤油使用　番茶を注いで梅醤番茶に

商品ID：85274386 商品ID：85274363
型番：3426 型番：687

梅製品＞梅醤 梅製品＞梅醤

オーサワ濃縮番茶・生姜入 梅醤

エキス280g

オーサワうめしょう（梅醤）250g

商品ID：98078661 商品ID：85274387
型番：49617 型番：2974
JAN：4582119351069 JAN：4522412040024

創健社 芝田商店紀州南高梅

500G

オーサワ濃縮番茶入梅醤エキス

280g

紀州産の南高梅を食べやすく漬けた調味梅干です。塩分約８％。 国内産原料100%。番茶入りお湯を注ぐだけで梅醤番茶に

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅醤
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販売価格(税抜) 2,970円 販売価格(税抜) 5,445円

販売価格(税抜) 864円 販売価格(税抜) 288円

販売価格(税抜) 828円 販売価格(税抜) 2,655円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,700円
JAN：4973839100332 JAN：4973839921241

和歌山産青梅使用

食べやすい粒タイプ

和歌山産青梅100%

果汁をじっくり煮詰め濃縮

商品ID：94539278 商品ID：94539280
型番：1967 型番：1969

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉

オーサワ梅?　梅エキス（粒）

90g(450粒)

オーサワ梅?　梅エキス90g

商品ID：94539272 商品ID：94539273
型番：456 型番：457
JAN：4932828004563 JAN：4932828004570

オーサワ海の精　上州梅干300g オーサワ海の精　上州梅干1kg

群馬産農薬不使用梅・紫蘇使用

しっかりとした塩味

群馬産農薬不使用梅・紫蘇使用

しっかりとした塩味

型番：449 型番：454
JAN：4931915000723 JAN：4978986100471

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

オーサワ有機紅玉ねり梅（しそ

入）250g

オーサワうめつぶ10g(約110粒)

国内産有機梅干100％

豊かな香り、マイルドな酸味

和歌山産梅干使用　程よい酸味

商品ID：94539269 商品ID：94539270

JAN：4931915000693 JAN：4931915000709

梅製品＞梅ペースト 梅製品＞梅エキス・梅玉

国内産有機梅・紫蘇使用　酸味がマイルドで程よい旨み 国内産有機梅・紫蘇使用　酸味がマイルドで程よい旨み

商品ID：94539266 商品ID：94539268
型番：447 型番：448

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

オーサワ有機 紅玉梅干800g オーサワ有機 紅玉梅干1.5kg

（500g×3袋）
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販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 504円

販売価格(税抜) 684円 販売価格(税抜) 513円

販売価格(税抜) 3,150円 販売価格(税抜) 3,285円

販売価格(税抜) 3,285円 販売価格(税抜) 2,250円

型番：53554 型番：6754
JAN：4978986010336 JAN：4955376002287

梅丹古式梅肉エキス粒９０ｇ

【ムソー】

オーサワ特別栽培梅エキス（王隠

堂）65g

梅肉エキスにもち米粉を加えて粒状にしましたので飲みやすく、携帯にも便利な粒タイプの

梅肉エキスです。

奈良・和歌山・三重産特別栽培青梅100％　　果汁をじっくり煮詰め濃縮

商品ID：98893911 商品ID：96359388

JAN：4522412040031 JAN：4978986011166

梅製品＞梅エキス・梅玉 梅製品＞梅エキス・梅玉

タンポポの根エキス入り

お湯を注ぐだけで梅醤たんぽぽ茶に

青梅の絞り汁だけを煮詰めて作られた梅１００％のエキスです。青梅１kgからわずか２

０g程しか作れない貴重品です。

商品ID：94539296 商品ID：98893909
型番：2115 型番：53542

梅製品＞梅醤 梅製品＞梅エキス・梅玉

オーサワ梅醤たんぽぽ250g 梅丹古式梅肉エキス９０ｇ【ム

ソー】

商品ID：94539290 商品ID：94539292
型番：1977 型番：1978
JAN：4931915001096 JAN：4931915001089

オーサワ海の精 三年梅干200g オーサワ有機 紅玉ねり梅（チュー

ブ）100g

群馬産　農薬不使用

木樽で3年以上熟成　酸味と旨味が強い

国内産有機梅干100％

マイルドな酸味

使いやすいチューブタイプ

型番：1970 型番：1972
JAN：4932828019703 JAN：4932828019727

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅ペースト

オーサワの有機しそ漬け梅干

170g

オーサワの有機白干し梅干170g

奈良産有機梅・紫蘇使用

大粒で肉厚、酸味まろやかで紫蘇の香り高い

奈良産有機梅使用

大粒で肉厚、果肉が柔らかく酸味まろやか

商品ID：94539282 商品ID：94539284

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し
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販売価格(税抜) 522円 販売価格(税抜) 405円

販売価格(税抜) 2,043円 販売価格(税抜) 1,800円
JAN：4932828067582 JAN：4932828067599

奈良産有機梅・紫蘇使用　大粒で肉厚、酸味まろやかで紫蘇の香り高い 奈良産有機梅使用　大粒で肉厚、果肉が柔らかく酸味まろやか

商品ID：96359394 商品ID：96359397
型番：6758 型番：6759

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し

オーサワの有機しそ漬け梅干

(700g)700g

オーサワの有機白干し梅干

(700g)700g

商品ID：96359390 商品ID：96359392
型番：6755 型番：6756
JAN：4973839100790 JAN：4931915001683

オーサワ梅ぼしさん（しそ梅干

100％）16g(約53粒)

オーサワ海の精  かりかり梅(刻

み)60g

和歌山産梅干果肉100％使用

程よい酸味

奈良・三重産有機梅使用 　かりかりとした食感とまろやかな酸味　料理に便利な刻みタイ

プ

かわしま屋　商品カタログ

梅製品＞梅干し 梅製品＞梅干し
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販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 5,400円

販売価格(税抜) 3,580円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 1,695円 販売価格(税抜) 1,695円

販売価格(税抜) 29,800円 販売価格(税抜) 3,580円
JAN： JAN：

昔からの「玉締め圧搾法」により搾油し、「手すき和紙」による自然分離（自然沈殿）で

濾過させた安全性の高い貴重な手搾りごま油。

4本セットで送料無料

商品ID：80517632 商品ID：90392227
型番：a0222 型番：a0008x4

油＞ごま油 油＞なたね油

平出油屋さんの胡麻油（玉締め

圧搾法ごま油）業務用18L【送

料無料】

平出油屋さんの菜種油[玉締め

圧搾法] 720ml×4本セット【送

料無料】

商品ID：39581584 商品ID：37191476
型番：a0003z 型番：a0003b
JAN： JAN：

平出油屋の菜種油[玉締め圧搾

法] お徳用1800mlペットボトル

(1650g)【送料無料】

平出油屋さんの菜種油[玉締め

圧搾法] お徳用1800ml

【5000円以上送料無料】

昔ながらの製法でつくられた美味しいなたね油　炒め物やお菓子づくりに最適です 昔ながらの製法でつくられた美味しいなたね油　自然の恵みが料理の美味しさを引き立て

ます

型番：a1356 型番：a1357
JAN：4974293111407 JAN：4974293124308

油＞なたね油 油＞なたね油

マイヅル 業務用こめサラダ油 8kg

【送料無料】

サンワユイル こめ油 600g

こめ油は、新鮮な玄米のぬかと胚芽からうまれた、国産原料を使用した唯一の食用油

で、遺伝子組み換えの心配がないので安全・安心です。

一人暮らしの方やまずはお試しにとお考えの方におすすめ。手頃なサイズのこめ油商品で

す。

商品ID：102852921 商品ID：102852924

JAN：4974293124308 JAN：4974293124308

油＞その他の油 油＞その他の油

一人暮らしの方やまずはお試しにとお考えの方におすすめ。手頃なサイズのこめ油商品で

す。

こめ油は、新鮮な玄米のぬかと胚芽からうまれた、国産原料を使用した唯一の食用油で、

遺伝子組み換えの心配がないので安全・安心です。

商品ID：102852722 商品ID：102852919
型番：a1360 型番：a1355

かわしま屋　商品カタログ

油＞その他の油 油＞その他の油

サンワユイル こめ油 600g ｘ　3

本セット 【送料無料】

マイヅル 業務用　こめサラダ油(ノ

ンシリコーン) 16.5kg 【送料無

料】
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販売価格(税抜) 1,695円 販売価格(税抜) 12,800円

販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 3,508円

販売価格(税抜) 895円 販売価格(税抜) 3,508円

販売価格(税抜) 1,978円 販売価格(税抜) 1,074円

型番：a0221b 型番：a0221
JAN： JAN：

平出油屋さんのごま油720ml瓶 平出油屋さんの胡麻油（玉締め

圧搾法ごま油）360ml

昔からの「玉締め圧搾法」による手搾りごま油です。 昔からの「玉締め圧搾法」により搾油し、「手すき和紙」による自然分離（自然沈殿）で

濾過させた安全性の高い貴重な手搾りごま油。

商品ID：83353062 商品ID：63062791

JAN：4932828000923 JAN：

油＞ごま油 油＞ごま油

昔ながらの製法でつくられた美味しいなたね油　自然の恵みが料理の美味しさを引き立て

ます

昔からの「玉締め圧搾法」により搾油し、「手すき和紙」による自然分離（自然沈殿）で

濾過させた安全性の高い貴重な手搾りごま油。

商品ID：56410784 商品ID：63062786
型番：a0008 型番：a0220

油＞なたね油 油＞ごま油

平出油屋さんの菜種油[玉締め

圧搾法] 720ml【5000円以上

送料無料】

平出油屋さんの胡麻油-お徳用

1.8L缶（一升缶）【送料無料】

商品ID：60167856 商品ID：95522999
型番：a0009 型番：a1149
JAN： JAN：

平出油屋の菜種油[玉締め圧搾

法] 330g

平出油屋さんの胡麻油-お徳用

1.8L（ペットボトル）【送料無

料】

昔ながらの製法でつくられた美味しいなたね油　炒め物やお菓子づくりに最適です 昔からの「玉締め圧搾法」により搾油し、「手すき和紙」による自然分離（自然沈殿）で

濾過させた安全性の高い貴重な手搾りごま油。

型番：a0003c 型番：a0328
JAN： JAN：

油＞なたね油 油＞ごま油

平出油屋の菜種油[玉締め圧搾

法] お徳用1800ml （1650g)

【初回送料無料】

平出油屋の菜種油[玉締め圧搾

法] 業務用18L缶 【送料無料】

昔ながらの製法でつくられた美味しいなたね油　炒め物やお菓子づくりに最適です 平出なたね油のお得な業務用18L缶（一斗缶）です。＊入荷時期限定

商品ID：92667735 商品ID：74903938

かわしま屋　商品カタログ

油＞なたね油 油＞なたね油
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販売価格(税抜) 2,200円 販売価格(税抜) 3,556円

販売価格(税抜) 2,771円 販売価格(税抜) 4,988円

販売価格(税抜) 4,400円 販売価格(税抜) 2,455円

販売価格(税抜) 4,998円 販売価格(税抜) 2,455円

商品ID：45037381 商品ID：49858379
型番：a0004 型番：a0010c
JAN：4981816102101 JAN：4981816105171

鹿北製油黒ごま油 （鹿児島産

黒ゴマ油） 270ml【送料無料】

鹿北製油黒ごま油 （鹿児島産

黒ごま油）100ml【送料無料】*

初回購入者限定

あらゆる料理の美味しさを高める 鹿児島県産　一等級黒ごま油 黒ごま油をはじめて購入される方限定送料無料

型番：a0922b 型番：a0010
JAN： JAN：

油＞ごま油 油＞ごま油

【20%OFF】バリアーニ・エクストラ

ヴァージンオリーブオイル1000ml

【送料無料】

鹿北製油黒ごま油 （鹿児島産

黒ゴマ油） 100ml【5000円以

上送料無料】

ONAOOチーフ評価鑑定士が、その品質をパーフェクトと絶賛。多くの一流シェフや著名人

にも愛用される上質なオリーブオイル

あらゆる料理の美味しさを高める 鹿児島県産　一等級黒ごま油

商品ID：99846124 商品ID：37191148

JAN： JAN：

油＞オリーブオイル 油＞ごま油

ONAOOチーフ評価鑑定士が、その品質をパーフェクトと絶賛。多くの一流シェフや著名人

にも愛用される上質なオリーブオイル

ONAOOチーフ評価鑑定士が、その品質をパーフェクトと絶賛。多くの一流シェフや著名人

にも愛用される上質なオリーブオイル

商品ID：93481862 商品ID：93481863
型番：a0922 型番：a0923

油＞オリーブオイル 油＞オリーブオイル

【20%OFF】バリアーニ・エクストラ

ヴァージンオリーブオイル500ｍｌ

【送料無料】

【20%OFF】バリアーニ・グリーンエ

クストラヴァージンオリーブオイル

500ｍｌ【送料無料】

商品ID：93481860 商品ID：93481861
型番：a0920 型番：a0921
JAN： JAN：

【20%OFF】バリアーニ・エクストラ

ヴァージンオリーブオイル250ｍｌ

【送料無料】

【20%OFF】バリアーニ・グリーンエ

クストラヴァージンオリーブオイル

250ｍ【送料無料】

ONAOOチーフ評価鑑定士が、その品質をパーフェクトと絶賛。多くの一流シェフや著名人

にも愛用される上質なオリーブオイル

ONAOOチーフ評価鑑定士が、その品質をパーフェクトと絶賛。多くの一流シェフや著名人

にも愛用される上質なオリーブオイル

かわしま屋　商品カタログ

油＞オリーブオイル 油＞オリーブオイル
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販売価格(税抜) 2,381円 販売価格(税抜) 781円

販売価格(税抜) 1,544円 販売価格(税抜) 2,184円

販売価格(税抜) 418円 販売価格(税抜) 880円

販売価格(税抜) 933円 販売価格(税抜) 1,800円
JAN：4981816116504 JAN：

無農薬・非遺伝子組み換えのなたね（鹿児島・宮崎・福岡・北海道産）を手すき和紙

でじっくりろ過してつくりました。添加物・化学薬品などは一切使用していません。

精進料理でも最高の油と言われるかやの実油。現在では非常に貴重となっているかやの

実を贅沢に搾っています。

商品ID：45042522 商品ID：50880302
型番：a0028a 型番：a0126

油＞なたね油 油＞その他の油

国産 菜の花畑なたね油-鹿北製

油- 650g

かやの実油-鹿北製油特製-

100g【5000円以上送料無料】

商品ID：98078949 商品ID：92065261
型番：100099 型番：10613
JAN：4901735007547 JAN：8437000810018

創健社 一番しぼりのごま油(ﾋﾞ

ﾝ)150G

ムソーオーガニックエクストラバージ

ンオリーブ油２３０ｇ

焙煎した食用ごまを圧搾法一番搾りで搾ったごま油。搾油後の熟成により一番搾りなら

ではの香味が引き出されました。

すべてのお料理に少量加えるだけでバリエーションが広がります

型番：a1247 型番：a1248
JAN：4908013144253 JAN：4908013144246

油＞ごま油 油＞オリーブオイル

よつ葉バター（食塩不使用）

150ｇ　 x 4個セット（クール便

での発送）

よつ葉バター（加塩）150ｇ x

6個セット（クール便での発送）

北海道十勝産の良質な生乳を100％使用して造りました。食塩不使用。十勝の大自

然が育んだミルクの風味とコクが活きた贅沢な味わいです。

北海道十勝産の良質な生乳を100％使用して造りました。加塩タイプ。十勝の大自然が

育んだミルクの風味とコクが活きた贅沢な味わいです。

商品ID：99935490 商品ID：99935493

JAN：4981816096509 JAN：4981816091009

油＞その他の油 油＞その他の油

有機JAS認定イタリア産のオリーブ油（エキストラバージンオリーブオイル）です。 塩を

少々加えてパンにつけたり、スープに少々加えたり、 パスタ・天ぷらなどの料理にもご使用い

ただけます

有機JAS認定イタリア産のオリーブ油（エキストラバージンオリーブオイル）です。 塩を少々

加えてパンにつけたり、スープに少々加えたり、 パスタ・天ぷらなどの料理にもご使用いただ

けます

商品ID：45043152 商品ID：46898453
型番：a0027 型番：a0029b

かわしま屋　商品カタログ

油＞オリーブオイル 油＞オリーブオイル

鹿北製油有機 オリーブ油（エキ

ストラバージンオリーブオイル）

650g

鹿北製油 有機 オリーブ油（エキ

ストラバージンオリーブオイル）

100g
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販売価格(税抜) 3,000円 販売価格(税抜) 998円

販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 998円

販売価格(税抜) 2,868円 販売価格(税抜) 1,380円

販売価格(税抜) 1,901円 販売価格(税抜) 900円

型番：a0375 型番：a0402
JAN：4582144960175 JAN：4947605121234

有機麻の実油230g 【10%OFF】インカグリーンナッツ・

インカインチオイル105ｇ

健康と美容に必要な必須脂肪酸がバランス良く含まれています 人気の高いインカインチオイルの小容量タイプです。

商品ID：76515911 商品ID：77566468

JAN：4542863000019 JAN：8410010222804

油＞その他の油 油＞その他の油

オリーブの旨みや栄養を丸ごと味わえる最高級オーガニックオイル 化学肥料や殺虫剤を一切使わずに栽培したオリーブ100%使用

商品ID：76515882 商品ID：76515885
型番：a0373 型番：a0376

油＞オリーブオイル 油＞オリーブオイル

オルチョ・サンニータエキストラバージ

ンオリーブオイル500ml

カルボネール有機栽培オリーブオイ

ル458g

商品ID：62325048 商品ID：63775621
型番：a0204 型番：10633
JAN：4981816116658 JAN：4974293111605

国産なたねサラダ畑（鹿北製

油） 720ml

みづほ こめ油（三和油脂）

1500g【ムソー】

農薬・化学肥料不使用栽培の非遺伝子組み換えのなたね（鹿児島・宮崎・福岡・北

海道）を使用し、素材の風味を損なわないよう精製した無添加のサラダ油です。ドレッシ

ング・天ぷら・炒め物などに。

国産原料（玄米表皮・胚芽）から搾った安心な植物油です。加熱安定性に優れている

ので、揚げ物・炒め物にも適しています。

型番：a0110 型番：a0188
JAN： JAN：4981816091108

油＞なたね油 油＞その他の油

有機黒ごま油-鹿北製油特製黒

ごま油-　650g【送料無料】

アボカドオイル（カホク）100g

有機ＪＡＳ栽培認証を取得した黒ごまを薪を焚いて釜いりし、搾油したごま油です。 希少な量しか生産出来ない贅沢なアボカドオイルが海を渡って皆様の食卓を豊かにしてく

れます。

商品ID：56111010 商品ID：62283418

かわしま屋　商品カタログ

油＞ごま油 油＞オリーブオイル
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販売価格(税抜) 978円 販売価格(税抜) 14,800円

販売価格(税抜) 13,800円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 198,000円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 1,012円 販売価格(税抜) 2,219円

商品ID：86547356 商品ID：86548977
型番：90 型番：77
JAN：4932828000909 JAN：4932828000770

オーサワなたね油930g(缶タイ

プ）

オーサワごま油930g（缶タイプ）

国内産なたね100％。玉締め圧搾法一番搾り 玉締め圧搾法一番搾り。香り高くまろやかな風味。

型番：a0415 型番：a0513
JAN： JAN：

油＞なたね油 油＞ごま油

国産（鹿児島産）白ごま油 業

務用16.5kg（一斗缶）

国産ひまわり油（鹿北製油）

160g

農薬・化学肥料不使用にて栽培した鹿児島県産のごまを使用しています。 九州産のひまわりの実を圧搾機で搾り、手すき和紙でろ過

商品ID：77592181 商品ID：85639991

JAN： JAN：4981816107106

油＞ごま油 油＞その他の油

無農薬・非遺伝子組み換えのなたね（鹿児島・宮崎・福岡・北海道産）を手すき和紙

でじっくりろ過してつくりました。添加物・化学薬品などは一切使用していません。

農薬・化学肥料不使用にて栽培した鹿児島県産のごまを使用しています。

商品ID：77592175 商品ID：77592178
型番：a0410 型番：a0414

油＞なたね油 油＞ごま油

国産 菜の花畑なたね油 16.5kg

（業務用一斗缶）

国産（鹿児島産）白ごま油

100g

商品ID：77591113 商品ID：77592172
型番：a0404 型番：a0409
JAN：4981816110632 JAN：

カホクの黄金油（なたね油）

650g

国産なたねサラダ畑（鹿北製

油） 16.5kg（業務用一斗

缶）

農薬を使わず栽培した非遺伝子組み換え国産なたね使用 農薬・化学肥料不使用栽培の非遺伝子組み換えのなたね（鹿児島・宮崎・福岡・北海

道）を使用し、素材の風味を損なわないよう精製した無添加のサラダ油です。ドレッシン

グ・天ぷら・炒め物などに。

かわしま屋　商品カタログ

油＞なたね油 油＞なたね油
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販売価格(税抜) 2,058円 販売価格(税抜) 1,026円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 2,580円

販売価格(税抜) 840円 販売価格(税抜) 700円

販売価格(税抜) 2,000円 販売価格(税抜) 1,000円
JAN：4560116776269 JAN：4940928553904

自生林のココナッツを新鮮なうちに搾った天然ココナッツオイル コールドプレス製法一番搾り　上品な風味でクセがありません。

商品ID：89365605 商品ID：89731273
型番：a0618 型番：a0638

油＞ココナッツオイル 油＞その他の油

ココグローブ　エキストラバージンココ

ナッツオイル430g

グレープシードオイル（ペットボト

ル）460ｇ

商品ID：88995999 商品ID：88996002
型番：6046 型番：a0609
JAN： JAN：4981816191105

オーサワ有機ココナッツオイル（一

番搾り）300g【50%OFF】

カホクの亜麻仁油（アマニ油）

100g

有機ココナッツオイル100％。炒め油や揚げ油、バターの代用に 必須脂肪酸のオメガ３が豊富。そのまま召し上がれます。

型番：a0600 型番：a0414
JAN：4560201272041 JAN：

油＞ココナッツオイル 油＞その他の油

エキストラバージンココナッツオイル

(ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ）10ｇ×10

カホク白ごま油650g※有機JAS

栽培認証を取得したパラグアイ産

の白ごま使用

乾燥させたココナッツ果肉を圧搾したクッキング用オイルです。 有機JAS栽培認証を取得したパラグアイ産の白ごまを薪を焚いて釜いりし、 搾油したごま

油です。

商品ID：88636333 商品ID：88801195

JAN：8009004906747 JAN：4560201272027

油＞ココナッツオイル 油＞ごま油

コールドプレス製法一番搾り。フルーティでクセがない 乾燥させたココナッツ果肉を圧搾したクッキング用オイルです。

商品ID：88098811 商品ID：88636207
型番：a0584 型番：a0599

かわしま屋　商品カタログ

油＞オリーブオイル 油＞ココナッツオイル

アルチェネロ オーガニックＥＸＶオ

リーブオイル500ml

プレミアムココナッツオイル（ココウェ

ル）500ml
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販売価格(税抜) 186円 販売価格(税抜) 1,188円

販売価格(税抜) 3,240円 販売価格(税抜) 1,728円

販売価格(税抜) 536円 販売価格(税抜) 2,800円

販売価格(税抜) 591円 販売価格(税抜) 1,480円

型番：6041 型番：a0711
JAN：4932828060415 JAN：

オーサワなたね油　600ｇ 有機パンプキンシードオイル

237ml

国内産なたね100％玉締め圧搾法一番搾り ミネラルの宝庫！サラッとした使い心地で人気急上昇中です！

商品ID：90687892 商品ID：90850266

JAN：4932828000916 JAN：4560201272058

油＞なたね油 油＞その他の油

圧搾法一番搾りで軽くあっさりとした風味です。 乾燥させたココナッツ果肉を圧搾したクッキング用オイルです。

商品ID：89932984 商品ID：90343614
型番：91 型番：a0682

油＞なたね油 油＞ココナッツオイル

オーサワなたねサラダ油 600ｇ

（紙パック）

ココウェル COCOWELL エキストラ

バージン ココナッツオイル 436ｇ

商品ID：89735810 商品ID：89908520
型番：a0637 型番：a0402b
JAN： JAN：4562393000013

北海道産ミツロウ-使いやすいフ

レークタイプ-200g【送料無料】*

メール便での発送*

インカグリーンナッツ・インカインチオ

イル180g

国産の蜜蝋です。手作り化粧品やお菓子作りなど用途は様々です。 人気の高いインカインチオイルの180g入りです。

型番：a0635 型番：a0636
JAN： JAN：

油＞その他の油 油＞その他の油

北海道産ミツロウ-使いやすいフ

レークタイプ-10g【送料無料】*

メール便での発送*

北海道産ミツロウ-使いやすいフ

レークタイプ-100g【送料無料】*

メール便での発送*

国産の蜜蝋です。手作り化粧品やお菓子作りなど用途は様々です。 国産の蜜蝋です。手作り化粧品やお菓子作りなど用途は様々です。

商品ID：89735804 商品ID：89735807

かわしま屋　商品カタログ

油＞その他の油 油＞その他の油
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販売価格(税抜) 1,138円 販売価格(税抜) 776円

販売価格(税抜) 1,435円 販売価格(税抜) 1,320円

販売価格(税抜) 15,480円 販売価格(税抜) 805円

販売価格(税抜) 2,384円 販売価格(税抜) 1,080円

商品ID：92065163 商品ID：92065166
型番：82 型番：83
JAN：4932828000824 JAN：4932828000831

オーサワ古式玉締胡麻油香宝

800ｇ

オーサワ古式玉締胡麻油香宝

330ｇ

玉締め圧搾法一番搾り　あっさりとした品のよい香り 玉締め圧搾法一番搾り　あっさりとした品のよい香り

型番：a0404z 型番：9000
JAN： JAN：4932828090009

油＞ごま油 油＞ごま油

カホクの黄金油16.5kg（業務用

一斗缶）【送料無料】

【30%OFF】オーサワカナーン 有

機オリーブオイル(ルミ種)229ｇ

お得な業務用一斗缶入。農薬を使わず栽培した非遺伝子組み換え国産なたね使用 コールドプレス製法一番搾り　フェアトレード認定品

商品ID：91783141 商品ID：92065102

JAN：4932828090016 JAN：4976683001183

油＞なたね油 油＞オリーブオイル

コールドプレス製法一番搾り　フェアトレード認定品 コールドプレス製法一番搾りマイルドでクセがない

商品ID：91448147 商品ID：91452042
型番：a0741b 型番：55

油＞オリーブオイル 油＞その他の油

【30%OFF】オーサワカナーン 有

機オリーブオイル(ルミ種)500ml

オーサワオーガニックフラックスオイル

(有機亜麻仁油)190ｇ

商品ID：90850267 商品ID：91448108
型番：a0712 型番：78
JAN：4562393000105 JAN：4932828000787

インカグリーンナッツ・インカインチオ

イル使いきりタイプ（スタンダード

ケース）4g×20包

オーサワごま油330ｇ

サチャインチナッツを原料とした無添加・未精製のオイルです。 玉締め圧搾法一番搾り　香り高くまろやかな風味

かわしま屋　商品カタログ

油＞その他の油 油＞ごま油
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販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 464円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 1,676円

販売価格(税抜) 1,624円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 1,840円 販売価格(税抜) 13,600円
JAN：4978609106354 JAN：

素材の味を引き立てたい揚げ物やドレッシングなどにおすすめです 溶剤を使わない、昔ながらの圧搾法一番搾り

商品ID：92065263 商品ID：92601444
型番：a0805 型番：a0820

油＞ごま油 油＞なたね油

煎らずに搾った胡麻油９１０ｇ （ムソー）なたねサラダ油１６．

５ｋｇ　業務用

商品ID：92065185 商品ID：92065262
型番：94 型番：a0804
JAN：4932828000947 JAN：8437000810025

オーサワ国内産黒胡麻油138ｇ オーガニックエクストラバージンオリー

ブ油４６０ｇ

国内産黒胡麻100%　玉締め圧搾法一番搾り すべてのお料理に少量加えるだけでバリエーションが広がります

型番：61 型番：95
JAN：4932828000619 JAN：4932828000954

油＞ごま油 油＞オリーブオイル

オーサワの圧搾ごま油140ｇ オーサワ国内産金胡麻油138ｇ

圧搾法一番搾り　風味豊かな胡麻の香り 国内産金胡麻100%　玉締め圧搾法一番搾り

商品ID：92065181 商品ID：92065183

JAN：4932828000589 JAN：4932828000763

油＞ごま油 油＞ごま油

圧搾法一番搾り　薪火焙煎でまろやかで芳醇な香り 玉締め圧搾法一番搾り　香り高くまろやかな風味

商品ID：92065171 商品ID：92065179
型番：58 型番：76

かわしま屋　商品カタログ

油＞ごま油 油＞ごま油

オーサワの有機黒ごま油160ｇ オーサワごま油138ｇ
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販売価格(税抜) 849円 販売価格(税抜) 1,049円

販売価格(税抜) 495円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 765円 販売価格(税抜) 1,386円

販売価格(税抜) 924円 販売価格(税抜) 1,105円

型番：a1104 型番：100021
JAN：7611690211336 JAN：4901735005680

ミトクサボ有機サンフラワーオイル

690ｇ

創健社 べに花ｵﾚｲﾝE（角缶）

825G

高温調理も大丈夫!繰り返したっぷり使えるサンフラワーオイル 油脂中のオレイン酸含有量が高い（脂肪酸中７７％含有）品種改良を重ねたべに花

の種子を圧搾法で搾り、一番搾りのみを充填した高級植物油。栄養機能食品（ビタミン

Ｅ）

商品ID：94925351 商品ID：97879725

JAN：4582241271082 JAN：7611690312644

油＞その他の油 油＞その他の油

青森産農薬不使用なたね100％使用

　玉締め法圧搾一番搾り

香りよく、コクがある

積極的に摂りたい!必須脂肪酸のオメガ3がたっぷり

商品ID：94542120 商品ID：94925349
型番：1537 型番：a1103

油＞なたね油 油＞その他の油

オーサワなたね油（たなつもの）

330g

ミトクサボ有機フラックスオイルス

イート230ｇ

商品ID：94539421 商品ID：94539588
型番：1536 型番：1549
JAN：4582241271037 JAN：4560440020014

オーサワなたね油（たなつもの）

140g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ(ｽﾃｨｯ

ｸﾊﾟｯｸ)100g(10g×10P)

青森産農薬不使用なたね100％使用

　玉締め法圧搾一番搾り

香りよく、コクがある

有機パーム油100％　トランス脂肪酸含有量1％未満　分包タイプで計量いらず

型番：80 型番：1529
JAN：4920441230315 JAN：4932828015293

油＞なたね油 油＞その他の油

オーサワ京都山田のごま油275g オーサワの国内産なたねサラダ油

910g

圧搾法一番搾り

ゴマの風味が強い

濃厚な風味

国内産なたね100％　圧搾法一番搾り　軽くあっさりとした風味

商品ID：94428078 商品ID：94539420

かわしま屋　商品カタログ

油＞ごま油 油＞なたね油
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販売価格(税抜) 1,156円 販売価格(税抜) 1,233円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 3,000円

販売価格(税抜) 2,680円 販売価格(税抜) 1,530円

販売価格(税抜) 1,620円

商品ID：96359461
型番：6047
JAN：4571321730533

オーサワ有機麻の実油(ビ

ン)230g

コールドプレス製法一番搾り　麻の実の豊かな風味

型番：a1274 型番：6040
JAN：4530620120124 JAN：4932828060408

油＞その他の油

ビオカ 有機エキストラバージンオ

リーブオイル ヘ゜ットホ゛トル 910g

【送料無料】

オーサワごま油600g

100%イタリア産の有機オリーブを使用。丁寧に低温圧搾した、本場イタリアのオリーブオイ

ルです。

玉締め圧搾法一番搾り　香り高く、まろやかな風味

商品ID：100064999 商品ID：96359456

JAN：4562139895033 JAN：4562139895026

油＞オリーブオイル 油＞ごま油

昔ながらの圧搾製法で絞った生で食べる玄米油 昔ながらの圧搾製法で絞った生で食べる玄米油

商品ID：98984820 商品ID：98984822
型番：a1221 型番：a1222

油＞その他の油 油＞その他の油

和の玄米オイル65g　x 2個セット

-リブレライフ【送料無料】

和の玄米オイル255g-リブレライフ

【送料無料】

商品ID：97879735 商品ID：98078978
型番：101021 型番：100315
JAN：8032891760512 JAN：4964820100035

創健社 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ有機EX-Vｵﾘｰ

ﾌﾞｵｲﾙ250ML

創健社 米澤一番絞りなたねサラ

ダ油1400G

イタリア南部カラーブリア州ラウロポーリ、シーバリ地区に広がるオリーブ畑で有機栽培された

オリーブの実から作られたエキストラヴァージンオリーブオイル。

ＮＯＮ-ＧＭＯオ-ストラリア産菜種１００％の菜種サラダ油。圧搾法一番しぼりのみの

原油を原料に、国内初の無添加製法によるサラダ油。（製法特許製品）

かわしま屋　商品カタログ

油＞オリーブオイル 油＞なたね油
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販売価格(税抜) 480円 販売価格(税抜) 580円

販売価格(税抜) 1,780円 販売価格(税抜) 4,780円

販売価格(税抜) 13,800円 販売価格(税抜) 1,280円

販売価格(税抜) 1,500円 販売価格(税抜) 3,000円
JAN： JAN：

自宅でチーズ作りが手軽に楽しめる キットです。 自宅でチーズ作りが手軽に楽しめる キットです。

商品ID：83798330 商品ID：90862253
型番：a0464 型番：a0464x2

発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット 発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット

手作りチーズキット「メイクチーズ」

（チーズ作り16回分）

手作りチーズキット「メイクチーズ」

（チーズ作り16回分）ｘ2箱セッ

ト【送料無料】

商品ID：80992772 商品ID：69579946
型番：h0007 型番：d0005
JAN： JAN：

納豆菌粉末100g-有機大豆抽

出100%【送料無料】

有機手づくり納豆セット（粉末納

豆菌3g+北海道産有機大豆

500gセット）【5000円以上送料

無料】

有機大豆から抽出した納豆菌100%。お徳用約1000kg分の納豆がつくれます。 手軽にご自宅で有機納豆づくりを 楽しんでいただけます。

型番：h0004 型番：h0003j
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞納豆菌

納豆菌粉末10g-有機大豆抽出

100%【送料無料】

納豆菌粉末30g-有機大豆抽出

100%【送料無料】

有機大豆から抽出した納豆菌100%。お徳用約100kg分の納豆がつくれます。 有機大豆から抽出した納豆菌100%。お徳用約300kg分の納豆がつくれます。

商品ID：80992597 商品ID：80992683

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞納豆菌

手軽に美味しいチーズづくりが楽しめる。レンネットの本場トルコ製の上質なレンネットです。

最大100Lの牛乳をチーズにできます

有機大豆から抽出した納豆菌100%。納豆菌力が強く、はじめての方でも手軽に美味し

い納豆が。

商品ID：97596913 商品ID：63775591
型番：h0063 型番：h0003

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット 発酵菌・種菌＞納豆菌

レンネット粉末（植物性レンネッ

ト）1g-100Lの牛乳をチーズにで

きます-【送料無料】*メール便での

発送*

納豆菌粉末3g-有機大豆抽出

100%【送料無料】*メール便での

発送*
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販売価格(税抜) 379円 販売価格(税抜) 379円

販売価格(税抜) 1,280円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 379円 販売価格(税抜) 379円

販売価格(税抜) 998円 販売価格(税抜) 1,600円

型番：a0403_100g 型番：a0072
JAN： JAN：

種麹「長白菌」100g-100kg量

（菱六）【送料無料】*メール便

での発送*

種麹「長白菌」100g-200kg量

（菱六）【送料無料】*メール便

での発送*

お味噌や塩麹用の糀づくりに最適な万能種麹【100kg量】 お味噌や塩麹用の糀づくりに最適な万能種麹【200kg量】

商品ID：90503689 商品ID：62325087

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

甘酒づくりに最適な「長白菌小袋粉状」 米味噌・麦味噌づくり用の種麹。香りが豊かな小袋粉状です。

商品ID：54342506 商品ID：49586714
型番：a0071 型番：a0070

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

種麹 甘酒用【改良長白菌小袋

粉状】20g（15kg分） -京都

「菱六」特製【送料無料】*メール

便での発送*

種麹-米味噌・麦味噌用【小袋粉

状20g（15kg分）京都「菱六」

特製【送料無料】*メール便での

発送*

商品ID：92667406 商品ID：92667319
型番：a0854 型番：a0853
JAN： JAN：

粉末納豆菌4g（原料大豆

60kg分） -成瀬発酵科学研究

所-【送料無料】*メール便での発

送*

純粋培養の納豆菌50ml（乾燥

大豆1kg用）-宮城野納豆製造

所-

国内三大納豆菌種の一つでもある納豆菌です。大豆60kg分量 高品質な納豆菌です。これ1本で約2kg分の納豆がつくれます。

型番：a0069 型番：a0572
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞納豆菌

種麹【長白菌小袋粉状】20g

（15kg分） -京都「菱六」特製

【送料無料】*メール便での発送*

醤油用種麹【醤油用小袋粉状】

20g（15kg分） -京都「菱六」

特製【送料無料】*メール便での

発送*

お味噌や塩麹用の糀づくりに最適な万能種麹です。 醤油用小袋粉状

商品ID：51595804 商品ID：86775581

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹
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販売価格(税抜) 379円 販売価格(税抜) 1,580円

販売価格(税抜) 1,480円 販売価格(税抜) 1,128円

販売価格(税抜) 780円 販売価格(税抜) 2,606円

販売価格(税抜) 2,606円 販売価格(税抜) 1,148円

商品ID：90850279 商品ID：90850276
型番：a0715 型番：a0714
JAN： JAN：

動物性レンネット液体お徳用

50ml*約150Lの牛乳をチーズに

できます【送料無料】

レンネットパウダー（動物性レン

ネット粉末）3ｇ*約80Lの牛乳

をチーズにできます【送料無料】

動物性レンネットの液状タイプです。 ニュージーランド産の純度の高い、仔牛由来のレンネットです。

型番：a0229 型番：a0716
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット 発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット

粉末納豆菌-高橋祐蔵研究所-

3g*【送料無料】*メール便での発

送*

オーガニック植物性レンネット液体

50ml【送料無料】

液体納豆菌をご家庭でも扱いやすくするため粉末化しました。30kg程度の自家製納豆

が作れます。

植物性レンネット（オーガニック）の液状タイプです。

商品ID：71939867 商品ID：90850285

JAN：4908011600850 JAN：4933339111115

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット

4つの乳酸菌が入っているヨーグルト種菌です。1包で1リットルのヨーグルトが作れます。 おいしいケフィアヨーグルトがご家庭で作れます！！

商品ID：66330300 商品ID：90687740
型番：a0251 型番：a0701

発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌 発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌

abct種菌（ヨーグルト種菌 1リッ

トル用ｘ10包）

ホームメイド・ケフィア（1gｘ10包

／1Lヨーグルト×10回分）【送料

無料】*メール便での発送*

商品ID：54940616 商品ID：78602077
型番：a0322 型番：a0403
JAN： JAN：

豆麹用種麹【金山寺用】20g

（15kg分） -京都「菱六」特製

【送料無料】*メール便での発送*

種麹「改良長白菌」100g-

200kg量（菱六）【送料無料】

*メール便での発送*

家庭で豆麹をおつくりになる際に最適な種麹です。 お味噌や塩麹用の糀づくりに最適な万能種麹【200kg量】

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹
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販売価格(税抜) 1,851円 販売価格(税抜) 722円

販売価格(税抜) 13,980円 販売価格(税抜) 2,980円

販売価格(税抜) 12,800円 販売価格(税抜) 3,000円

販売価格(税抜) 1,630円 販売価格(税抜) 6,800円
JAN： JAN：8809039106132

醤油づくりに最適な麹をつくる為の種麹です。 ハード、セミハード、ソフト、黴、全てのチーズづくりが可能

商品ID：83149698 商品ID：92667583
型番：a0457 型番：a0855

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット

醤油用種麹（ヒグチモヤシ特製ス

リーダイヤ）40g-2石量【送料無

料】*メール便での発送*

レンネット粉末（CHY-MAX Po

ｗder Extra）75g【送料無料】

商品ID：89842413 商品ID：68381023
型番：h0029c 型番：a0325
JAN： JAN：

テンペ菌お徳用業務用量500g

（250kg分）-インドネシア産最

上質ラギテンペ-【送料無料】

テンペ菌25g （12.5ｋｇ量）-

秋田今野商店特製【送料無料】

テンペの本場インドネシアのAFI社製最高品質のテンペ菌です。お徳用。テンペ250kgを

お作りいただけます。

老舗種菌メーカー「秋田今野商店」がつくる国産テンペ菌です。一袋で約12.5kg分のテ

ンペがつくれます。

型番：a0224 型番：h0029b
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞テンペ菌 発酵菌・種菌＞テンペ菌

粉末納豆菌-高橋祐蔵研究所お

徳用90g【メール便不可】*配送ま

で3－7日程度要します*

テンペ菌お徳用100g （50kg

分）-インドネシア産最上質ラギテ

ンペ-【送料無料】*メール便での

発送*

納豆製造業者にお出ししている納豆菌をご家庭でも扱いやすく粉末化した商品です。 納

豆菌が大豆に付着し、適切な環境の元で醗酵すると納豆が出来ます。

テンペの本場インドネシアのAFI社製最高品質のテンペ菌です。お徳用。テンペ50kgをお

作りいただけます。

商品ID：76607342 商品ID：87766644

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞テンペ菌

植物性有機レンネット。150Lの牛乳をチーズにできます テンペの本場インドネシアのAFI社製最高品質のテンペ菌です。テンペ10kgをお作りいた

だけます。

商品ID：90850271 商品ID：71989071
型番：a0713 型番：h0029

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞レンネット・チーズキット 発酵菌・種菌＞テンペ菌

レンネットタブレット（オーガニック植

物性レンネット）10錠*1錠で

15Lの牛乳をチーズにできます【送

料無料】

テンペ菌20g （10kg分）-インド

ネシア産最上質ラギテンペ-【送料

無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 6,780円 販売価格(税抜) 1,208円

販売価格(税抜) 1,490円 販売価格(税抜) 1,030円

販売価格(税抜) 1,700円 販売価格(税抜) 448円

販売価格(税抜) 448円 販売価格(税抜) 828円

型番：a0857 型番：a0872
JAN： JAN：

ヒグチモヤシ-糀の種（白もやし）

20g （原料15kg量)【送料無

料】*メール便での発送*

白麹雪こまち10g(15kg量)-秋

田今野商店-【送料無料】*メール

便での発送*

安定した品質、純度の高い種麹です。万能タイプの白種麹 農林水産大臣賞を受賞した菌株です。万能タイプの種麹

商品ID：92667323 商品ID：92667325

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

古来本格焼酎のルーツ、黒麹菌。玄米黒麹や黒麹菌を使った甘酒などにご活用くださ

い。

純度の高い種麹です。より菌力の強い黄色タイプ。お味噌づくりに

商品ID：90687737 商品ID：92667321
型番：a0697 型番：a0856

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

黒麹菌70g（原料米200kg

量）ヒグチモヤシ【送料無料】*

メール便での発送*

ヒグチモヤシ-糀の種（黄色）

20g （原料15kg量)【送料無

料】*メール便での発送*

商品ID：90850286 商品ID：90850287
型番：a0717 型番：a0718b
JAN：4580173370026 JAN：4580400460025

カスピ海ヨーグルト「ヨーグルトの願

い」1g×5包【送料無料】*メール

便での発送*

王様のヨーグルト種菌3g×2包

【送料無料】*メール便での発送*

300倍の乳酸菌パワー！毎日のお通じ改善にも！！ 日本人のために開発されたたヨーグルトの種菌

型番：a0256 型番：a0700
JAN： JAN：4933339111153

発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌 発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌

abct種菌（ヨーグルト種菌）-業

務用5リットル用ｘ10包セット

ホームメイド・ヨーグルトＧＢＮ1

（1gｘ10包／1Lヨーグルト×10

回分）【送料無料】*メール便で

の発送*

4つの乳酸菌が入っているヨーグルト種菌です。業務用1包で5リットルのヨーグルトが作れ

ます。

プロバイオティクス・ヨーグルトをご家庭で手作りできます！！

商品ID：77565986 商品ID：90687738

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌 発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌
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販売価格(税抜) 1,480円 販売価格(税抜) 8,180円

販売価格(税抜) 9,980円 販売価格(税抜) 108,000円

販売価格(税抜) 216,000円 販売価格(税抜) 6,300円

販売価格(税抜) 2,780円 販売価格(税抜) 2,780円

商品ID：98370558 商品ID：98370561
型番：a1197 型番：a1198
JAN： JAN：

焼酎用黒こうじ菌（秋田県産・種

麹）200ｇ　秋田今野商店特製

【送料無料】*メール便での発送*

醤油用黒１合菌（秋田県産・種

麹）70ｇ　秋田今野商店特製

【送料無料】*メール便での発送*

雑菌に強いクエン酸を大量に生み出すパワー満点の黒こうじ菌です。黒で作った焼酎は、

どっしりと濃厚で骨太な味わいに仕上がります。

とろりとしたソーヤタイプの醤油用種麹です。発熱が早く、一般の方にもおすすめできる製品

です。

型番：a1299 型番：a1302
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

業務用 麹発酵機「こうじ君15S」

池田機械工業特製-発酵量

15.0kg/回【送料無料】

麹蓋（もろぶた・こうじ蓋）-国産

天然杉100%-【送料無料】

麹づくりに最適な発酵器。自動温度制御機能付きで、楽に麹の温度管理が。プロも使

用する麹発酵器。衛生的で安定した品質のこうじが作れます。

市場にはなかなか出回らない、麹作り専用もろぶた（麹蓋）です。国産天然杉を使用し

て1枚1枚職人が手作りをしています。

商品ID：100747888 商品ID：100753040

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

ケフィアヨーグルト種菌お徳用10箱セット 麹づくりに最適な発酵器。自動温度制御機能付きで、楽に麹の温度管理が。プロも使用

する麹発酵器の最小モデル。衛生的で安定した品質のこうじが作れます。

商品ID：91009455 商品ID：100747887
型番：a0701z 型番：a1298

発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌 発酵菌・種菌＞種麹

ホームメイド・ケフィア10箱セット

（1gｘ10包ｘ10箱）【送料無

料】

家庭用 麹発酵機「こうじ君5S」

池田機械工業特製-発酵量

5.0kg/回【送料無料】

商品ID：92667327 商品ID：72994334
型番：a0873 型番：a0326
JAN： JAN：4560139330219

今野モヤシ-黄種小つぶ状

50g(30kg-秋田今野商店-【送

料無料】*メール便での発送*

タニカ ヨーグルティア スタートセット

（ヨーグルト・納豆・甘酒づくりに最

適）【送料無料】

主に味噌用として使用されており、胞子は黄緑色の強い種麹 これ一台でヨーグルト、納豆、甘酒づくりが楽しめる、万能保温発酵器

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌
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販売価格(税抜) 2,780円 販売価格(税抜) 880円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 48,600円

販売価格(税抜) 388,800円 販売価格(税抜) 2,160円

販売価格(税抜) 2,160円 販売価格(税抜) 159円
JAN：4933339121312 JAN：4260028363266

牛乳の温度をヨーグルトの発酵適温に保ちます。 パン種を起す必要無く簡単に発酵。ご家庭で２～３時間ほどあればオーガニックパンが焼

けます

商品ID：102633957 商品ID：63775599
型番：a1336 型番：a0233

発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌

ヨーグルト・サポーター（中垣技術

士事務所）【送料無料】

有機穀物で作った天然酵母 9g

商品ID：100753038 商品ID：102633953
型番：a1301 型番：a1335
JAN： JAN：4933339121114

納豆発酵器「酵多君G」<50g入

り納豆トレー72個分>池田機械

工業特製【送料無料】

ケフィア・サポーター（中垣技術士

事務所）【送料無料】

納豆保温器。沢山つくる人向け。プロ顔負けの美味しい納豆がつくれます。 牛乳の温度をケフィアの発酵適温（25℃）に保ちます。

型番：a1201 型番：a1300
JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞納豆菌 発酵菌・種菌＞ヨーグルト種菌

種麹菌 ＢＦ３号菌（200kg

量） ヒグチモヤシ特製【送料無

料】*メール便での発送*

家庭用納豆発酵器「酵多君」

<50g入り納豆トレー18個分>

池田機械工業特製【送料無料】

豆味噌用の種麹です。発熱もゆっくりで扱いやすい菌です。蛋白分解力が強い性質で

す。

小型納豆保温器。家庭でプロ顔負けの美味しい納豆がつくれます。

商品ID：98370572 商品ID：100753037

JAN： JAN：

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞納豆菌

こうじの香りが良く、赤系味噌用として最適な麹です。濃褐色で濃厚な味の豆味噌にしあ

がります。

豆味噌用の種麹です。発熱もおだやかで扱いやすい菌です。香ばしい仕上がりです。

商品ID：98370565 商品ID：98370569
型番：a1199 型番：a1200

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞種麹 発酵菌・種菌＞種麹

豆味噌用（秋田県産・種麹）

70ｇ　秋田今野商店特製【送料

無料】*メール便での発送*

種麹菌 橋本菌（２石畳）　ヒグ

チモヤシ特製【送料無料】*メール

便での発送*
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販売価格(税抜) 5,864円 販売価格(税抜) 6,730円

販売価格(税抜) 580円 販売価格(税抜) 136円

販売価格(税抜) 250円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 495円 販売価格(税抜) 1,980円

型番：6276 型番：a1251
JAN：4560342330297 JAN：4516578111124

オーサワ有機穀物で作った天然酵

母(ﾄﾞﾗｲｲｰｽﾄ) 分包30g(3g×

10)

白神こだま酵母ドライ徳用200ｇ

有機穀物使用　予備発酵不要の天然酵母　使い切りタイプ 手作りパンにオススメの白神こだま酵母です。お徳用量

商品ID：96355975 商品ID：99935522

JAN：4978568740019 JAN：4560342330334

発酵菌・種菌＞パン用発酵菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌

国内産大豆100％使用。クセがなく食べやすい 有機原料使用　アルミニウムフリー

商品ID：88098814 商品ID：96355974
型番：6183 型番：6274

発酵菌・種菌＞テンペ菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌

テンペ(レトルト)100g オーサワこだわりのベーキングパウ

ダー30g(10g×3)

商品ID：99935443 商品ID：86547366
型番：a1250 型番：6268
JAN：4516578111117 JAN：4560342330242

白神こだま酵母ドライ10ｇ×5 オーサワ有機穀物で作った天然酵

母(ドライイースト)9g

手作りパンにオススメの白神こだま酵母です。ホームベーカリーのパン作りにもお使いいただ

けます

有機穀物使用。予備発酵不要の天然酵母

型番：6275 型番：a0634
JAN：4560342330341 JAN：4560342330075

発酵菌・種菌＞パン用発酵菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌

有機原料使用　こだわりのベーキ

ングパウダー1kg（業務用）【送

料無料】

有機穀物で作った天然酵母

500g(業務用)【送料無料】

有機原料を使用、第一リン酸カルシウム不使用なので安心です。 JAS認定の有機天然酵母です。

商品ID：89735800 商品ID：89735802

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞パン用発酵菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌
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販売価格(税抜) 260円 販売価格(税抜) 3,280円

商品ID：100065724 商品ID：100065726
型番：a1268 型番：a1269
JAN：41617006436 JAN：41617002407

アリサン G04 ベーキングパウダー

114g

【業】アリサン G04X ベーキングパ

ウダー 2.27kg【送料無料】

アルミニウム不使用のベーキングパウダー。よくふくれます。 アルミニウム不使用のベーキングパウダー。よくふくれます。

かわしま屋　商品カタログ

発酵菌・種菌＞パン用発酵菌 発酵菌・種菌＞パン用発酵菌
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販売価格(税抜) 1,125円 販売価格(税抜) 980円

販売価格(税抜) 1,960円 販売価格(税抜) 998円

販売価格(税抜) 11,100円 販売価格(税抜) 27,680円

販売価格(税抜) 46,240円 販売価格(税抜) 18,500円
JAN： JAN：

岡山県産有機米100％使用の乾燥麹です。業務用25kg量 岡山県産有機米100％使用の乾燥麹です。業務用10kg量

商品ID：93174627 商品ID：93174624
型番：a0894 型番：a0893

麹・塩麹＞米麹 麹・塩麹＞米麹

有機乾燥米麹-岡山産有機米

100%-（マルクラ）業務用

25kg【送料無料】

有機乾燥米麹-岡山産有機米

100%-（マルクラ）業務用

10kg【送料無料】

商品ID：93175540 商品ID：93175538
型番：a0900 型番：a0899
JAN： JAN：

乾燥米麹-岡山産米100%-（マ

ルクラ）業務用10kg【送料無

料】

乾燥米麹-岡山産米100%-（マ

ルクラ）業務用25kg【送料無

料】

地元岡山県産の白米のみを使用した、職人手作りの乾燥こうじです。お得な業務用量で

す。

地元岡山県産の白米のみを使用した、職人手作りの乾燥こうじです。お得な業務用量で

す。

型番：a0259x2 型番：a0022
JAN：4978463030765 JAN：

麹・塩麹＞米麹 麹・塩麹＞米麹

有機乾燥米麹-岡山産有機米

100%-（マルクラ）500g×2袋

セット【送料無料】

乾燥麹 （米麹）1kg　-井上本

店特製無添加乾燥米こうじ-

【5000円以上 送料無料】

有機米100％使用の乾燥こうじです。甘酒、みその他こうじ漬け、べったら漬、からし漬け

にもご使用下さい。

生麹（こうじ）を独自の製法で乾燥させる事で長期保存可能にした乾燥麹（米麹）で

す。塩麹がご自宅で手軽につくれます。

商品ID：96144926 商品ID：44607461

JAN：4900226151554 JAN：4978463030765

麹・塩麹＞米麹 麹・塩麹＞米麹

有機米使用　米味噌・甘酒・塩こうじづくりに 有機米100％使用の乾燥こうじです。甘酒、みその他こうじ漬け、べったら漬、からし漬け

にもご使用下さい。

商品ID：96358147 商品ID：63846694
型番：6138 型番：a0259

かわしま屋　商品カタログ

麹・塩麹＞米麹 麹・塩麹＞米麹

オーサワやさかの有機乾燥米こうじ

（白米）500g

有機乾燥米麹-岡山産有機米

100%-（マルクラ）500g
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販売価格(税抜) 21,462円 販売価格(税抜) 980円

販売価格(税抜) 1,960円 販売価格(税抜) 1,395円

販売価格(税抜) 27,680円 販売価格(税抜) 11,100円

販売価格(税抜) 46,240円 販売価格(税抜) 18,500円

型番：a0896 型番：a0895
JAN： JAN：

有機乾燥玄米麹-岡山産有機米

100%-（マルクラ）業務用

25kg【送料無料】

有機乾燥玄米麹-岡山産有機玄

米100%-（マルクラ）業務用

10kg【送料無料】

岡山県産有機米100％使用の乾燥玄米麹です。業務用25kg量 岡山県産有機玄米100％使用の乾燥玄米麹です。業務用10kg量

商品ID：93174632 商品ID：93174629

JAN： JAN：

麹・塩麹＞玄米麹 麹・塩麹＞玄米麹

地元岡山県産の玄米のみを使用した、職人手作りの乾燥こうじです。 地元岡山県産の玄米のみを使用した、職人手作りの乾燥こうじです。お得な業務用量で

す。玄

商品ID：93175536 商品ID：93175534
型番：a0898 型番：a0897

麹・塩麹＞玄米麹 麹・塩麹＞玄米麹

乾燥玄米麹-岡山産米100%-

（マルクラ）業務用25kg【送料

無料】

乾燥玄米麹-岡山産玄米

100%-（マルクラ）業務用

10kg【送料無料】

商品ID：96147453 商品ID：88636211
型番：a0260x2 型番：6143
JAN：4978463637018 JAN：4932828061436

有機乾燥玄米麹-岡山産有機玄

米100%-（マルクラ）500g×2

袋セット【送料無料】

オーサワの有機乾燥玄米こうじ

500ｇ

有機玄米100％使用の乾燥こうじです。甘酒、みその他こうじ漬け、べったら漬、からし漬

けにもご使用下さい。

有機玄米使用。玄米こうじならではの香りとコク

型番：a0022z 型番：a0260
JAN：4954620000000 JAN：4978463637018

麹・塩麹＞玄米麹 麹・塩麹＞玄米麹

乾燥麹 （米麹）1kg x 20袋

【お徳用1ケース】-井上本店特製

無添加乾燥米こうじ【送料無料】

有機乾燥玄米麹-岡山産有機玄

米100%-（マルクラ）500g

生麹（こうじ）を独自の製法で乾燥させる事で長期保存可能にした乾燥麹（米麹）で

す。お徳用1ケース

有機玄米100％使用の乾燥こうじです。甘酒、みその他こうじ漬け、べったら漬、からし漬

けにもご使用下さい。

商品ID：91220456 商品ID：64524475

かわしま屋　商品カタログ

麹・塩麹＞米麹 麹・塩麹＞玄米麹
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販売価格(税抜) 981円 販売価格(税抜) 800円

販売価格(税抜) 700円 販売価格(税抜) 798円

販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 980円 販売価格(税抜) 980円

商品ID：81414156 商品ID：81414157
型番：a0446 型番：a0447
JAN： JAN：

乾燥麦麹マルクラ（滋賀県産麦

100%使用）500g

乾燥もろみ麹-マルクラ（滋賀県

産麦・大豆100%使用）500g

自家製麦味噌に最適。滋賀県産の麦を使った、乾燥麦麹です。 もろみ味噌作りに最適。滋賀県産の麦・大豆の乾燥もろみ麹です。

型番：a1348 型番：a0065
JAN：4535256141727 JAN：

麹・塩麹＞豆麹・麦麹・その他麹 麹・塩麹＞豆麹・麦麹・その他麹

おたまや　紅糀粉末（100g袋詰

め）紅麹パウダー【送料無料】*

メール便での発送*

麦麹840g（井上本店特製 乾

燥麦麹　国産押麦100%）

【5000円以上送料無料】

昔から漢方の生薬として利用される『 紅麹 』100％のパウダーです。 乾燥麹　はしへいの麦麹　840ｇ（1ｋｇ分）国産押麦100%【5000円以上送料無

料】

商品ID：102855351 商品ID：48942065

JAN：4535256141727 JAN：

麹・塩麹＞麹パウダー 麹・塩麹＞豆麹・麦麹・その他麹

山形県・米沢米で作った米こうじを、酵素を破壊しないように低温でじっくりと乾燥させて、

使いやすい粉末にしました。調味料や隠し味、お料理の材料としてお菓子、パン作りの素

材としてご利用になれます。

そのままでも食べられる。塩麹や甘酒も簡単にできる米麹パウダー。活きた酵素がたっぷ

り！

商品ID：97972781 商品ID：98984829
型番：a1191 型番：a1232

麹・塩麹＞麹パウダー 麹・塩麹＞麹パウダー

米麹パウダー100g（山形県産・

米沢米使用もろ蓋造り米糀粉

末）おたまや特製【送料無料】*

メール便での発送*

米麹パウダー100g-京都菱六特

製- 【送料無料】*メール便での発

送*

商品ID：94540380 商品ID：97972779
型番：672 型番：a1190
JAN：4932828006727 JAN：4535256141727

オーサワ乾燥玄米こうじ500g 玄米麹パウダー100g（山形県

産・米沢米使用もろ蓋造り米糀

粉末）おたまや特製【送料無料】

*メール便での発送*

岡山産農薬・化学肥料不使用玄米使用　玄米こうじならではの香りとコク　玄米味噌・

甘酒・塩こうじづくりに

山形県・米沢玄米で作った玄米こうじを、酵素を破壊しないように低温でじっくりと乾燥さ

せて、使いやすい粉末にしました。調味料や隠し味、お料理の材料としてお菓子、パン作り

の素材としてご利用になれます。

かわしま屋　商品カタログ

麹・塩麹＞玄米麹 麹・塩麹＞麹パウダー
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販売価格(税抜) 1,124円 販売価格(税抜) 695円

販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 352円

販売価格(税抜) 29,800円 販売価格(税抜) 550円

販売価格(税抜) 504円 販売価格(税抜) 513円
JAN：4900226151523 JAN：4932828061443

有機米こうじを使用した発酵調味料　漬物や煮物、炒め物などに 有機玄米こうじを使用した発酵調味料　玄米こうじならではの旨みと甘み　漬物や煮物、

炒め物などに

商品ID：96355937 商品ID：96356921
型番：6910 型番：6144

麹・塩麹＞塩麹 麹・塩麹＞塩麹

オーサワやさかの有機塩こうじ

200g

オーサワの有機玄米塩こうじ200g

商品ID：98980690 商品ID：65273417
型番：d0001z 型番：a0282
JAN： JAN：4931915001522

【塩麹作りに最適】はちみつ容器

1000mlx96本セット【業務用】

有機玄米塩麹170g（海の精）

【送料無料】*メール便での発送*

はちみつ容器　1000cc業務用96本入りです。 有機玄米、伝統海塩「海の精」を使用したこだわりの安全・安心な原料だけで作った万能

調味料です。

型番：c0009b 型番：d0001
JAN： JAN：

麹・塩麹＞塩麹 麹・塩麹＞塩麹

乾燥麹250g・塩105gセット -塩

麹作りに便利-【5000円以上 送

料無料】

【塩麹作りに最適】はちみつ容器

1000ml

乾燥麹250g・塩105gセット-塩麹作りに便利-【5000円以上 送料無料】 乾燥麹や生麹を使用した自家製塩麹づくりに大変便利なはちみつ容器です。

商品ID：48982419 商品ID：45071878

JAN： JAN：4571367290114

麹・塩麹＞塩麹 麹・塩麹＞塩麹

塩麹手作りセット（乾燥麹・塩・はちみつ容器セット）-塩麹850g分-【送料無料】 水を入れて一週間から二週間ほど熟成させるだけ。国産有機玄米、国産天日塩 海の晶

蔵付き麹菌使用の塩麹の素です。

商品ID：46654676 商品ID：68110699
型番：c0009 型番：a0297

かわしま屋　商品カタログ

麹・塩麹＞塩麹 麹・塩麹＞塩麹

塩麹手作りセット（乾燥麹・塩・

はちみつ容器セット）-塩麹850g

分-【送料無料】

有機玄米 塩麹の素220g【送料

無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 2,700円

型番：134
JAN：4960994500039

オーサワはなまるママ720ml

国内産玄米使用の発酵調味料

15種類の天然アミノ酸が

素材の旨みとコクを引き出す

商品ID：94428083

かわしま屋　商品カタログ

麹・塩麹＞旨味調味料
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販売価格(税抜) 885円 販売価格(税抜) 442円

販売価格(税抜) 250円 販売価格(税抜) 246円

販売価格(税抜) 246円 販売価格(税抜) 215円

販売価格(税抜) 215円 販売価格(税抜) 215円

商品ID：94925362 商品ID：94925364
型番：a1108 型番：a1109
JAN：4021246101210 JAN：4021246101227

ミトクルブス有機フルーツバー（ラズ

ベリー）30ｇ

ミトクルブス有機フルーツバー（アロ

ニア）30ｇ

砂糖不使用・グルテンフリーのフルーツバー 砂糖不使用・グルテンフリーのフルーツバー

型番：a1106 型番：a1107
JAN：4021246101852 JAN：4021246101203

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

ミトクルブス有機フルーツバー（ゴ

ジベリー＆アセロラ）40ｇ

ミトクルブス有機フルーツバー（ブ

ルーベリー）30ｇ

漢方でおなじみの「クコの実」入り 砂糖不使用・グルテンフリーのフルーツバー

商品ID：94925358 商品ID：94925361

JAN：4932828030494 JAN：4021246101821

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

オーツ麦のほのかな香ばしさと甘み 地球最古の植物「スピルリナ」入り

商品ID：94925323 商品ID：94925353
型番：3049 型番：a1105

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

オーサワオートミール（全粒）180

ｇ

ミトクルブス有機フルーツバー（スピ

ルリナ＆レモン）40ｇ

商品ID：93634048 商品ID：94056595
型番：2292 型番：6300
JAN：5701164700687 JAN：4970805010022

オーサワオーガニック ミューズリー(プ

レーン)375ｇ

オーサワ十穀シリアル150ｇ

有機オート麦をベースに数種の穀物をブレンド香ばしく程よい甘さで食べ飽きない 国内産原料100％　十種の穀物をブレンド　ほのかな甘み、軽い食感　油脂不使用

かわしま屋　商品カタログ

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ
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販売価格(税抜) 215円 販売価格(税抜) 231円

販売価格(税抜) 231円 販売価格(税抜) 231円

販売価格(税抜) 231円 販売価格(税抜) 277円

販売価格(税抜) 308円 販売価格(税抜) 680円
JAN：4001353011503 JAN：

レーズン、亜麻仁、ヘーゼルナッツなどが加わって満足感UP！ 長年自家採取を続けたこだわりの雑穀で、『雑穀グラノーラ』作りました。牛乳・ヨーグルト・

アイスクリーム等を加えてお召し上がりください。

商品ID：94925392 商品ID：95522496
型番：a1120 型番：a1146

シリアル・グラノーラ・パン＞パン シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ

ミトクマイアーベアー有機ライ麦パン

ミューズリーブロート300ｇ

雑穀グラノーラ （おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

120g

商品ID：94925377 商品ID：94925387
型番：a1114 型番：a1119
JAN：4021246001732 JAN：4001353011671

ミトクルブス有機フルーツバー（チェ

リー＆アーモンド）40ｇ

ミトクマイアーベアー有機ライ麦パン

プンパーニッケル250ｇ

2種類のフレーバーをミックスした、リッチな味わい モルトエキス配合!マイルドな酸味の黒パン

型番：a1112 型番：a1113
JAN：4021246001701 JAN：4021246001718

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞パン

ミトクルブス有機フルーツバー（マカ

ダミア＆パイナップル）40ｇ

ミトクルブス有機フルーツバー（アッ

プル＆シナモン）40ｇ

2種類のフレーバーをミックスした、リッチな味わい 2種類のフレーバーをミックスした、リッチな味わい

商品ID：94925373 商品ID：94925375

JAN：4021246101234 JAN：4021246001725

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

砂糖不使用・グルテンフリーのフルーツバー 2種類のフレーバーをミックスした、リッチな味わい

商品ID：94925367 商品ID：94925370
型番：a1110 型番：a1111

かわしま屋　商品カタログ

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

ミトクルブス有機フルーツバー（パッ

ションフルーツ）30ｇ

ミトクルブス有機フルーツバー（スト

ロベリー＆バニラ）40ｇ
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販売価格(税抜) 740円 販売価格(税抜) 416円

販売価格(税抜) 326円 販売価格(税抜) 279円

販売価格(税抜) 772円 販売価格(税抜) 772円

販売価格(税抜) 772円 販売価格(税抜) 180円

型番：6312 型番：6854
JAN：4544605046033 JAN：4952399710533

オーサワ有機ｼﾘｱﾙ ﾌﾙｰﾂﾐｭｰｽﾞﾘｰ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ480g

オーサワ有機野菜とバナナのスムー

ジー160g

有機ライ麦をベースにフルーツ・ナッツを52％ブレンド いちじくとプルーンの自然な甘み　甘

味料・塩・油脂不使用

15種類の有機野菜・果実でつくったスムージー　有機バナナの自然な甘みと香り

商品ID：96355757 商品ID：96356137

JAN：4544605046019 JAN：4544605046026

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー

有機オート麦をベースにフルーツ・ナッツ・シードを52％ブレンド 穀物とレーズンの自然な甘

み　甘味料・塩・油脂不使用

有機オート麦をベースにフルーツ・シードを52％ブレンド ひまわり・かぼちゃの種が香ばしい

甘味料・塩・油脂不使用

商品ID：96355747 商品ID：96355753
型番：6310 型番：6311

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ

オーサワ有機ｼﾘｱﾙ ﾊｲﾌｧｲﾊﾞｰﾌﾟﾚ

ﾐｱﾑ480g

オーサワ有機ｼﾘｱﾙ ﾋﾞｵﾐｭｰｽﾞﾘｰ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ480g

商品ID：96355723 商品ID：96355736
型番：6306 型番：6309
JAN：4544605241025 JAN：4546273610127

オーサワ有機ブランチップス200g オーサワそばの実フレーク80g

有機小麦外皮100％　サクサクとした食感で味わい深い　甘味料・塩・油脂不使用 北海道北空知産そば100％　香ばしくサクサクとした食感　甘味料・塩・油脂不使用

型番：a1145 型番：6013
JAN： JAN：4544605050016

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ

どうぞそのまま （おがた健康農園

特製 無農薬・無肥料栽培）

110ｇ

オーサワ有機フルーツグラノーラ

200g

大豆類雑穀の原料を素焼きしただけ。スナック菓子のようなサクサクした食感です。おやつ

に、おつまみにどうぞ。

有機穀物フレークにフルーツ・ナッツ・シードをブレンドし香ばしく焼き上げた　食感よく程よい

甘さ

商品ID：95522627 商品ID：96355714

かわしま屋　商品カタログ

シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ シリアル・グラノーラ・パン＞シリアル・グラノーラ
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販売価格(税抜) 144円 販売価格(税抜) 840円

販売価格(税抜) 153円 販売価格(税抜) 396円
JAN：4900801000505 JAN：4932828062921

食物繊維豊富なビスケット　卵・乳製品不使用　ココアのほのかな風味 秋田産有機玄米粉使用　ふわふわもっちりとした食感　やさしい甘さのつぶあん入り　砂糖

不使用

商品ID：96356336 商品ID：96356934
型番：6320 型番：6292

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞パン

オーサワSOY PLUS  寿元ﾋﾞｽｹｯ

ﾄ(ｺｺｱ味)3枚(約40g)

オーサワの玄米蒸しパン(あん入

り)3個

商品ID：96356294 商品ID：96356300
型番：6261 型番：6262
JAN：4900801000369 JAN：4900801000352

オーサワＳＯＹ ＰＬＵＳ寿元ビ

スケット3枚(約40g)

オーサワＳＯＹ ＰＬＵＳ寿元ビ

スケット3枚(約40g)×6袋入

食物繊維豊富なビスケット

卵・乳製品不使用

ほんのり甘く香ばしい

食物繊維豊富なビスケット

卵・乳製品不使用

ほんのり甘く香ばしい

かわしま屋　商品カタログ

シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー シリアル・グラノーラ・パン＞フルーツバー・エナジーバー
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 216円

販売価格(税抜) 379円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 2,880円 販売価格(税抜) 10,800円

販売価格(税抜) 298円 販売価格(税抜) 1,148円
JAN：4902444005114 JAN：4932828023991

伝統の直火釜焚き製法。佃煮や甘露煮、ジャムや飴湯に。 砂糖を使わないお菓子づくりに　7倍濃縮りんご果汁

商品ID：86547362 商品ID：86547364
型番：656 型番：2399

糖類＞米飴・玄米飴 糖類＞その他

オーサワこめ練り飴230g オーサワの有機りんごシロップ265g

商品ID：62325047 商品ID：83600985
型番：a0202 型番：a0461
JAN： JAN：

阿波和三盆糖（岡田製糖所）

1kg 袋入

阿波和三盆糖（岡田製糖所）

業務用5kg箱入り【送料無料】

最上級の和三盆糖です。煮物などにのお料理にご利用いただくほか、蕎麦つゆや寿司め

し、カステラやケーキ等の洋菓子など幅広い用途にお使いいただけます。

最上級の和三盆糖です。お得な業務用5kg箱入りです。

型番：a0147 型番：a0203
JAN：4978609104329 JAN：

糖類＞和三盆 糖類＞和三盆

てんさい含蜜糖（ムソー）500g

【5000円以上送料無料】

阿波和三盆糖（岡田製糖所特

製）500g 袋入

北海道産てんさい原料から作られた、蜜分・オリゴ糖を含んだ「てんさい含蜜糖」です。 最上級の和三盆糖です。煮物などにのお料理にご利用いただくほか、蕎麦つゆや寿司め

し、カステラやケーキ等の洋菓子など幅広い用途にお使いいただけます。

商品ID：58523905 商品ID：62325034

JAN：4582173420060 JAN：4582173420077

糖類＞てんさい糖 糖類＞和三盆

100％種子島のさとうきびから作られた粗糖です。一般の精製糖に対し、ミネラルを残して

仕上げているため、独特の甘い蜜のかおりがします。料理・菓子の他、コーヒー・紅茶にも

ご利用いただけます。

100％種子島のさとうきびから作られた粗糖です。一般の精製糖に対し、ミネラルを残して

仕上げているため、独特の甘い蜜のかおりがします。料理・菓子の他、コーヒー・紅茶にもご

利用いただけます。

商品ID：97170061 商品ID：97170064
型番：a1170 型番：a1171

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞ 糖類＞

洗双糖（さとうきび粗製糖・種子

島産100％）1kg

洗双糖（さとうきび粗製糖・種子

島産100％）500g

P.64　　　  　　



販売価格(税抜) 553円 販売価格(税抜) 560円

販売価格(税抜) 328円 販売価格(税抜) 432円

販売価格(税抜) 672円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 47,800円 販売価格(税抜) 4,380円

型番：6264 型番：9032
JAN： JAN：4932828090320

オーサワメープルシュガー（カナダ・

ケベック州産メープルシロップ

100％）業務用10kg【送料無

料】

オーサワの有機メープルシロップ1L

（1320g)

カナダ・ケベック州産メープルシロップ100％お得な業務用量10kg 薪火で煮詰めたこだわりのメープルシロップ

商品ID：89752107 商品ID：91448064

JAN：4995802203192 JAN：4971787832633

糖類＞メープル 糖類＞メープル

カナダ・ケベック州産メープルシロップ100％　顆粒タイプ 100％天然純粋のカナダケベック州のメープルシュガーです

商品ID：89731163 商品ID：89731169
型番：a0641 型番：a0645

糖類＞メープル 糖類＞メープル

オーサワさらさらメープルシロップ顆

粒タイプ170ｇ

有機メープルシュガー250ｇ

商品ID：89731157 商品ID：89731158
型番：353 型番：a0640
JAN：4960813922103 JAN：4995802203185

有機キャロブパウダー300ｇ オーサワさらさらメープルシロップ顆

粒タイプ100ｇ

有機いなご豆100％です。ココアの代用やお菓子作りの材料に。 カナダ・ケベック州産メープルシロップ100％　顆粒タイプ

型番：2401 型番：6253
JAN：4932828024011 JAN：4560342330679

糖類＞その他 糖類＞メープル

オーサワの玄米水飴300g オーサワ オーガニックココナッツシュ

ガー250g

玄米を麦芽で糖化。昔ながらのこだわり商品 まろやかな甘みと黒糖のようなコク。低ＧＩ食品

商品ID：86547365 商品ID：89365607

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞米飴・玄米飴 糖類＞その他
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販売価格(税抜) 36,562円 販売価格(税抜) 12,850円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 480円

販売価格(税抜) 960円 販売価格(税抜) 560円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 720円

商品ID：92962832 商品ID：92962834
型番：3519 型番：3526
JAN： JAN：

オーサワ有機アガベシロップＧＯＬ

Ｄ330ｇ

オーサワ有機アガベシロップ RAW

DARK330ｇ

低GIの甘味料　上品な甘み 低GIの甘味料　低温加熱処理　深みのある甘み

型番：3311 型番：3315
JAN： JAN：

糖類＞アガベ 糖類＞アガベ

オーサワ有機ブルーアガベ ナチュレ

ル275ｇ

オーサワやし糖300ｇ

低GIの甘味料　　くせがなくすっきりとした上品な甘み ヤシ樹液を煮詰めた甘味料　　低GI食品

商品ID：92962829 商品ID：92962830

JAN：4960813902808 JAN：

糖類＞アガベ 糖類＞その他

有機シナモンにココナッツシュガーをバランスよくブレンド 鹿児島県加計呂麻島産農薬不使用さとうきび100％

商品ID：92962823 商品ID：92962826
型番：a0877 型番：3521

糖類＞その他 糖類＞黒砂糖

オーサワ有機シナモンココナッツシュ

ガー35ｇ

オーサワ奄美加計呂麻純黒糖餅

砂糖300ｇ

商品ID：92600697 商品ID：92601449
型番：a0849 型番：a0824
JAN： JAN：

オーサワ有機アガベシロップGOLD

（業務用）

（ムソー）てんさい含蜜糖・粉末

２０ｋｇ　業務用

低GIの甘味料　上品な甘み 蜜分・オリゴ糖を含んだ「てんさい含蜜糖」の粉末タイプです。

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞アガベ 糖類＞てんさい糖
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販売価格(税抜) 398円 販売価格(税抜) 200円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 570円 販売価格(税抜) 950円

販売価格(税抜) 350円 販売価格(税抜) 380円
JAN：4934637002013 JAN：

フィリピン・ネグロス島産のミネラルたっぷりの砂糖です。 最上級の和三盆糖です。煮物などにのお料理にご利用いただくほか、蕎麦つゆや寿司め

し、カステラやケーキ等の洋菓子など幅広い用途にお使いいただけます。

商品ID：100064996 商品ID：100113972
型番：a1273 型番：a0203b

糖類＞黒砂糖 糖類＞和三盆

マスコバド糖 500g 阿波和三盆糖（岡田製糖所特

製）100g 袋入【送料無料】*

メール便での発送*

商品ID：98370582 商品ID：98984823
型番：a1204 型番：a1223
JAN：4544389000146 JAN：4582478270384

粉砂糖（奄美産・さとうきび

100％）300ｇ

徳之島地福純糖蜜170ｇ-ヘル

シーアイランドみのり館

奄美瀬戸内町産のさとうきびのみを使用し、職人の技を追及した平釜で、手作りしまし

た。

徳之島産のさとうきびの汁を濾過し、濃縮した無添加・さとうきび100％の純糖蜜

型番：a0995 型番：a1203
JAN：4539093003026 JAN：4544389000160

糖類＞黒砂糖 糖類＞その他

ミトク有機玄米水飴300ｇ 純黒糖（奄美産・さとうきび

100％）300ｇ

有機JAS認定の水飴をつくりました 奄美瀬戸内町産のさとうきびのみを使用し、職人の技を追及した平釜で、手作りしまし

た。

商品ID：94056643 商品ID：98370578

JAN： JAN：

糖類＞米飴・玄米飴 糖類＞黒砂糖

国内産もち米を麦芽で糖化　ふくよかな甘さと豊かな風味 沖縄産さとうきび100％使用　クセがなくすっきりとした味わい

商品ID：92962837 商品ID：92962838
型番：3527 型番：3304

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞米飴・玄米飴 糖類＞ザラメ・粗糖・モスコバド

オーサワもち米あめ200ｇ オーサワさとうきびの詩（粗糖）

300ｇ
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販売価格(税抜) 320円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 750円 販売価格(税抜) 552円

販売価格(税抜) 1,610円 販売価格(税抜) 1,600円

販売価格(税抜) 457円 販売価格(税抜) 820円

型番：a0084 型番：a0084
JAN： JAN：

ザラメ糖（喜界島産 島ざらめ

糖）400g 【5000円以上送料

無料】

ザラメ糖（喜界島産 島ざらめ

糖）業務用量1kg 【5000円以

上送料無料】

喜界島産無農薬さとうきびでつくった黒糖です。 お菓子作りや煮物の味付けに 喜界島産無農薬さとうきびでつくった黒糖です。 お菓子作りや煮物の味付けに

商品ID：50604839 商品ID：89843206

JAN： JAN：

糖類＞ザラメ・粗糖・モスコバド 糖類＞ザラメ・粗糖・モスコバド

徳之島産自家製無農薬さとうきびを丁寧に手刈りし、じっくり煮詰めてつくりあげました。 無農薬さとうきびを丁寧に手刈りし、じっくり煮詰めてつくりあげました。お菓子作り用にアク

を抜いてあります。

商品ID：53810468 商品ID：90432505
型番：a0083c 型番：a0083z

糖類＞黒砂糖 糖類＞黒砂糖

純黒糖（徳之島産 黒砂糖-純

糖-）220g x三袋セット【送料無

料】

純黒糖（徳之島産黒砂糖

100%）業務用1kg

商品ID：102852926 商品ID：40080777
型番：a1358 型番：a0083
JAN：4540514016525 JAN：

てんさい糖100％使用　氷砂糖

（ロック）中角　１ｋｇ

純黒糖（徳之島産 黒砂糖-純

糖-）220g 【5000円以上送料

無料】

3～4週間かけてじっくり結晶を育てた手づくり自然結晶氷砂糖です。

てん菜糖（北海道産）を１００％使用しています。

徳之島産自家製無農薬さとうきびを丁寧に手刈りし、じっくり煮詰めてつくりあげました。

型番：a1320 型番：a1321
JAN：4909868171081 JAN：4909868551012

糖類＞てんさい糖 糖類＞黒砂糖

徳之島発 純黒糖ですよ

170g(徳之島農業製糖生産グ

ループ)

さとうきび100％蜜250g(徳之島

農業製糖生産グループ)

徳之島の太陽の恵みをたっぷり受けて育ったさとうきびが、自家製糖技術によって、ミネラル

たっぷりに製糖されたさとうきび100％の純黒糖です。

徳之島の自然の恵みと太陽をいっぱいに浴びて育ったさとうきびから、自家製糖技術によっ

て作り上げられたさとうきび100％の蜜です。

商品ID：101653232 商品ID：101653236

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞黒砂糖 糖類＞その他
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販売価格(税抜) 700円 販売価格(税抜) 1,400円

販売価格(税抜) 571円 販売価格(税抜) 332円

販売価格(税抜) 2,295円 販売価格(税抜) 441円

販売価格(税抜) 981円 販売価格(税抜) 981円

商品ID：96356963 商品ID：96356964
型番：9030 型番：9033
JAN：4932828090306 JAN：4932828090337

オーサワの有機メープルシロップ

250ml(330g)

オーサワの有機メープルシロップ

250ml(330g)

薪火で煮詰めたこだわりのメープルシロップ　やわらかな甘みと豊かな香り 薪火で煮詰めたこだわりのメープルシロップ　やわらかな甘みと豊かな香り

型番：50946 型番：6252
JAN：858847000659 JAN：4571321730526

糖類＞メープル 糖類＞メープル

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾙｸﾏﾊﾟｳﾀﾞｰ227G

オーサワオーガニックシュガー400g

ルクマの果実をまるごと低温で乾燥させ粉砕したロールクマパウダーです。ルクマの果実は自

然な甘みがあるのに糖質の量は極めて低く、タンパク質、β-カロテン、鉄、亜鉛の他、微量

なミネラルなどを含む多くの栄養素が含まれています。

有機さとうきび100％使用　クセがなく、すっきりとした甘さ

商品ID：98078733 商品ID：96356575

JAN： JAN：4901735020218

糖類＞その他 糖類＞ザラメ・粗糖・モスコバド

黒砂糖さとうきび搾り汁だけで作った極上の黒砂糖（純黒糖）。 豚の角煮や肉じゃが、

カレーの隠し味に！ ミルクティーやしょうが湯をもっと美味しく！そのまま食べても美味し

い！

さとうきびから作られた粗糖。砂糖本来の風味・ミネラル成分がそのまま活きています。溶け

がよく、クセや苦味がないまろやかな甘さで、いろいろなお料理にお使い頂けます。

商品ID：41921074 商品ID：97879712
型番：a0030 型番：60325

糖類＞黒砂糖 糖類＞ザラメ・粗糖・モスコバド

黒砂糖 さとうきび汁100% 徳之

島産の無添加純黒砂糖【粉タイ

プ】　300g

創健社 さとうきび粗糖500G

商品ID：46476955 商品ID：50998085
型番：a0049a 型番：a0049c
JAN： JAN：

黒蜜（さとうきび蜜）-徳之島産

サトウキビ100%黒蜜-250g

【5000円以上送料無料】

黒蜜（さとうきび蜜）-徳之島産

サトウキビ100%黒蜜250gｘニ

本セット【送料無料】

徳之島産無農薬サトウキビだけで作った、コクのあるまろやかな甘さが魅力の黒蜜です。 徳之島産無農薬サトウキビだけで作った、コクのあるまろやかな甘さが魅力の黒蜜です。

かわしま屋　商品カタログ

糖類＞黒砂糖 糖類＞黒砂糖
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販売価格(税抜) 933円 販売価格(税抜) 3,410円

販売価格(税抜) 750円 販売価格(税抜) 1,410円

販売価格(税抜) 552円 販売価格(税抜) 420円

販売価格(税抜) 470円 販売価格(税抜) 239円
JAN：4931915000617 JAN：4931915000556

さらさらしていて使いやすい塩「海の精やきしお」です。 さらさらしていて使いやすい塩「海の精やきしお」です。

商品ID：75779171 商品ID：75779172
型番：a0357 型番：a0360

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

海の精 やきしお スタンドパック

150g

海の精やきしお 詰替用 60g

商品ID：68258464 商品ID：75779170
型番：a0319 型番：a0356
JAN：4931915000013 JAN：4931915000549

海の精 赤ラベル 240g【送料無

料】*メール便での発送*

海の精 やきしお(卓上びん）60

ｇ

ただ塩辛いだけでなく、

甘みや苦みなど塩本来の複雑な味があり、

素材の旨みを引き出す伝統海塩です。

さらさらしていて使いやすい塩「海の精やきしお」です。

型番：a0190 型番：a0261
JAN：4931915000044 JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

海の精-海の晶・ほししお 240ｇ ブラックソルト（パキスタン キヨオラ

岩塩産）500g

伊豆大島で海水から直接生産する国産の塩です。海水だけを原料にし、日本で最初の

独自の天日採塩法で作っています。 マグマが作った還元塩　ブラックソルト。料理用食塩や、入浴剤として

商品ID：62313660 商品ID：64864855

JAN： JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞岩塩

徳の塩-徳之島近海の海水100%使用-270g 徳の塩-徳之島近海の海水100%使用

商品ID：55324372 商品ID：56411019
型番：a0105 型番：a0109

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

徳の塩-徳之島近海の海水

100%使用-270g

徳の塩-徳之島近海の海水

100%使用-1kg【送料無料】
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販売価格(税抜) 1,166円 販売価格(税抜) 1,592円

販売価格(税抜) 2,940円 販売価格(税抜) 470円

販売価格(税抜) 300円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 300円

型番：a0432 型番：a0470
JAN：4931915001454 JAN：4931915000235

海の精やきしお（スタンドパック）

540ｇ

海の精海精にがり200ml

伊豆大島産海水100％　天日濃縮　釜炊き、古式壺焼製法 豆腐づくりにも最適。天然ミネラ豊富なにがりです。

商品ID：80205510 商品ID：84317867

JAN：4562393000082 JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞にがり

「インカの聖なる谷」のマラス塩田で採れた岩塩です。 「インカの聖なる谷」のマラス塩田で採れた岩塩です。

商品ID：80205131 商品ID：80205134
型番：a0425 型番：a0426

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

インカ天日塩100g インカ天日塩300g

商品ID：80205127 商品ID：80205129
型番：121 型番：a0424
JAN：4931915000730 JAN：4931915000761

海の精　漬物塩1.5kg 海の精ペッパーソルト食卓ビン55g

伊豆大島産海水100％使用。梅干や白菜漬けに便利です。 有機こしょう使用程よい辛みと豊かな香り

型番：a0358 型番：a0359
JAN： JAN：4931915001249

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞シーズニング塩

海の精あらしお（赤ラベル）

500g

海の精あらしお（赤ラベル）

760g

ただ塩辛いだけでなく、

甘みや苦みなど塩本来の複雑な味があり、

素材の旨みを引き出す伝統海塩です。

ただ塩辛いだけでなく、甘みや苦みなど塩本来の複雑な味があり、素材の旨みを引き出す

伝統海塩です。

商品ID：75779340 商品ID：75779342

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩
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販売価格(税抜) 7,880円 販売価格(税抜) 416円

販売価格(税抜) 384円 販売価格(税抜) 416円

販売価格(税抜) 36,000円 販売価格(税抜) 4,550円

販売価格(税抜) 15,800円 販売価格(税抜) 512円

商品ID：92962794 商品ID：92962844
型番：a0886 型番：a0887
JAN： JAN：

ブラックソルト（パキスタン キヨオラ

岩塩産）25kg【送料無料】

ゲランドの塩細粒塩（容器入）

125ｇ

マグマが作った還元塩　ブラックソルト。料理用食塩や、入浴剤として ゲランドの塩田で９世紀から続く伝統的な製法で作られています。

型番：a0830 型番：a0840
JAN： JAN：

塩・にがり＞岩塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

（海の精）海の精・赤ラベル２０

ｋｇ　業務用（伝統海塩　あらし

お 20kg/RL)

オーサワ天塩（業務用）

塩田で太陽と風の力で海水を濃縮 天日塩ににがりを含ませた差塩製法

商品ID：92601458 商品ID：92601459

JAN：4931915000754 JAN：4931915001706

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

4種の有機ドライハーブ使用で爽やかな香りです。 北海道産昆布粉末、九州産椎茸粉末をブレンド！

商品ID：91449198 商品ID：91449293
型番：a0768 型番：a0769

塩・にがり＞シーズニング塩 塩・にがり＞シーズニング塩

海の精有機ハーブソルト55g 海の精うましお65g

商品ID：85639983 商品ID：91449132
型番：a0509 型番：a0767
JAN： JAN：4931915001690

海精にがり5L-業務用（海の

精）【送料無料】

海の精なんでもソルト58g

伝統海塩「海の精」の製造工程でできたにがりです。お徳用5L 和洋中の香味素材をブレンド。料理の下味、仕上げの味付けに！

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞にがり 塩・にがり＞シーズニング塩
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販売価格(税抜) 608円 販売価格(税抜) 552円

販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 280円

販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 11,000円 販売価格(税抜) 11,000円
JAN： JAN：

天日結晶そのままの味をどうぞ。カンホアの塩の原型にあたります 一番溶けやすく、最も使用範囲の広いタイプです。

商品ID：93481507 商品ID：93481508
型番：a0906 型番：a0907

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

カンホアの塩（結晶のまま）20ｋ

ｇ（業務用）

カンホアの塩（石臼挽き）20ｋ

ｇ（業務用）

商品ID：93481504 商品ID：93481505
型番：a0904 型番：a0905
JAN：4524983000063 JAN：4524983000018

カンホアの塩（石窯焼き塩）100

ｇ

カンホアの塩（石臼挽き）500ｇ

ベトナム宮廷料理で珍重された天日塩の焼き塩 一番溶けやすく、最も使用範囲の広いタイプです。

型番：a0902 型番：a0903
JAN：4524983000049 JAN：4524983000056

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

カンホアの塩（結晶のまま）150

ｇ

カンホアの塩（石臼挽き）150ｇ

天日結晶そのままの味をどうぞ。カンホアの塩の原型にあたります 一番溶けやすく、最も使用範囲の広いタイプです。

商品ID：93481501 商品ID：93481503

JAN： JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

ゲランドの塩田で９世紀から続く伝統的な製法で作られています。 ゲランドの塩田で９世紀から続く伝統的な製法で作られています。

商品ID：92962845 商品ID：92962847
型番：a0888 型番：a0889

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

ゲランドの塩細粒塩500ｇ ゲランドの塩粗塩1000ｇ
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販売価格(税抜) 1,100円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 5,780円

販売価格(税抜) 1,124円 販売価格(税抜) 4,952円

販売価格(税抜) 429円 販売価格(税抜) 819円

型番：a0016 型番：a0017
JAN： JAN：

天然塩 徳之島産「ましゅ」 70g 徳之島産 天然塩「ましゅ」 200g

海水を30時間掛けて薪でじっくり炊き上げたミネラル豊富な天然塩【初回購入 送料＋お

買上げの6%還元】

【初回購入 送料＋お買上げの6%還元】海水を30時間掛けて薪でじっくり炊き上げたミ

ネラル豊富な天然塩 徳之島産「ましゅ」

商品ID：37179298 商品ID：39580259

JAN： JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

完全天日塩-天草塩-5000円以上送料無料】 塩の結晶作りから乾燥仕上げまで、太陽の光のみで作った塩で、 粒が大きく釜炊きよりミ

ネラル分が豊富な美味しい天然塩ができました。

商品ID：49455857 商品ID：57046093
型番：a0079 型番：a0085

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

完全天日塩-熊本県天草産

150g【5000円以上送料無料】

完全天日塩完全天日塩-熊本県

天草産 1kg【送料無料】

商品ID：94428080 商品ID：101742416
型番：120 型番：3564
JAN：4952399410044 JAN：4931915001249

オーサワ天塩1kg 海の精あらしお（赤ラベル） 3kg

【送料無料】

天日塩ににがりを含ませた差塩製法 ただ塩辛いだけでなく、甘みや苦みなど塩本来の複雑な味があり、素材の旨みを引き出す

伝統海塩です。

型番：a0908 型番：117
JAN： JAN：4901291402107

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

カンホアの塩（石窯焼き塩）

1kg(業務用）

オーサワイノチの塩170g

ベトナム宮廷料理で珍重された天日塩の焼き塩 約30種類の野草や海藻から抽出したミネラルを天日塩に配合し、独自高温焼成

商品ID：93481509 商品ID：94428079

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩
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販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 680円

販売価格(税抜) 2,280円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 450円 販売価格(税抜) 396円

商品ID：94539926 商品ID：94539938
型番：2179 型番：2502
JAN：4512039000228 JAN：4932828025025

オーサワ浜御塩の海水にがり

170ml

オーサワの海水塩 石垣（やきし

お）120g

長崎県対馬産海水のにがり 「オーサワの海水塩 石垣」の焼塩タイプ

型番：a0081 型番：a0082
JAN： JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

藻塩-天草の古代塩150g

【5000円以上送料無料】

梅塩-天草の釜炊き天日塩150g

【5000円以上送料無料】

釜炊き塩-天草の熟成結晶炊き塩-【5000円以上送料無料】 梅塩-天草の釜炊き天日塩-【5000円以上送料無料】

商品ID：49460191 商品ID：49460468

JAN： JAN：

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

ミネラルたっぷりの徳之島産海水からつくったにがり 釜炊き塩-天草の熟成結晶炊き塩-【5000円以上送料無料】

商品ID：96180915 商品ID：49459694
型番：a0026z 型番：a0087

塩・にがり＞にがり 塩・にがり＞海水塩・湖塩

徳之島産にがり「ゆらしぃ島のしず

く」500ｍｌ

釜炊き塩-天草の熟成結晶炊き

塩150g【5000円以上送料無

料】

商品ID：57046330 商品ID：44839432
型番：a0018 型番：a0026
JAN： JAN：

徳之島産 天然塩「ましゅ」 お徳

用500g

徳之島産にがり「ゆらしぃ島のしず

く」100ｍｌ

海水を30時間掛けて薪でじっくり炊き上げたミネラル豊富な天然塩 徳之島産「ましゅ」 ミネラルたっぷりの徳之島産海水からつくったにがり

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞にがり
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販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 450円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 288円 販売価格(税抜) 288円
JAN：4931915001423 JAN：4931915001416

有機こしょう使用

程よい辛みと豊かな香り

4種の有機ドライハーブ使用

爽やかな香り

商品ID：96355922 商品ID：96355931
型番：6906 型番：6907

塩・にがり＞シーズニング塩 塩・にがり＞シーズニング塩

オーサワ海の精 有機ペッパーソル

ト55g

オーサワ海の精 有機ハーブソルト

55g

商品ID：94539952 商品ID：94539956
型番：2510 型番：2511
JAN：4512039000211 JAN：4512039000204

オーサワ浜御塩焼塩300g オーサワ浜御塩400g

長崎県対馬産海水100%　釜炊き・焼成製法 長崎県対馬産海水100%　釜炊き製法

型番：2505 型番：2508
JAN：4526380000035 JAN：4970603410772

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

オーサワキパワーソルト90g オーサワ五代庵 梅塩260g

天日塩を独自高温焼成 和歌山産南高梅の梅酢使用　ほんのり梅の香りと酸味

商品ID：94539946 商品ID：94539949

JAN：4526380000028 JAN：4526380000080

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

天日塩を独自高温焼成 天日塩を独自高温焼成

商品ID：94539941 商品ID：94539942
型番：2503 型番：2504

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

オーサワキパワーソルト250g オーサワキパワーソルト230g
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販売価格(税抜) 428円 販売価格(税抜) 428円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 387円

販売価格(税抜) 774円 販売価格(税抜) 387円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 3,240円

型番：6487 型番：6488
JAN：4900801000475 JAN：4900801000512

オーサワ超還元イヤシロソルト(弥

盛塩)20g

オーサワ超還元イヤシロソルト(弥

盛塩)詰替用90g

佐賀県加唐島産海水塩と福岡産孟宗竹炭を独自高温焼成　まろやかな味わいの竹塩 佐賀県加唐島産海水塩と福岡産孟宗竹炭を独自高温焼成　まろやかな味わいの竹塩

商品ID：96356166 商品ID：96356169

JAN：4931915001447 JAN：4931915001577

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

伊豆大島産海水100%　天日濃縮　釜炊き、伝統壺焼製法 伊豆大島産海水100％　天日濃縮　釜炊き製法　ドライタイプ

商品ID：96356161 商品ID：96356163
型番：6474 型番：6476

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

オーサワ海の精　やきしお240g オーサワ海の精　あらしおドライ

150g

商品ID：96356154 商品ID：96356157
型番：6472 型番：6473
JAN：4512039000402 JAN：4931915001430

オーサワ浜御塩えこそると（藻

塩）120g

オーサワ海の精　やきしお110g

長崎県対馬産海水、国内産海藻使用　間伐材を燃料とした釜炊き・焼成製法 伊豆大島産海水100%　天日濃縮　釜炊き、伝統壺焼製法

型番：6470 型番：6471
JAN：4512039000365 JAN：4512039000389

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩

オーサワ浜御塩えこそると330g オーサワ浜御塩えこそると（焼

塩）250g

長崎県対馬産海水100％

間伐材を燃料とした釜炊き製法

長崎県対馬産海水100％

間伐材を燃料とした釜炊き・焼成製法

商品ID：96356151 商品ID：96356153

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩
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販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 1,350円

商品ID：96356171 商品ID：96356176
型番：6489 型番：6490
JAN：4900801000420 JAN：4900801000406

オーサワポケットイヤシロソルト20g オーサワイヤシロソルト240g

超還元イヤシロソルトに佐賀県加唐島産海水塩をブレンド 超還元イヤシロソルトに佐賀県加唐島産海水塩をブレンド

かわしま屋　商品カタログ

塩・にがり＞海水塩・湖塩 塩・にがり＞海水塩・湖塩
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販売価格(税抜) 829円 販売価格(税抜) 310円

販売価格(税抜) 829円 販売価格(税抜) 310円

販売価格(税抜) 1,100円 販売価格(税抜) 2,000円

販売価格(税抜) 2,362円 販売価格(税抜) 1,522円
JAN： JAN：4963186012037

龍神梅と塩（沖縄産シママース）でつくった梅酢です。お徳用2000mlタイプ 京都丹後の山里で農薬を使用せず栽培した玄米を使用し、昔ながらの静置発酵法で

じっくり発酵させたこだわりの玄米黒酢です。

商品ID：62313722 商品ID：65082917
型番：a0200 型番：a0270

酢＞梅酢 酢＞黒酢

龍神梅 赤梅酢（お徳用）

2000ml

飯尾醸造  富士玄米黒酢

500ml

商品ID：57163685 商品ID：62313676
型番：a0129a 型番：a0201
JAN：4963186011122 JAN：

富士酢プレミアム360ml【5000

円以上送料無料】

龍神梅 白梅酢（お徳用）

2000ml

お米の滋味を最大限に引き出した純米酢 龍神梅と塩（沖縄産シママース）でつくった梅酢です。お徳用2000mlタイプ

型番：a0115a 型番：a0116
JAN：4571280167128 JAN：

酢＞米酢 酢＞梅酢

龍神梅 白梅酢 700ml【5000

円以上送料無料】

龍神梅 白梅酢 200ml【5000

円以上送料無料】

コクのある酸味がお料理の味を引き立てます。 酢の物やポン酢などに幅広くお使いいただ

けます。

コクのある酸味がお料理の味を引き立てます。 酢の物やポン酢などに幅広くお使いいただ

けます。

商品ID：56843345 商品ID：56843383

JAN：4571280167036 JAN：

酢＞梅酢 酢＞梅酢

龍神梅と紫蘇でつくった梅酢（赤）です。 龍神梅と紫蘇でつくった梅酢（赤）です。

商品ID：56195312 商品ID：56195346
型番：a0111 型番：a0112

かわしま屋　商品カタログ

酢＞梅酢 酢＞梅酢

龍神梅 赤梅酢 700ml【5000

円以上送料無料】

龍神梅 赤梅酢 200ml【5000

円以上送料無料】
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販売価格(税抜) 2,474円 販売価格(税抜) 1,498円

販売価格(税抜) 560円 販売価格(税抜) 357円

販売価格(税抜) 808円 販売価格(税抜) 9,500円

販売価格(税抜) 784円 販売価格(税抜) 784円

型番：3747 型番：3753
JAN：4539093001329 JAN：4539093001299

オーサワ 有機バルサミコ酢（白）

250ml

オーサワ 有機バルサミコ酢（赤）

250ml

本場モデナ産ぶどう使用。甘みがありフルーティ 本場モデナ産ぶどう使用。甘みがあり酸味まろやか

商品ID：93634037 商品ID：93634046

JAN：4931915001041 JAN：

酢＞果実酢・バルサミコ酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢

国内産有機原料使用。紫蘇の香りが魅力。酢の物、漬物などに 有機りんご果汁だけから造っています。

商品ID：86775003 商品ID：92601453
型番：a0567 型番：a0825

酢＞梅酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢

紅玉梅酢500ml （内堀）純リンゴ酢２０Ｌ　業

務用

商品ID：80205508 商品ID：86775001
型番：a0429 型番：a0566
JAN：4562293020296 JAN：4931915000105

竹内農園特製有機梅酢500ml 紅玉梅酢200ml

有機南高梅100%の梅酢。酢の物・朝漬けなどがまろやかに 国内産有機原料使用。紫蘇の香りが魅力。酢の物、漬物などに

型番：a0271 型番：a0371
JAN：4963186012044 JAN：8005140001506

酢＞梅酢 酢＞梅酢

飯尾醸造  富士玄米黒酢

900ml

バルサミコ酢250ml

京都丹後の山里で農薬を使用せず栽培した玄米を使用し、昔ながらの静置発酵法で

じっくり発酵させたこだわりの玄米黒酢です。

有機ぶどうの搾り汁を煮詰め熟成させた伝統的なぶどう酢

商品ID：65082921 商品ID：76515910

かわしま屋　商品カタログ

酢＞黒酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢
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販売価格(税抜) 2,240円 販売価格(税抜) 464円

販売価格(税抜) 432円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 1,710円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 446円 販売価格(税抜) 446円

商品ID：94925378 商品ID：94925380
型番：a1115 型番：a1116
JAN：4539093001305 JAN：8005140001803

ミトクメンガツォーリ有機赤ワインビ

ネガー250ｍｌ

ミトクメンガツォーリ有機アップルビネ

ガー250ｍｌ

赤ぶどうの渋味と酸味が絶妙!隠し味にも りんごの甘い香りとさわやかな酸味

型番：140 型番：150
JAN：4952078001105 JAN：4994089090891

酢＞果実酢・バルサミコ酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢

オーサワ薩摩かめ酢700ml オーサワゆずの粋100ml

九州産特別栽培玄米100％使用　まろやかな酸味で旨みがある 高知産農薬・化学肥料不使用ゆず100％使用

ストレート果汁

商品ID：94428085 商品ID：94428087

JAN：4527249100156 JAN：4932828001401

酢＞黒酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢

イタリア産有機レモン100％

ストレート果汁

キリッとした酸味と風味

酸味は強めですっきりしている

商品ID：94428082 商品ID：94428084
型番：133 型番：139

酢＞果実酢・バルサミコ酢 酢＞米酢

オーサワヒカリ オーガニックレモン果

汁180ml

オーサワ有機玄米酢300ml

商品ID：93634081 商品ID：94056633
型番：148 型番：a0991
JAN：4960994101083 JAN：4539093001312

オーサワショウブン 有機玄米くろ酢

720ｍｌ

メンガツォーリ白ワインビネガー250

ｍｌ

1～2年熟成まろやかな香りと酸味 きりっとした酸味と、さわやかな香り

かわしま屋　商品カタログ

酢＞黒酢 酢＞果実酢・バルサミコ酢
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販売価格(税抜) 459円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 324円

販売価格(税抜) 720円

商品ID：96359400
型番：6033
JAN：4560199710105

オーサワ心の酢 ゆず香360ml

純粋米酢「心の酢」に高知産有機ゆず果汁をブレンド　爽やかな香りと深い味わい ドレッ

シングや合わせ酢など様々な料理に

型番：6925 型番：6032
JAN：4560331520524 JAN：4932828060323

酢＞果実酢・バルサミコ酢

オーサワ有機レモン果汁(スペイン

産)200ml

オーサワの有機赤梅酢160ml

スペイン産有機レモン100％　ストレート果汁　濃厚なレモンの味わい 奈良産有機梅・紫蘇使用　しっかりとした梅の風味と豊かな紫蘇の香り　酢の物や漬物な

どに

商品ID：96355961 商品ID：96359398

JAN：4901735020430 JAN：4920321817216

酢＞果実酢・バルサミコ酢 酢＞梅酢

伝統的な静置発酵製法で丹念に発酵・熟成させた純米酢、国内産の粗糖、海塩、昆

布だしだけで仕上げた、まろやかで香り華やかなすし酢。

酸味が少ないまろやか風味

商品ID：97879741 商品ID：94540239
型番：110409 型番：2168

かわしま屋　商品カタログ

酢＞米酢 酢＞黒酢

創健社 越前小京都のすし酢

360ML

オーサワ黒麹醪酢（無糖）

720ml
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販売価格(税抜) 3,000円 販売価格(税抜) 14,400円

販売価格(税抜) 3,240円 販売価格(税抜) 15,552円

販売価格(税抜) 1,300円 販売価格(税抜) 1,076円

販売価格(税抜) 1,046円 販売価格(税抜) 876円

型番：a0103 型番：a0114
JAN： JAN：4971346000725

三年熟成みりん「みねたから」小笠

原味醂-本格味醂【5000円以上

送料無料】

こんにちは料理酒-大木代吉本店

濃厚旨口純米-720ml【5000円

以上送料無料】

3年間じっくり寝させた年月が旨味となった 本物の逸品です。 お料理の味わいの深み、コ

クが増します。

料理の腕が格段に上がる究極の料理酒

商品ID：56107844 商品ID：56409596

JAN： JAN：

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞料理酒

日本酒の甘み・旨みと柚子の爽快さを堪能できる一本です。 佐賀産もち米と自家製麹を原料に 四年の熟成期間を経て出来上がった 小笠原味醂

醸造の最高傑作

商品ID：58479034 商品ID：56011139
型番：a0139a 型番：a0104

みりん・酒＞ みりん・酒＞みりん

柚子酒-大木代吉本店特製

【5000円以上送料無料】

一子相傳（いっしそうでん）小笠

原味醂特製四年熟成本みりん

【5000円以上送料無料】

商品ID：58365908 商品ID：100002405
型番：a0104 型番：a0104z
JAN： JAN：

一子相傳（いっしそうでん）小笠

原味醂特製四年熟成本みりん

1800ml【5000円以上送料無

料】

【20%OFF】一子相傳（いっしそ

うでん）小笠原味醂特製四年熟

成本みりん1800ml　6本セット

【送料無料】

佐賀産もち米と自家製麹を原料に 四年の熟成期間を経て出来上がった 小笠原味醂

醸造の最高傑作

佐賀産もち米と自家製麹を原料に 四年の熟成期間を経て出来上がった 小笠原味醂

醸造の最高傑作

型番：a0103b 型番：a0103bz
JAN： JAN：

みりん・酒＞ みりん・酒＞

三年熟成みりん「みねたから」小笠

原味醂-本格味醂1800ml

【5000円以上送料無料】

【20%OFF】三年熟成みりん「み

ねたから」小笠原味醂-本格味醂

1800mlx6本セット【送料無料】

3年間じっくり寝させた年月が旨味となった 本物の逸品です。 お料理の味わいの深み、コ

クが増します。

3年間じっくり寝させた年月が旨味となった 本物の逸品です。 お料理の味わいの深み、コ

クが増します。

商品ID：58365419 商品ID：100002708

かわしま屋　商品カタログ

みりん・酒＞ みりん・酒＞
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販売価格(税抜) 733円 販売価格(税抜) 1,238円

販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 903円

販売価格(税抜) 979円 販売価格(税抜) 2,200円

販売価格(税抜) 2,200円 販売価格(税抜) 700円

商品ID：73109541 商品ID：76515914
型番：a0327 型番：a0380
JAN： JAN：

龍神梅酒（てんさい糖）720ml 煎り酒濃厚タイプ（海の精）

200ml

無農薬・無化学肥料で栽培した｢龍神梅｣の青梅を使用し、有機ＪＡＳ認証を取得し

たお米で作った焼酎と、北海道産てんさい原料のグラニュー糖で漬込み丹念に熟成させま

した。

江戸時代の食卓に欠かせなかった調味料“煎り酒”

型番：a0232 型番：a0479z
JAN：4938209701700 JAN：

みりん・酒＞梅酒・果実酒 みりん・酒＞料理酒

三州三河みりん 700ml-角谷文

次郎

龍神梅酒（黒糖）720ml

「三州三河みりん700ml」は、もち米のおいしさを、醸造という日本の伝統的な技のみで

引き出した本格みりんです。飲めるほどにおいしく、上品でキレの良い甘さと、照り・ツヤの

良さが特長です。素材の持ち味を引き立てるお米の旨み・コクがたっぷりです。

無農薬・無化学肥料で栽培した｢龍神梅｣の青梅を使用し、有機ＪＡＳ認証を

取得したお米で作った焼酎と喜界島産黒糖を、じっくり丹念に漬込みました。

商品ID：63775598 商品ID：73109539

JAN：4938209700093 JAN：

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞梅酒・果実酒

自然の生態系の中で栽培された国内産の有機米を原料に、「米一升・みりん一升」とい

う２００余年本場三河の伝統的な醸造法で造りました。

料理にはもちろん、アルコールに弱い方にもおすすめ。穏やかでやわらかみとふくよかさのある

日本酒です。

商品ID：63719768 商品ID：63719770
型番：a0226 型番：a0227

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞料理酒

有機 三州味醂 500ml-角谷文

治郎商店-

料理用自然酒-澤田酒造-720

ｍｌ

商品ID：60137650 商品ID：62200279
型番：a0176 型番：a0180
JAN：4935956020207 JAN：

福来純三年熟成本みりん500ml 蔵の素 720ml

岐阜県の白扇酒造の三年熟成 本みりん「福来純」、この味を知ったらもう手放せられな

い“魔法”のみりんです。

『料理が抜群に美味しくなると』多くのファンをもつ最上級の料理酒です。

かわしま屋　商品カタログ

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞料理酒
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販売価格(税抜) 2,380円 販売価格(税抜) 3,280円

販売価格(税抜) 698円 販売価格(税抜) 14,182円

販売価格(税抜) 2,879円 販売価格(税抜) 3,996円

販売価格(税抜) 522円 販売価格(税抜) 771円
JAN：4970828203012 JAN：

有機もち米・米こうじ使用

みりんの風味を極めた味わい　料理に香り、照り、甘みを出す

酒造りの精米行程で出る米粉を使い焼酎を造りました。原料米は無農薬有機栽培「ひだ

ほまれ」。カビ止めや柿の渋抜きに威力を発揮！。飲んでも美味しい本格米焼酎です

商品ID：94539727 商品ID：67975450
型番：2518 型番：a0290

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞料理酒

オーサワ酒醂（有機醸造調味

料）300ml

天領酒造　料理用焼酎300ml

商品ID：102852909 商品ID：102852911
型番：a1351 型番：a1352
JAN：4946697382400 JAN：4938734135179

麦焼酎　謹醸　壱岐35度（パッ

ク）　1800ml

玄米焼酎　常圧 豊永蔵35度

1800ml

米麹1/3、大麦2/3という壱岐焼酎独特の仕込みをし、熟成させた原酒をブレンド。米麹

の甘みと大麦の香りの良い麦焼酎です。

常圧蒸留により、米焼酎独特の甘みと香りを引き立てた温かみのある味わいが特徴の焼

酎です。

型番：3755 型番：a0826
JAN：4544866000348 JAN：

みりん・酒＞焼酎・ホワイトリカー みりん・酒＞焼酎・ホワイトリカー

オーサワ発酵酒みりん720ｍｌ （味の一）味の母１８Ｌ　業務

用

国内産米使用。伝統の四段仕込み醸造調味料 お酒の風味とみりんのうまみが一緒になった調味料

商品ID：91448332 商品ID：92601454

JAN：4943360101931 JAN：4905991258026

みりん・酒＞みりん みりん・酒＞みりん

果実酒や化粧水づくりに最適。米だけで作ったアミノ酸豊富な焼酎 果実酒や化粧水づくりに最適。玄米と米麹のアミノ酸豊富な焼酎

商品ID：89432943 商品ID：89432944
型番：a0629 型番：a0630

かわしま屋　商品カタログ

みりん・酒＞焼酎・ホワイトリカー みりん・酒＞焼酎・ホワイトリカー

米だけリカー35度（果実酒用本

格焼酎）1800ml-酔仙酒造-

特製玄米焼酎35度1800ml-小

正醸造-
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販売価格(税抜) 680円 販売価格(税抜) 1,048円

販売価格(税抜) 1,580円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 9,800円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,840円 販売価格(税抜) 1,000円

型番：42 型番：a0944
JAN：4932828000428 JAN：4979569242427

オーサワ本造りしょうゆ 1.8L(旧

手づくりしょうゆ)

ヤマヒサ頑固なこだわり醤油こい口

720ml

国内産特別栽培大豆・小麦使用コクがあり深みのある味わい 杉の木の大樽で昔ならの醸造方法で作ったの最高状態のモロミを使用した天然醸造醤

油です。

商品ID：91451983 商品ID：93634086

JAN： JAN：

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

国内産大豆・小麦使用　上品でまろやかな味。業務用 国内産特別栽培大豆・小麦使用コクがあり深みのある味わい

商品ID：90343891 商品ID：91447896
型番：a0497z 型番：43

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

オーサワ茜醤油業務用18L（一

斗缶入り）【送料無料】

オーサワ本造りしょうゆ 1L(旧 手

づくりしょうゆ)

商品ID：85640004 商品ID：86547338
型番：a0520 型番：40
JAN：4571367290220 JAN：4932828000404

手づくり醤油の素（大）720g オーサワ本造り生しょうゆ1L

半年から2年ぐらい熟成させるだけで美味しいお醤油が 国内産特別栽培大豆・小麦使用。香り高く旨み広がる

型番：53 型番：54
JAN：4932828000534 JAN：

しょうゆ＞その他 しょうゆ＞生しょうゆ

オーサワ茜醤油1L（ペットボト

ル）

オーサワ茜醤油1.8L（ペットボト

ル）

国内産大豆・小麦使用　上品でまろやかな味 国内産大豆・小麦使用　上品でまろやかな味。お徳用

商品ID：85274389 商品ID：85274391

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油
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販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 1,998円

販売価格(税抜) 1,998円 販売価格(税抜) 743円

販売価格(税抜) 412円 販売価格(税抜) 1,158円

商品ID：94428073 商品ID：94428074
型番：46 型番：48
JAN：4932828000480 JAN：4932828000497

オーサワ茜醤油500ml（瓶） オーサワ茜醤油1.8L（瓶）

国内産大豆・小麦使用上品でまろやかな味 国内産大豆・小麦使用　上品でまろやかな味

型番：a0944x2 型番：39
JAN： JAN：4932828000466

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

ヤマヒサ頑固なこだわり醤油こい口

720ml x 2本セット【送料無料】

オーサワ海の精国産・うすくち醤油

500ml

杉の木の大樽で昔ならの醸造方法で作ったの最高状態のモロミを使用した天然醸造醤

油です。

国内産大豆・小麦使用

煮物や汁物を美しく仕上げる

商品ID：93663528 商品ID：94428072

JAN：4979569242328 JAN：

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞薄口醤油

有機JAS認定　有機栽培　国内産丸大豆、国内産小麦と自然塩（天日製塩）を主

原料に２夏かけて仕込み造り上げました。

国内産の農薬不使用栽培丸大豆・丸小麦を主原料に杉樽で熟成させ仕込んだ天然醸

造醤油です。

商品ID：93634097 商品ID：93663480
型番：a0947 型番：a0945x2

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞薄口醤油

ヤマヒサ有機しょう油　500ml ヤマヒサ頑固なこだわり醤油うす口

720ml x 2本セット【送料無料】

商品ID：93634091 商品ID：93634094
型番：a0945 型番：a0946
JAN：4979569242441 JAN：4979569244018

ヤマヒサ頑固なこだわり醤油うす口

720ml

ヤマヒサ豆しょう　500ml

国内産の農薬不使用栽培丸大豆・丸小麦を主原料に杉樽で熟成させ仕込んだ天然

醸造醤油です。

温暖な気候に恵まれた瀬戸内海・小豆島で昔ながらの製法で作られた純正醤油

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞薄口醤油 しょうゆ＞その他
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販売価格(税抜) 618円 販売価格(税抜) 148円

販売価格(税抜) 1,555円 販売価格(税抜) 765円

販売価格(税抜) 1,652円 販売価格(税抜) 1,652円

販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 400円
JAN： JAN：4512864100223

刺身をおいしくする溜は原料を厳選し三年熟成させたこだわりの逸品です。 原料にこだわり三年熟成させたコクのある食品添加物、保存料を一切使用していない無

添加の溜です。

商品ID：50874910 商品ID：50875183
型番：a0472n 型番：a0159

しょうゆ＞たまり醤油 しょうゆ＞たまり醤油

傳右衛門 さしみたまり（蔵元傳

右衛門さしみ用醤油）150ml

【5000円以上送料無料】

傳右衛門 がんこたまり（蔵元傳

右衛門たまり醤油）200ml

【5000円以上送料無料】

商品ID：50603108 商品ID：53811019
型番：a0080 型番：a0080c
JAN：4512864100117 JAN：

傳右衛門たまり三年熟成 生引溜

醤油- 720ml【5000円以上送

料無料】

傳右衛門たまり三年熟成 生引溜

醤油- 720ml【初回限定送料無

料】

国産大豆と天日塩を使い杉桶に仕込み、三年寝かせ熟成させた濃厚な旨みの無添加

の溜です。

国産大豆と天日塩を使い杉桶に仕込み、三年寝かせ熟成させた濃厚な旨みの無添加

の溜です。

型番：60 型番：a1224
JAN：4932828000800 JAN：4965690100125

しょうゆ＞たまり醤油 しょうゆ＞たまり醤油

オーサワの二百年蔵醤油720ml 井上古式じょうゆ720ml-井上醤

油店

国内産特別栽培大豆・小麦使用

芳醇な香りと強いコク

蔵つき酵母がうみだす　奥出雲井上のしょうゆ

商品ID：94428077 商品ID：98984824

JAN：4932828019482 JAN：4932828000602

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

国内産大豆・小麦使用　上品でまろやかな味 国内産大豆・小麦使用上品でまろやかな味

商品ID：94428075 商品ID：94428076
型番：49 型番：52

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

オーサワ茜醤油720ml（瓶） オーサワ茜醤油（ペットボトル）

100ml
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販売価格(税抜) 1,505円 販売価格(税抜) 1,998円

販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 1,429円 販売価格(税抜) 580円

販売価格(税抜) 998円 販売価格(税抜) 1,998円

型番：a0223 型番：a0223x2
JAN：4979569242427 JAN：

ヤマヒサ 杉樽仕込頑固なこだわり

醤油本生（720ml）

ヤマヒサ 杉樽仕込頑固なこだわり

醤油本生720mlx2本セット【送

料無料】

農薬不使用栽培国内産丸大豆・農薬不使用栽培 国内産小麦・天日製塩を主原料

にしています。 杉の木の大樽で昔ながらの醸造方法で作った 二夏物の最高状態のモロミ

を使用した 天然醸造醤油です。

農薬不使用栽培国内産丸大豆・農薬不使用栽培 国内産小麦・天日製塩を主原料に

しています。 杉の木の大樽で昔ながらの醸造方法で作った 二夏物の最高状態のモロミを

使用した 天然醸造醤油です。

商品ID：63719762 商品ID：93663677

JAN： JAN：4978326016752

しょうゆ＞生しょうゆ しょうゆ＞生しょうゆ

老舗料亭や高級寿司店で愛用されている醤油の横綱 特に厳選した有機大豆、有機小麦、天日塩を使用し、古式醸造で造られた、有機ＪＡ

Ｓ認定の醤油です。使いやすい紙パック入り。

商品ID：43813994 商品ID：62313665
型番：a0477 型番：a0192

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

割烹 山紫水明(煮物用醤油)

720ml

有機純正醤油（マルシマ）紙パッ

クタイプ550ｍｌ

商品ID：37176129 商品ID：53810793
型番：a0476 型番：a0001c
JAN：4947619000839 JAN：

割烹 大吟醸(三年熟成醤油)

720ml

割烹 大吟醸(三年熟成醤油)

720ml【初回限定送料無料】

老舗料亭や高級寿司店で愛用されている醤油の横綱 老舗料亭や高級寿司店で愛用されている醤油の横綱

型番：a0161 型番：
JAN： JAN：

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

傳右衛門 がんこたまり（蔵元傳

右衛門たまり醤油）720ml

【5000円以上送料無料】

割烹 本たまり(たまり醤油)

720ml

原料にこだわり三年熟成させたコクのある食品添加物、保存料を一切使用していない無

添加の溜です。

老舗料亭や高級寿司店で愛用されている醤油の横綱

商品ID：62267143 商品ID：42542213

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞たまり醤油 しょうゆ＞たまり醤油
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販売価格(税抜) 908円 販売価格(税抜) 950円

販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 298円

販売価格(税抜) 298円 販売価格(税抜) 846円

販売価格(税抜) 990円 販売価格(税抜) 522円

商品ID：96359031 商品ID：96359034
型番：6091 型番：6093
JAN：4932828060910 JAN：4932828060934

オーサワ有機茜醤油1L オーサワ杉桶仕込み有機醤油

550ml

岩手産有機大豆・小麦使用

上品でまろやかな味

有機大豆・小麦使用　味わい深く、芳醇な香り

型番：a0381 型番：6090
JAN：4971066300020 JAN：4932828060903

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

おたまはん関西風（卵かけご飯醤

油）150ml

オーサワ有機茜醤油720ml

木桶で作った醤油とかつお節、みりんなどで卵によく合う味に 岩手産有機大豆・小麦使用

上品でまろやかな味

商品ID：76515915 商品ID：96359029

JAN： JAN：4971066511501

しょうゆ＞薄口醤油 しょうゆ＞濃口醤油

醤油の素を容器に入れて、定期的に降るだけで、半年程度で美味しい自家製お醤油が

できあがります。

味醂を抑え、甘さ控えめの卵かけご飯専用醤油です

商品ID：75779198 商品ID：76515912
型番：d0007 型番：a0377

しょうゆ＞その他 しょうゆ＞濃口醤油

有機手作り醤油キット（出来上が

り 550cc程度）

おたまはん関東風（卵かけご飯醤

油）150ml

商品ID：75667097 商品ID：68110685
型番：a0333 型番：a0294
JAN：4978326016745 JAN：4571367290237

有機純正醤油（マルシマ）ペット

ボトル1000ml

有機手づくり醤油の素 小 230g

特に厳選した有機大豆、有機小麦、天日塩を使用し、古式醸造で造られた、有機ＪＡ

Ｓ認定の醤油です。使いやすい紙パック入り。

国産有機大豆・小麦、国産天日塩「海の晶」、蔵付き麹菌を使用した醤油の素です。水

を入れ、夏を越して半年から2年ぐらい熟成させるだけです。

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞濃口醤油 しょうゆ＞その他
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販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 594円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 306円

型番：6097 型番：6098
JAN：4932828060972 JAN：4932828060989

オーサワ蔵づくり再仕込み醤油

100ml

オーサワ有機茜醤油(ビン)100ml

国内産大豆・小麦使用　とろりとして濃厚な旨み 岩手産有機大豆・小麦使用　上品でまろやかな味

商品ID：96359040 商品ID：96359042

JAN：4932828060958 JAN：4964366800192

しょうゆ＞再仕込み醤油 しょうゆ＞濃口醤油

国内産大豆・小麦使用　とろりとして濃厚な旨み 国内産大豆・小麦使用　減塩でも旨みそのまま、豊かな香り

商品ID：96359036 商品ID：96359039
型番：6095 型番：6096

かわしま屋　商品カタログ

しょうゆ＞再仕込み醤油 しょうゆ＞濃口醤油

オーサワ蔵づくり再仕込み醤油

1000ml

オーサワ寺岡家の国産減塩 丸大

豆醤油480ml
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販売価格(税抜) 750円 販売価格(税抜) 857円

販売価格(税抜) 833円 販売価格(税抜) 420円

販売価格(税抜) 420円 販売価格(税抜) 430円

販売価格(税抜) 1,050円 販売価格(税抜) 4,431円

型番：6050 型番：6051
JAN：4932828060507 JAN：4932828060514

オーサワ有機立科米みそ750ｇ オーサワ有機立科米みそ-お徳用

箱入り3.6kg【送料無料】

国内産有機米・大豆使用。風味よく甘みがあり、クセがない 国内産有機米・大豆使用。風味よく甘みがあり、クセがない

商品ID：88636194 商品ID：88636212

JAN：4932828060675 JAN：4932828060699

味噌＞米味噌 味噌＞米味噌

国内産米・大豆使用。3年熟成。もろみのような味わい 国内産玄米・大豆使用。3年熟成された旨みと甘み

商品ID：88098844 商品ID：88098845
型番：6067 型番：6069

味噌＞米味噌 味噌＞玄米味噌

オーサワ国内産立科三年みそ

(米)300g

オーサワ国内産立科三年みそ(玄

米)300g

商品ID：86547350 商品ID：88098803
型番：6056 型番：6068
JAN：4932828060569 JAN：4932828060682

オーサワ有機立科豆みそ750g オーサワ国内産立科三年みそ

(麦)300g

国内産有機大豆使用。2夏以上熟成させた濃厚な旨味 国内産大麦・大豆使用。3年熟成された深い風味と甘み

型番：6052 型番：6059
JAN：4932828060521 JAN：4932828060590

味噌＞豆味噌 味噌＞麦味噌

オーサワ有機立科麦みそ750g オーサワ有機立科玄米みそ750g

国内産有機大麦・大豆使用。麦の風味・甘みがいきている 国内産有機玄米･大豆使用。粒が残って味わい深い

商品ID：85274344 商品ID：85274346

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞麦味噌 味噌＞玄米味噌
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販売価格(税抜) 4,431円 販売価格(税抜) 4,900円

販売価格(税抜) 2,730円 販売価格(税抜) 3,731円

販売価格(税抜) 312円 販売価格(税抜) 344円

販売価格(税抜) 480円 販売価格(税抜) 660円

商品ID：92962820 商品ID：92962849
型番：21 型番：a0891
JAN： JAN：

オーサワ国内産立科あわせみそ

470ｇ

じゅうねんえごまみそ200ｇ

国内産米・麦・大豆使用 えごまの入ったじゅうねんみそです

型番：a0858 型番：a0859
JAN：4931915000211 JAN：4931915000204

味噌＞あわせ味噌 味噌＞その他の味噌

（海の精）甘みそ（白みそ）

250ｇ

（海の精）ひしお250ｇ

大豆の２倍の米麹を使った、甘口の味噌です。 大豆を粒のまま発酵させたなめ味噌。味噌や醤油のルーツです

商品ID：92647534 商品ID：92647538

JAN： JAN：

味噌＞その他の味噌 味噌＞その他の味噌

国内産大麦・大豆使用　麦の風味・甘みがいきている 国内産有機大豆使用　2夏以上熟成させた濃厚な旨みのある味噌

商品ID：92600693 商品ID：92600694
型番：6055 型番：6057

味噌＞麦味噌 味噌＞豆味噌

オーサワ国内産立科麦みそ（箱

入り）3.6kg（業務用）

オーサワ有機立科豆みそ（箱入

り）3.6kg（業務用）

商品ID：88636213 商品ID：88636214
型番：6053 型番：6060
JAN：4932828060538 JAN：4932828060606

オーサワ有機立科麦みそ-お徳用

箱入り3.6kg【送料無料】

オーサワ有機立科玄米みそ-お徳

用箱入り3.6k【送料無料】

国内産有機大麦・大豆使用　麦の風味・甘みが生きている 国内産有機玄米･大豆使用。風味よく、旨みと甘みがある。

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞麦味噌 味噌＞玄米味噌
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販売価格(税抜) 1,112円 販売価格(税抜) 336円

販売価格(税抜) 1,152円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 504円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 1,380円 販売価格(税抜) 2,080円
JAN： JAN：

昔ながらの手作り味噌で、どこか懐かしさを感じさせてくれる「おふくろの味」を目指しました 昔ながらの手作り味噌で、どこか懐かしさを感じさせてくれる「おふくろの味」を目指しました

商品ID：95522630 商品ID：95522631
型番：a1146z 型番：a1147

味噌＞米味噌 味噌＞米味噌

昔造り味噌 八年もの　（味噌の

星六　新潟県）500ｇ

昔造り味噌 八年もの　（味噌の

星六　新潟県）800ｇ

商品ID：94428070 商品ID：94428071
型番：25 型番：26
JAN：4979552599170 JAN：4931915000914

オーサワ三河産大豆使用 八丁味

噌300g

オーサワ信州白みそ（十二割糀

木桶仕込み）750g

三河産大豆使用

凝縮されたコクと旨み

国内産大豆・米使用

信州系白味噌　甘い香りとやわらかな味わい

型番：10 型番：13
JAN：4902416003711 JAN：4902416003506

味噌＞その他の味噌 味噌＞その他の味噌

オーサワ食養あわせみそ1kg オーサワ有機　八丁味噌300g

国内産大麦・大豆使用

麦と豆の旨みが味わえる

有機大豆使用

凝縮されたコクと旨み

商品ID：94428068 商品ID：94428069

JAN：4932828000244 JAN：4932828060668

味噌＞あわせ味噌 味噌＞その他の味噌

国内産原料100％使用　濃厚な旨みがある 国内産有機大豆使用2夏以上熟成させた濃厚な旨みのある味噌

商品ID：93481514 商品ID：93634077
型番：24 型番：6066

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞豆味噌 味噌＞豆味噌

海の精食養豆みそ1ｋｇ オーサワ有機立科豆みそ(袋)300

ｇ
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販売価格(税抜) 836円 販売価格(税抜) 1,672円

販売価格(税抜) 4,980円 販売価格(税抜) 4,980円

販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 1,238円

販売価格(税抜) 1,505円 販売価格(税抜) 1,180円

型番：a0473 型番：a0268
JAN：4970246700308 JAN：4931915000136

味噌星六 こだわり味噌三年もの

500g【5000円以上送料無料】

海の精  麦味噌1kg

美味しんぼにも掲載された、こだわりを極めた味噌 国内の契約農家で栽培した大豆と伝統海塩を使用し、天然醸造法にて、１～２年じっ

くり発酵・熟成しました。加熱処理をしない生仕上げの麦みそです。

商品ID：36378646 商品ID：64864887

JAN： JAN：

味噌＞米味噌 味噌＞麦味噌

美味しさを求めてたっぷり３年の月日をかけました。 無添加・手づくりの安心のつぶ味噌 美味しさを求めてたっぷり３年の月日をかけました。 無添加・手づくりの安心のつぶ味噌

商品ID：41920936 商品ID：52622469
型番：a0138a 型番：a0002c

味噌＞米味噌 味噌＞米味噌

ふる里の三年みそ（無添加３年

本造りつぶ味噌）600g【5000

円以上送料無料】

ふる里の三年みそ（無添加３年

本造りつぶ味噌）1.3kg【5000

円以上送料無料】

商品ID：54611994 商品ID：69513511
型番：d0003 型番：d0004
JAN： JAN：

有機手作り味噌セット-5kg分【送

料無料】

有機手作り 玄米味噌セット-5kg

分【送料無料】

自宅で有機味噌が手づくりできる、北海道産有機大豆・有機米麹・天日塩のセットで

す。

自宅で有機玄米味噌が手づくりできる、北海道産有機大豆・有機米麹・天日塩のセット

です。

型番：a0086a 型番：a0086c
JAN：4512864200145 JAN：

味噌＞手作り味噌キット 味噌＞手作り味噌キット

三年味噌 傳右衛門味噌無添加

450g -愛知県、奈良県、福岡

県産大豆使用-

三年味噌 -傳右衛門無添加味

噌450g x2個セット【送料無料】-

愛知県、奈良県、福岡県産大豆

使用-

 三年味噌 -傳右衛門無添加味噌450g三年長期熟成、無添加の酵素酵母が生きて

いる生の味噌です

武豊の天然水、天日塩を使い三年寝かせて熟成させた味噌。旨味とコクがたっぷり詰まっ

た蔵出しそのままの味が魅力です。無添加の酵素酵母が生きている生の味噌です

商品ID：50620931 商品ID：53896225

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞豆味噌 味噌＞豆味噌
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販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 1,250円

販売価格(税抜) 1,200円 販売価格(税抜) 1,290円

販売価格(税抜) 760円 販売価格(税抜) 648円

販売価格(税抜) 698円 販売価格(税抜) 522円

商品ID：96359416 商品ID：96359419
型番：6058 型番：6063
JAN：4932828060583 JAN：4932828060637

オーサワ国内産立科あわせみそ

750g

オーサワ有機立科玄米みそ(カッ

プ)300g

国内産米・麦・大豆使用　米味噌と麦味噌をブレンド　甘みがあり味わい深い 国内産有機玄米･大豆使用

風味よく、旨みと甘みがある

粒が残って味わい深い

型番：a0191 型番：6054
JAN：4970216111714 JAN：4932828060545

味噌＞あわせ味噌 味噌＞玄米味噌

有機八丁味噌（まるや） 400ｇ オーサワ国内産立科麦みそ750g

有機栽培の丸大豆のみを大豆麹とし足掛け３年の熟成期間を経た豆味噌です。酵母・

乳酸菌・酵素などは生きたままの生詰めです。

国内産大麦・大豆使用

麦の風味・甘みがいきている

商品ID：62313663 商品ID：96359414

JAN： JAN：4931915000143

味噌＞その他の味噌 味噌＞麦味噌

３年間の長期熟成。麦麹をたっぷり使った大麦独自の香りが楽しめる味噌です。米味噌

より糖分が少なく、たんぱく質が多く含まれるので、味にしまりがあるのが特徴です。

国内の契約農家で栽培した大豆と伝統海塩を使用し、天然醸造法にて、２～３年じっ

くり発酵・熟成しました。加熱処理をしない生仕上げの豆みそです。

商品ID：56875639 商品ID：65273343
型番：a0118 型番：a0286

味噌＞麦味噌 味噌＞豆味噌

三年味噌-麦味噌 星六特製-

800ｇ

海の精  豆味噌 1kg

商品ID：56875665 商品ID：64864890
型番：a0117 型番：a0269
JAN： JAN：4931915000051

三年味噌-麦味噌 星六特製-

500g

海の精 玄米味噌 1kg

３年間の長期熟成。麦麹をたっぷり使った大麦独自の香りが楽しめる味噌です。米味噌

より糖分が少なく、たんぱく質が多く含まれるので、味にしまりがあるのが特徴です。

国内の契約農家で栽培した大豆と伝統海塩を使用し、天然醸造法にて、１～２年じっ

くり発酵・熟成しました。加熱処理をしない生仕上げの米みそです。

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞麦味噌 味噌＞玄米味噌
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販売価格(税抜) 495円 販売価格(税抜) 477円
JAN：4932828060644 JAN：4932828060651

国内産有機米・大豆使用

風味よく甘みがあり、クセがない

国内産有機大麦・大豆使用

麦の風味・甘みがいきている

商品ID：96359420 商品ID：96359422
型番：6064 型番：6065

かわしま屋　商品カタログ

味噌＞玄米味噌 味噌＞麦味噌

オーサワ有機立科米みそ(カッ

プ)300g

オーサワ有機立科麦みそ(カッ

プ)300g
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販売価格(税抜) 268円 販売価格(税抜) 1,298円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 284円

販売価格(税抜) 929円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 7,080円 販売価格(税抜) 310円

型番：a0679 型番：2379
JAN：4977605100342 JAN：4932828023793

白木鰹節削り箱-栃木県産高級

樫使用-

オーサワ昆布濃縮だし50ｇ(5ｇ

×10包)

昔ながらの鰹節削り器。本格的なだし汁作りに 日高昆布100％使用旨みのある和風だしの素

商品ID：89932391 商品ID：90687887

JAN：4932828023540 JAN：4932828060217

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

国内産野菜の旨み凝縮。植物性素材の洋風だしの素（お徳用） 植物性素材でつくった中華だしの素。お徳用5gx30包

商品ID：85274578 商品ID：86775005
型番：2354 型番：6021

だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし

オーサワの野菜ブイヨン30袋入り オーサワの中華だし(徳用30袋入

り）

商品ID：85274341 商品ID：85274399
型番：2342 型番：3379
JAN：4932828023427 JAN：4932828033792

オーサワの野菜ブイヨン8袋入り オーサワの中華だし8袋入

国内産野菜の旨み凝縮。植物性素材の洋風だしの素 植物性素材でつくった中華だしの素。奥深い味わい

型番：a0207 型番：a0304
JAN：4978326300172 JAN：4978326300202

だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし

かつおだしの素10gx10袋入【マル

シマ醤油】

かつおだしの素（マルシマ）＜10

ｇ×50袋＞

好評の「だしの素」をコンパクトにした商品です。良質なかつお節と昆布の風味原料を贅沢

に使った風味豊かなだしの素

良質の風味原料（枕崎産かつお節・北海道産真昆布）を多く使用し、調味料・粉末

醤油をほどよくブレンドしたかつお風味のだしの素です。和風料理をはじめ、洋風・中華料

理と幅広くご利用いただけます。

商品ID：62767420 商品ID：68258431

かわしま屋　商品カタログ

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし
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販売価格(税抜) 890円 販売価格(税抜) 549円

販売価格(税抜) 486円 販売価格(税抜) 340円

販売価格(税抜) 432円 販売価格(税抜) 2,400円

販売価格(税抜) 323円 販売価格(税抜) 2,040円

商品ID：97879761 商品ID：98622376
型番：110866 型番：250846
JAN：4901735019236 JAN：82508463

創健社 和風だし一番8G×10包 創健社 和風だし一番(ｱﾙﾐﾊﾟｯ

ｸ)1KG

化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだ

し。かつお節、煮干、昆布の旨みを効かせた味とコク。

化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだ

し。かつお節、煮干、昆布の旨みを効かせた味とコク。（チャック付き袋）

型番：3372 型番：a1324
JAN：4560174320107 JAN：

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

オーサワ純だし一番56ｇ（7ｇ×

8包）

創健社 和風だし一番（アルミパッ

ク） 1kg

国内産原料100％　6種のだしをブレンド 化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだ

しです。

商品ID：92065142 商品ID：101653239

JAN：4932828001654 JAN：4560174320114

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

椎茸と野菜の旨みを濃縮　香り高い植物性めんつゆ 北海道産真昆布・国内産椎茸使用のだしバッグ

商品ID：92065119 商品ID：92065140
型番：165 型番：2519

だし・ブイヨン類＞麺つゆ・鍋つゆ だし・ブイヨン類＞和風だし

オーサワの有機めんつゆ310ｇ オーサワ精進だし70ｇ

商品ID：90687895 商品ID：91448818
型番：2378 型番：2524
JAN：4932828023786 JAN：4932828025247

オーサワ昆布濃縮だし　180ｇ　5

ｇ×36包

オーサワだしつゆのもと360ml

日高昆布100％使用　旨みのある和風だしの素 昆布と椎茸の旨みたっぷり　風味豊かな植物性だしつゆ

かわしま屋　商品カタログ

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし
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販売価格(税抜) 324円 販売価格(税抜) 893円

販売価格(税抜) 510円 販売価格(税抜) 204円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 1,170円

販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 900円
JAN：4978609102790 JAN：4973456001531

枕崎産かつおぶしと北海道産昆布を使用した、溶けやすい顆粒タイプのだしの素です。ア

ミノ酸やたんぱく加水分解物は使用しておりません。

有機白醤油に国内産天然だしをブレンド　香り高く深い旨み

商品ID：97987643 商品ID：96355986
型番：10279 型番：6020

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

ムソーだし亭や・かつおだし〈袋入〉

８ｇ×８【ムソー】

オーサワ有機白だし360ml

商品ID：97879763 商品ID：97987636
型番：110868 型番：10280
JAN：4901735019250 JAN：4978609102806

創健社 洋風だし一番8G×10包 ムソーだし亭や・かつおだし〈箱入〉

８ｇ×３０【ムソー】

化学調味料などを一切加えずに素材の自然な風味を活かした使いやすい顆粒タイプのだ

し。野菜とホタテの旨みを効かせた味とコク。

枕崎産かつおぶしと北海道産昆布を使用した、溶けやすい顆粒タイプのだしの素です。アミ

ノ酸やたんぱく加水分解物は使用しておりません。

型番：110457 型番：110696
JAN：4977229600044 JAN：4901735018550

だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

創健社 金笛春夏秋冬のだしの素

500ML

創健社 チキンコンソメ10個入り

(45G)

丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とした「金笛しょうゆ」をベースとして、かつお節、昆布、

しいたけのだしをいかしたつゆです。

チキンの旨み、まろやかなコクと自然なおいしさを凝縮した使いやすい固形コンソメ。アルミ

蒸着個包装なのでおいしさ長持ち。

商品ID：97879745 商品ID：97879760

JAN：4932828023427 JAN：4977229600037

だし・ブイヨン類＞和風だし だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし

国内産野菜の旨みが凝縮

洋風料理がおいしく仕上がる

植物性素材でつくった洋風だしの素

丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とした「金笛しょうゆ」をベースとして、かつお節、昆布、

しいたけのだしをいかしたつゆです。

商品ID：94539729 商品ID：97879743
型番：2342 型番：110443

かわしま屋　商品カタログ

だし・ブイヨン類＞洋風・中華風だし だし・ブイヨン類＞和風だし

オーサワの野菜ブイヨン40g(5g×

8包)

創健社 金笛□春夏秋冬のだしの

素1L
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販売価格(税抜) 331円 販売価格(税抜) 427円

販売価格(税抜) 220円 販売価格(税抜) 351円

販売価格(税抜) 416円 販売価格(税抜) 576円

販売価格(税抜) 312円 販売価格(税抜) 532円

型番：6763 型番：6771
JAN：4952399110173 JAN：4932828067711

オーサワ国産有機野菜・果実使

用やきそばソース290g

オーサワの豆乳マヨ300ｇ

国内産有機野菜と果実をふんだんに使用。旨みたっぷりです！ 卵・砂糖不使用　コクがあり舌触り滑らか

商品ID：91448997 商品ID：91452002

JAN：4932828001593 JAN：4932828038735

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ

砂糖不使用、有機認定原料使用、濃厚なトマトの旨味 砂糖不使用！フルーティでまろやかな味わい

商品ID：91448494 商品ID：91448854
型番：159 型番：3873

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ケチャップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース

オーサワのトマトケチャップ300ｇ オーサワの有機ウスターソース

250ml

商品ID：90687884 商品ID：91448369
型番：2349 型番：6772
JAN：4932828023496 JAN：4932828067728

オーサワのベジパスタソース(ミート

ソース風)140ｇ

オーサワの豆乳マヨ150ｇ

有機トマトペーストをふんだんに使ったべジミートソース 卵・砂糖不使用　コクがあり舌触り滑らか

型番：a0225 型番：a0378
JAN：4952399410143 JAN：4952399110081

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ

ヒカリ 有機トマトケチャップ・チューブ

300g

光オイスターソース115ｇ

海外産と国内産の有機トマトを使用し、自然の甘みを生かした有機ケチャップです。保存

料、着色料、調味料（アミノ酸等）は不使用。

国内産カキエキスとイカ魚醤の濃厚な旨み、添加物不使用

商品ID：63719767 商品ID：76515887

かわしま屋　商品カタログ

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ケチャップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース
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販売価格(税抜) 910円 販売価格(税抜) 11,700円

販売価格(税抜) 660円 販売価格(税抜) 388円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 231円

販売価格(税抜) 231円 販売価格(税抜) 231円

商品ID：94925398 商品ID：94925399
型番：a1122 型番：a1123
JAN：4019736002000 JAN：4019736000822

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドバジル50ｇ

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドアサツキ50ｇ

フレッシュバジルがどんな素材にもよく合います 和風料理にも合わせやすいスプレッド

型番：130 型番：a1121
JAN：4952399610079 JAN：4019736001461

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ

オーサワヒカリ 有機トマトピューレー

320g

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドハーブトマト50ｇ

完熟トマト100％ コクのあるトマト味に7種のハーブがたっぷり

商品ID：94428081 商品ID：94925395

JAN： JAN：4932828001586

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ケチャップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ

ノンオイルのみそ風味えごまドレッシングです 有機野菜・果実使用　さっぱりした醤油味

商品ID：92962850 商品ID：93634083
型番：a0892 型番：158

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ドレッシング マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ドレッシング

えごまドレッシング448ｇ オーサワの和風ドレッシング200ｍ

ｌ

商品ID：92600686 商品ID：92600687
型番：6766 型番：a0833
JAN： JAN：

オーサワ豆乳マヨ500g（業務

用）

オーサワ豆乳マヨ15本入り（業務

用）【送料無料】

卵・砂糖不使用　コクがあり舌触り滑らか 卵・砂糖不使用　コクがあり舌触り滑らか

かわしま屋　商品カタログ

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ
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販売価格(税抜) 231円 販売価格(税抜) 231円

販売価格(税抜) 231円 販売価格(税抜) 231円

販売価格(税抜) 400円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 368円 販売価格(税抜) 410円
JAN：4901735020249 JAN：4931725779345

九州は大分県久住高原の豊かな環境で平飼いされたニワトリたちの大切なタマゴを使った

あっさりまろやか風味のマヨネーズ。

全国のマヨラー絶賛！究極のマヨネーズ「松田のマヨネーズ」がおトク！こだわりの材料と独

自の製法でマイルドで 優しい味わいが特徴です。今なら5000円以上で送料無料です。

商品ID：97879751 商品ID：40124712
型番：110566 型番：a0478

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ

創健社 有精卵マヨネーズ300G 松田のマヨネーズ（甘口） 300g

【5000円以上 送料無料】

商品ID：97879753 商品ID：75779151
型番：110568 型番：a0339
JAN：4901735022243 JAN：4952399810011

創健社 えごま一番マヨネーズ

205G

ヒカリ焼き肉のタレ 350g

圧搾しぼりの「えごま一番」を使用した卵黄タイプのあっさりまろやか風味のマヨネーズです。

大さじ１杯（１５ｇ）あたり、オメガ３（ｎ－３系）脂肪酸のαーリノレン酸が２．４

ｇ含まれています。

国内産にんにく・生姜・玉ねぎ・人参を使った焼肉のたれです。肉だけでなく、生野菜・麺

類のつけ汁としてもご利用いただけます。 保存料・着色料・化学調味料無添加

型番：a1126 型番：a1127
JAN：4019736003595 JAN：4019736000860

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドオリーブ50ｇ

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドベアーズガーリック50ｇ

オリーブの風味が癖になる味わい ベアーズガーリックのニンニクのような風味

商品ID：94925408 商品ID：94925410

JAN：4019736000846 JAN：4019736001423

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ

パプリカの風味が口いっぱいに広がります ピリっとスパイシーなスプレッド

商品ID：94925402 商品ID：94925404
型番：a1124 型番：a1125

かわしま屋　商品カタログ

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ディップ

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッドパプリカ50ｇ

ミトクツヴァル有機ベジタブルスプ

レッド４ペッパー50ｇ
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販売価格(税抜) 410円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 349円 販売価格(税抜) 513円

販売価格(税抜) 513円 販売価格(税抜) 306円

販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 351円

型番：6773 型番：6774
JAN：4932828067735 JAN：4932828067742

オーサワの豆乳タルタルソース

100g

オーサワのベジツナマヨ100g

卵・砂糖不使用 特製玉ねぎピクルスたっぷり　食感よく、まろやかな酸味とコク 卵・砂糖不使用　植物性素材でつくったツナマヨ　まろやかな酸味とコクにツナのような食感

商品ID：96356902 商品ID：96356904

JAN：8009004809949 JAN：4932828061771

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ

からめるだけで本格パスタ　トマトと野菜の旨みとコク 植物性素材でつくったカルボナーラ風ソース　チーズのようなコクのある味わい

商品ID：96356023 商品ID：96356025
型番：6117 型番：6177

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース

オーサワｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾊﾟｽﾀｿｰｽ(ﾄﾏ

ﾄ＆香味野菜)350g

オーサワのﾍﾞｼﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽ(ｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ

風)140g

商品ID：97879749 商品ID：96356021
型番：110562 型番：6116
JAN：4901735105502 JAN：8009004809918

創健社 べに花オレインマヨネーズ

300G

オーサワｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾊﾟｽﾀｿｰｽ(ﾄﾏ

ﾄ＆ﾊﾞｼﾞﾙ)350g

圧搾製法のべに花一番（高オレイン酸）を使用。醸造酢など自然な素材のみ使用した

軽い風味のマヨネーズ。

からめるだけで本格パスタ　さわやかなトマトの酸味とバジルの香り

型番：a0479v 型番：2516
JAN：4931725779338 JAN：4952399410075

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース

松田のマヨネーズ（辛口） 300g

【5000円以上　送料無料】

オーサワ有機ピザソース225g

全国のマヨラー絶賛！究極のマヨネーズ「松田のマヨネーズ」がおトク！こだわりの材料と独

自の製法でマイルドで 優しい味わいが特徴です。今なら5000円以上で送料無料です。

有機トマトをふんだんに使用

商品ID：40130548 商品ID：94539726

かわしま屋　商品カタログ

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞マヨネーズ・豆乳マヨ マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞ソース
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販売価格(税抜) 333円 販売価格(税抜) 306円

商品ID：96356927 商品ID：96356929
型番：6172 型番：6173
JAN：4932828061726 JAN：4932828061733

オーサワのベジパスタソース(ひじき

と黒胡麻の和風ソース)180g

オーサワの有機ﾍﾞｼﾞﾊﾟｽﾀｿｰｽ(ﾐｰﾄ

ｿｰｽ風)140g

黒色の和食材をたっぷりつかったソース

ひじきと胡麻味噌のコクのある味わい

植物性素材でつくった有機ベジミートソース　甘さをおさえ、有機野菜の旨みを凝縮

かわしま屋　商品カタログ

マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース マヨ・ケチャップ・ソース・ドレッシング＞パスタソース
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販売価格(税抜) 405円 販売価格(税抜) 399円

販売価格(税抜) 414円 販売価格(税抜) 400円

販売価格(税抜) 368円 販売価格(税抜) 975円

販売価格(税抜) 4,780円 販売価格(税抜) 8,680円
JAN：4977605005210 JAN：4977605005234

本格的な漬物作りに最適な漬物樽です。 本格的な漬物作りに最適な漬物樽です。

商品ID：89932379 商品ID：89932383
型番：a0675 型番：a0676

漬け物＞漬け物の素・ぬか床 漬け物＞漬け物の素・ぬか床

漬物樽-栃木県産高級杉-9L用 漬物樽-栃木県産高級杉-18L

用

商品ID：84317861 商品ID：85274372
型番：a0467 型番：472
JAN：4931915000419 JAN：4580153372019

諸味漬だいこん約180g-海の精 オーサワ麹屋甚平熟成ぬか床

2kg

天然発酵のもろみ漬けです。深いコクと甘味、食感を楽しめます。 「発酵学博士、今井瑞博考案の「麹菌」を使用。糠床セット

型番：a0363 型番：a0348c
JAN：4931915000266 JAN：

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物の素・ぬか床

海の精　きゅうり諸味漬　150g 海の精 浅漬けのもと 3g×10袋

入り【初回限定送料無料】*メー

ル便での発送*

もぎたてきゅうりを海の精に漬けて乳酸発酵し、味噌、醤油、純米みりん粕、梅酢、昆布

の諸味液に漬けました。

化学調味料、酵母エキス、砂糖不使用。簡単、手づくりで浅漬けを（1袋で1kg以上の

野菜がつけられます。）

商品ID：75828205 商品ID：76419645

JAN：4931915000402 JAN：4931915001478

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

契約農家で栽培した大根を天日干しして甘さを引き出し、米ぬかに漬け込んだ昔ながら

のたくあんです。

化学調味料、酵母エキス、砂糖不使用。簡単、手づくりで浅漬けを（1袋で1kg以上の

野菜がつけられます。）

商品ID：65273339 商品ID：75779161
型番：a0281 型番：a0348

かわしま屋　商品カタログ

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

天日干たくあん  ハーフサイズ

210g（海の精）

海の精 浅漬けのもと 3g×10袋

入り
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販売価格(税抜) 341円 販売価格(税抜) 144円

販売価格(税抜) 296円 販売価格(税抜) 264円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 400円 販売価格(税抜) 1,400円

型番：473 型番：a1350
JAN：4580153372002 JAN：4535256100519

オーサワ麹屋甚平熟成ぬか床1ｋ

ｇ

おたまや　熟成本造り三五八

（2kgキャップボトル詰）

誰でも簡単、すぐに漬けられる生ぬか床です。 しっかりと熟成した贅沢な旨み！

たっぷり使える業務用2kg！

商品ID：93481511 商品ID：102855353

JAN：4932828067414 JAN：

漬け物＞漬け物の素・ぬか床 漬け物＞漬け物の素・ぬか床

国内産原料使用　生姜と紅玉梅酢だけを使った紅生姜 えごまの葉の辛漬です

商品ID：92647549 商品ID：92962848
型番：6743 型番：a0890

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

オーサワしょうが紅梅漬100ｇ えごまの葉ちょい辛漬80ｇ

商品ID：92647543 商品ID：92647547
型番：6740 型番：6741
JAN：4932828067407 JAN：4932828067414

オーサワの福神漬120ｇ オーサワのしば漬120ｇ

国内産野菜使用　歯ごたえよく、すっきりした甘み 国内産野菜使用　歯ごたえよく、爽やかな程よい酸味

型番：464 型番：659
JAN：4932828004648 JAN：4932828006598

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

オーサワ　一本漬けたくあん　150

ｇ

オーサワのぬか漬の素500ｇ

宮崎産特別栽培大根使用自然な甘みと程よい塩味 特別栽培米ぬか使用　　ご家庭で本格ぬか漬けをどうぞ！

商品ID：90687890 商品ID：92190198

かわしま屋　商品カタログ

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物の素・ぬか床
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販売価格(税抜) 581円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 436円

販売価格(税抜) 306円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 387円 販売価格(税抜) 441円

商品ID：94539194 商品ID：94539196
型番：481 型番：482
JAN：4931915000242 JAN：4931915000259

海の精　福神漬150g 海の精　しば漬150g

国内産原料使用しっかりとした甘み 国内産原料使用歯応えよく、爽やかな味

型番：471 型番：479
JAN：4932828004716 JAN：4902855300709

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

オーサワ国産大根使用のぱりぱり

漬け120g

オーサワ四川ザーサイ200g

国内産減農薬割り干し大根・昆布・人参使用　パリパリとした歯応えとさわやかな酸味 壺漬けの本格派

ピリッとした辛さが食欲を刺激

商品ID：94539189 商品ID：94539191

JAN： JAN：4932828004693

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

ふぐの卵巣を三年間、塩水と糠に漬けて作り上げた珍味です。江戸時代から石川県で受

け継がれる秘伝で、ふぐの卵巣を解毒し、幻の珍味に仕上げました。日本酒のつまみに、

ご飯のお供に、お茶漬けに。凝縮されたふぐの旨みをお楽しみください。

国内産特別栽培大根使用

程よい香味と甘さ

商品ID：41701019 商品ID：94539184
型番：a0023 型番：469

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

ふぐ 卵巣（ふぐの子）糠漬け-石

川県産-100g【5000円以上送

料無料】

オーサワもろみべったら漬150g以

上1個詰

商品ID：44322358 商品ID：52527459
型番：a0020 型番：a0023x2
JAN： JAN：4530516002121

三五八漬の素-星六特製-800g ふぐ 卵巣（ふぐの子）糠漬け

100gｘ2袋セット【送料無料】

手軽に漬物ができる三五八漬けの素。天然の素材から生まれたほのかな甘味。玄米を使

用している為、栄養価の高く、季節を問わず美味しい

ふぐの卵巣を三年間、塩水と糠に漬けて作り上げた珍味です。江戸時代から石川県で受

け継がれる秘伝で、ふぐの卵巣を解毒し、幻の珍味に仕上げました。日本酒のつまみに、

ご飯のお供に、お茶漬けに。凝縮されたふぐの旨みをお楽しみください。

かわしま屋　商品カタログ

漬け物＞漬け物の素・ぬか床 漬け物＞漬け物
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販売価格(税抜) 369円 販売価格(税抜) 441円

販売価格(税抜) 243円 販売価格(税抜) 288円

販売価格(税抜) 234円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 297円
JAN：4580153372095 JAN：4932828067452

九州産ザーサイ使用　なたね油とごま油で風味豊かに炒めた　歯ごたえよくピリッとした辛み 宮崎産有機大根使用　昔懐かしい素朴な味

商品ID：96359347 商品ID：96359351
型番：6744 型番：6745

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

オーサワ国産 味ざーさい100g オーサワの昔づくりたくあん(ハー

フ）1本(120～150g)

商品ID：96359343 商品ID：96359345
型番：6734 型番：6735
JAN：4970365413127 JAN：4970365413134

オーサワ高菜漬(ホール)150g オーサワ高菜漬(きざみ)130g

国内産農薬不使用高菜　高菜独特の旨みと風味 国内産農薬不使用高菜　高菜独特の旨みと風味

型番：6730 型番：6732
JAN：4580153372132 JAN：4932828067322

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

オーサワ国産 がりしょうが50g オーサワ紅しょうが（刻み）60g

国内産生姜使用

風味豊かなしょうがの香りと、歯触りのよい食感ほんのり甘酸っぱい

国内産原料使用

生姜と紅玉梅酢だけを使った紅生姜

生姜の辛味と梅酢の風味

すぐに使えて便利商品ID：96359338 商品ID：96359339

JAN：4932828014821 JAN：4932828004624

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物

動物性原料・砂糖不使用

キムチ特有の辛味と、奥深い旨味

即席キムチやキムチ鍋に

宮崎産特別栽培大根使用

味わい深くコクのある味

商品ID：94539718 商品ID：94542083
型番：1482 型番：462

かわしま屋　商品カタログ

漬け物＞漬け物の素・ぬか床 漬け物＞漬け物

オーサワのキムチの素85g オーサワたまり漬150g以上1個詰

P.109　　　  　　



販売価格(税抜) 288円 販売価格(税抜) 324円

販売価格(税抜) 243円

商品ID：96359356
型番：6748
JAN：4580153372774

オーサワ煮込みメンマ80g

しっかり味がしみ込んだメンマ　しなやかな歯ごたえ　化学調味料・漂白剤不使用

型番：6746 型番：6747
JAN：4932828067469 JAN：4932828067476

漬け物＞漬け物

オーサワの昔づくりたくあん(スライ

ス)80g

オーサワの熟成たくあん120g

宮崎産有機大根使用　昔懐かしい素朴な味　食べやすいスライスタイプ 九州産大根使用

熟成による奥深い味わいと、乳酸発酵による酸味

塩分控えめ

商品ID：96359352 商品ID：96359354

かわしま屋　商品カタログ

漬け物＞漬け物 漬け物＞漬け物
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販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 20,800円

販売価格(税抜) 366円 販売価格(税抜) 351円

販売価格(税抜) 431円 販売価格(税抜) 369円

販売価格(税抜) 335円 販売価格(税抜) 412円

商品ID：94541343 商品ID：94541344
型番：2289 型番：2350
JAN：4562101359303 JAN：4932828023502

オーサワおからこんにゃく（ベジタリ

アンミート）340g

オーサワオーサワのベジミート　穀物

で作った畑の肉（ひき肉タイプ）

215g

おから入りのこんにゃく　代用肉として 小麦たんぱく使用の植物たんぱく食品　うす味付きでそのまま使える　代用肉として

型番：a1131 型番：2275
JAN： JAN：4932828022758

植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート 植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート

ミトクセイタン230ｇ オーサワオーサワの大豆ミート（手

羽先タイプ）90g

コレステロールゼロ!ヘルシーな食卓づくりに 国内産大豆100％　湯戻し5分　代用肉として

商品ID：94926582 商品ID：94541340

JAN：4932828023519 JAN：4978326060205

植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート 植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート

小麦たんぱく使用の植物たんぱく食品　うす味付きでそのまま使える　代用肉として 小麦たんぱくを有機醤油だけで煮詰めた植物たんぱく食品　代用肉として

商品ID：93833114 商品ID：94925326
型番：2351 型番：658

植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート 植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート

オーサワベジミート穀物で作った畑

の肉（ブロックタイプ）200ｇ

オーサワセイタン180ｇ

商品ID：90687881 商品ID：92601657
型番：2279 型番：a0851b
JAN：4993173014720 JAN：

オーサワ大豆からあげ80ｇ オーサワ大豆からあげ（業務用）

7kg【送料無料】

植物たんぱく食品　代用肉として 植物たんぱく食品　代用肉として

かわしま屋　商品カタログ

植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート 植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート
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販売価格(税抜) 234円
JAN：4932828061801

小麦たんぱく使用の植物たんぱく食品　水で戻すともっちりとした食感に

商品ID：96359057
型番：6180

かわしま屋　商品カタログ

植物たんぱく食品＞大豆肉・ベジミート

オーサワの焼きコーフー2枚入り
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販売価格(税抜) 2,000円 販売価格(税抜) 428円

販売価格(税抜) 2,000円 販売価格(税抜) 428円

販売価格(税抜) 718円 販売価格(税抜) 980円

販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 680円

型番：a0505 型番：2071
JAN：4961332004202 JAN：4932828020716

有機はとむぎ茶ティーパック5gX20

包*水出し/お湯出し両用（菱和

園）

オーサワの有機はとむぎ茶（ブレン

ド）140g（7g×20包）

国産有機原料。お湯出し・水出し両用タイプのノンカフェイン 有機原料100％　　はと麦に大麦とハブ茶をブレンド

商品ID：85640060 商品ID：92190227

JAN：4961332001379 JAN：4961332004134

茶＞健康茶 茶＞健康茶

国内産柿の葉の香ばしいお茶。ノンカフェインです。 北海道産有機小豆のほんのり優しい甘さのお茶です。

商品ID：85639970 商品ID：85639973
型番：a0503 型番：a0504

茶＞健康茶 茶＞健康茶

柿の葉茶ティーパック5gX20包

（菱和園）

有機あずき茶ティーパック20gX5

包（菱和園）【送料無料】*メー

ル便での発送*

商品ID：81414161 商品ID：81414162
型番：a0452 型番：a0453
JAN： JAN：

柿の葉（鹿児島産自然野草-農

薬・化学肥料不使用）お徳用

300g

すぎな茶（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用） 30g

鹿児島薩摩町で自然採集した柿の葉100%。天然ビタミンC豊富 鹿児島薩摩町で自然採集したスギナを若菜の時期に手摘みしました

型番：a0450 型番：a0451
JAN： JAN：

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

よもぎ葉（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用） お徳

用300g

柿の葉茶（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用） 30g

鹿児島県北部の山里薩摩町で自然採集された、よもぎ100%使用 鹿児島薩摩町で自然採集した柿の葉100%。天然ビタミンC豊富

商品ID：81414159 商品ID：81414160

かわしま屋　商品カタログ

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉
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販売価格(税抜) 756円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 522円

販売価格(税抜) 421円 販売価格(税抜) 640円

商品ID：97972784 商品ID：97973696
型番：6495 型番：a1187
JAN：4932828064956 JAN：

オーサワの薪火番茶（奈良県・無

農薬無肥料）50g

有機三年番茶(京都・宇治産無

農薬無肥料)180g

大和高原の冷涼な気候の下で育った樹齢30～35年の茶樹の茎と葉を使用しました。

晩秋～冬に収穫、薪火で焙じた晩茶です。茎70％・葉30％、茎は太さや葉を種類ごと

に分けてから仕上げています。

農薬や化学肥料を使わずに栽培したお茶を原料としています。三年もの間熟成させてつ

くった番茶です。

型番：a0453ｚ 型番：176
JAN： JAN：4930035945105

茶＞その他の茶 茶＞三年番茶

すぎな茶（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用）お徳用

150g

オーサワ茶葉をそのまま粉にし茶っ

た40g

鹿児島薩摩町で自然採集したスギナを若菜の時期に手摘みしました 有機緑茶の微粉末

商品ID：94095371 商品ID：94428133

JAN： JAN：

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞緑茶・抹茶・粉茶

鹿児島薩摩町で自然採集した柿の葉100%。天然ビタミンC豊富 鹿児島薩摩町で自然採集したドクダミを若菜の時期に手摘みしました

商品ID：94094923 商品ID：94095181
型番：a0452ｚ 型番：a0456ｚ

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

柿の葉（鹿児島産自然野草-農

薬・化学肥料不使用）お徳用

150g

どくだみ葉（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用）お徳用

150g

商品ID：92647567 商品ID：94094526
型番：a0866 型番：a0450z
JAN：4902846151365 JAN：

有機えごま葉茶12ｇ（2ｇ×6

袋入り）

よもぎ葉（鹿児島産自然野草-

農薬・化学肥料不使用） お徳

用150g

有機ＪＡＳ認定商品のヘルシーなお茶　αーリノレン酸が豊富 鹿児島県北部の山里薩摩町で自然採集された、よもぎ100%使用

かわしま屋　商品カタログ

茶＞健康茶 茶＞野草茶・野草の葉
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販売価格(税抜) 950円 販売価格(税抜) 1,400円

販売価格(税抜) 1,400円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 600円
JAN：4936246111391 JAN：4936246111407

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を

経ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を経

ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

商品ID：98370604 商品ID：98370606
型番：a1211 型番：a1212

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

乾燥びわの葉（徳島県産びわの

葉100％）100ｇ 中嶋生薬特

製【送料無料】*メール便での発

送*

乾燥よもぎ（兵庫・鹿児島産よも

ぎ100％）100ｇ 中嶋生薬特

製【送料無料】*メール便での発

送*

商品ID：98370599 商品ID：98370601
型番：a1209 型番：a1210
JAN：4936246114361 JAN：4936246114354

乾燥柿の葉（徳島県産柿の葉

100％）100ｇ　中嶋生薬特製

【送料無料】*メール便での発送*

どくだみ茶（兵庫・徳島・鹿児島

産どくだみ100％）100ｇ 中嶋

生薬特製【送料無料】*メール便

での発送*

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を

経ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を経

ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

型番：a1207 型番：a1208
JAN：4936246109084 JAN：4936246114385

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

よもぎ粉末（青森県産無農薬よ

もぎ100％）200ｇ　中嶋生薬

特製【送料無料】*メール便での

発送*

乾燥松葉（徳島県産松葉

100％）100ｇ　中嶋生薬特製

【送料無料】*メール便での発送*

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を

経ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を経

ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

商品ID：98370589 商品ID：98370594

JAN：4953055022038 JAN：4936246109077

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

鮮やかな色合いと、まろやかな味わいの最高級抹茶です。 すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を経

ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

商品ID：98370585 商品ID：98370587
型番：a1205 型番：a1206

かわしま屋　商品カタログ

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞野草茶・野草の葉

宇治抹茶（有機製茶・宇治田原

産）20ｇ 播磨園製茶特製【送

料無料】*メール便での発送*

すぎな粉末（新潟県産すぎな

100％）200ｇ　中嶋生薬特製

【送料無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 598円

販売価格(税抜) 1,880円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 380円 販売価格(税抜) 1,026円

販売価格(税抜) 428,000円 販売価格(税抜) 480円

型番：h0027g 型番：a0011
JAN： JAN：

有機宇治抹茶トップグレード「潤」

業務用10kg【送料無料】

有機三年熟成番茶（京都府・奈

良県・宮崎県・大分県産） 60g

【送料無料】*メール便での発送*

最高品質の有機宇治抹茶です。業務用10kg 無農薬で栽培された有機三年番茶 香ばしくて身体を温めます

商品ID：89038516 商品ID：37185253

JAN：4901085026151 JAN：

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞三年番茶

はじめての方限定、送料無料サービスの西日本産有機三年番茶です 有機碾茶の中でも厳選された最上位原料を丹念に挽き上げた最高品質の有機宇治抹

茶です。

商品ID：47796183 商品ID：78557073
型番：a0013 型番：h0027

茶＞三年番茶 茶＞緑茶・抹茶・粉茶

有機三年熟成番茶（京都府・奈

良県・宮崎県・大分県産）30g

【初回限定送料無料】*メール便

発送

有機宇治抹茶トップグレード「潤」

20g【初回限定送料無料】*メー

ル便での発送*

商品ID：100454217 商品ID：102852928
型番：a1291 型番：a1359
JAN： JAN：4973730100141

日本山人参茶ティーパック3g x

10包（徳之島産無農薬ヒュウガ

トウキ100%）【送料無料】*メー

ル便での発送*

ノンカフェイン　鳥取県産はと麦

100％使用　鳥取はとむぎ茶　７

ｇ×24袋

医薬品認定されている日本山人参を乾燥させたお茶です。江戸時代には「神の草」とも

呼ばれていた日本山人参100%

 鳥取県産はとむぎを100％使用して、はとむぎ本来の風味に仕上げました。

型番：a1213 型番：a1249
JAN：4936246111360 JAN：4936246114378

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞健康茶

乾燥スギナ（兵庫・徳島・青森産

スギナ100％）100ｇ 中嶋生薬

特製【送料無料】*メール便での

発送*

熊笹茶（国産・無農薬の乾燥ク

マザサの葉100％）100ｇ　中

嶋生薬特製【送料無料】*メール

便での発送*

すべて国産・無農薬の原料にこだわりました。熟練の手仕事による徹底した品質管理を

経ています。お茶やエキスにご利用いただけます。

国産・無農薬の乾燥クマザサです。煮だしてお茶にしたり、焼酎につけこんで薬用酒にして

お召し上がりください。

商品ID：98370610 商品ID：99935442

かわしま屋　商品カタログ

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉
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販売価格(税抜) 1,240円 販売価格(税抜) 2,480円

販売価格(税抜) 838円 販売価格(税抜) 4,180円

販売価格(税抜) 800円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,800円

商品ID：50055936 商品ID：47058874
型番：a0058c 型番：a0058a
JAN： JAN：

牛蒡茶（鹿児島産ごぼう茶）

ティーパック30包入り【送料無料】

*メール便発送

牛蒡茶（鹿児島産ごぼう茶）

ティーパック30包入り【5000円以

上で送料無料】

 栽培期間中農薬・化学肥料不使用栽培の鹿児島産ごぼうを乾燥したティーバックタイプ

のお茶です。

 栽培期間中農薬・化学肥料不使用栽培の鹿児島産ごぼうを乾燥したティーバックタイプ

のお茶です。

型番：a0015 型番：a0015z
JAN： JAN：

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

三年番茶 （京都府・奈良県・三

重県産）お徳用360g【5000円

以上送料無料】

無農薬三年番茶 （京都府・奈

良県・三重県産）業務用1kg

【播磨園製茶】

程よく熟成した茎と有機の茶葉をじっくり焙じて、香ばしいお茶に仕上げました。 程よく熟成した茎と無農薬の茶葉をじっくり焙じて、香ばしいお茶に仕上げました。

商品ID：46959815 商品ID：90343837

JAN： JAN：

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

有機三年番茶ティーバッグは、急須でも煮出しても簡単に作れるティーバッグの三年番茶

です。健康に良く本格的な三年番茶味が簡単に楽しめる便利な一品。有機JAS認定食

品。

有機三年番茶ティーバッグは、急須でも煮出しても簡単に作れるティーバッグの三年番茶

です。健康に良く本格的な三年番茶味が簡単に楽しめる便利な一品。有機JAS認定食

品。

商品ID：44380085 商品ID：54986399
型番：a0014 型番：a0014c

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

有機三年番茶ティーバッグ 5g x

24袋【5000円以上送料無料】

有機三年番茶ティーバッグ24包

ｘ5箱セット【送料無料】

商品ID：43063945 商品ID：54512047
型番：a0012 型番：a0012c
JAN： JAN：

有機三年番茶（京都府・奈良

県・三重県産）400g【5000円

以上送料無料】

有機三年番茶（京都府・奈良

県・宮崎県・大分県） 400g×ニ

袋セット【送料無料】

農薬や化学肥料に頼らず栽培した三年番茶 農薬や化学肥料に頼らず栽培した三年番茶

かわしま屋　商品カタログ

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶
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販売価格(税抜) 914円 販売価格(税抜) 914円

販売価格(税抜) 216,000円 販売価格(税抜) 648円

販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 598円

販売価格(税抜) 841円 販売価格(税抜) 2,271円
JAN：4932828002538 JAN：4932828013251

国内産原料100％　自生よもぎ5割ブレンド

三年番茶の香ばしさと豊かなよもぎの香り

分包タイプ

有機三年番茶をベースに8種の自然素材をブレンド

商品ID：94428101 商品ID：92190205
型番：242 型番：1325

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

オーサワよもぎ入り熟成三年番茶

（分包）60g(5g×12包)

オーサワのサラシア三年番茶

180g(6g×30袋)

商品ID：54078913 商品ID：80031838
型番：a0057ｃ 型番：a0416
JAN： JAN：4961332003328

有機粉末緑茶 -京都宇治産 有

機粉末緑茶40g 【送料無料】*

メール便での発送*

ひしわ有機熟成三年番茶ティー

バッグ1.8gx30包

京都宇治茶の美味しさを手軽にまるごと楽しめる粉末緑茶 深い旨みと香りの有機三年番茶。便利なティーバッグタイプです。

型番：a0056g 型番：a0057a
JAN： JAN：

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞三年番茶

有機宇治抹茶 -京都宇治産播

磨園特製有機抹茶 業務用

10kg【送料無料】

有機粉末緑茶 -京都宇治産 有

機粉末緑茶40g【5000円以上

送料無料】

宇治の上質な手摘み茶葉を使用した業務用10kg有機宇治抹茶 京都宇治茶の美味しさを手軽にまるごと楽しめる粉末緑茶

商品ID：89038453 商品ID：46961301

JAN： JAN：

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞緑茶・抹茶・粉茶

宇治の上質な手摘み茶葉を使用して、丁寧につくった有機宇治抹茶 宇治の上質な手摘み茶葉を使用して、丁寧につくった有機宇治抹茶

商品ID：46961842 商品ID：53858352
型番：a0056a 型番：a0056c

かわしま屋　商品カタログ

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞緑茶・抹茶・粉茶

有機宇治抹茶 -京都宇治産有

機抹茶30g【5000円以上送料

無料】

有機宇治抹茶 -京都宇治産有

機抹茶30g【送料無料】*メール

便での発送*
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販売価格(税抜) 4,925円 販売価格(税抜) 576円

販売価格(税抜) 2,480円 販売価格(税抜) 640円

販売価格(税抜) 640円 販売価格(税抜) 300円

販売価格(税抜) 1,935円 販売価格(税抜) 300円

型番：173 型番：a0506
JAN：4932828001739 JAN：4961332003816

オーサワ有機熟成三年番茶

600g

有機樹生三年番茶80g（菱和

園）

国内産有機茶葉100％　さっぱりして上品な味 茶の樹を枝ごと使い乾燥させた、旨味の有る三年番茶。

商品ID：85640061 商品ID：85639976

JAN：4932828064307 JAN：4932828001722

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

1回使用分の茶葉が無漂白パックに入っている三年番茶です。 国内産有機茶葉100％煮出し不要のお手軽ティーバッグタイプ

商品ID：89932964 商品ID：85640062
型番：6430 型番：172

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

オーサワ有機三年番茶【分包タイ

プ10g x 15包入り】

オーサワ有機熟成三年番（ティー

バッグ1.8ｇ×20包)

商品ID：90343586 商品ID：90343585
型番：170 型番：171
JAN：4932828001708 JAN：4932828001715

オーサワ川上さんの三年番茶 薪

火寒茶550ｇ

オーサワ川上さんの三年番茶 薪

火寒茶120ｇ

鹿児島産農薬・化学肥料不使用茶葉100％ 鹿児島産農薬・化学肥料不使用茶葉100％

型番：a0684 型番：6439
JAN：4932828064451 JAN：4932828064390

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶

オーサワ川上さんの三年番茶 薪

火寒茶業務用1kg【送料無料】

オーサワ伊川さんの三年番茶 薪

火番茶120g

鹿児島産農薬・化学肥料不使用茶葉100％ 奈良産農薬・肥料不使用茶葉100％

商品ID：90343759 商品ID：92065126

かわしま屋　商品カタログ

茶＞三年番茶 茶＞三年番茶
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 420円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 3,150円

販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 450円

商品ID：94540274 商品ID：98889490
型番：2038 型番：41476
JAN：4967111330203 JAN：4973730100141

オーサワかんじんかなめの茶茶

240g(8g×30包)

ゼンヤクノー鳥取はとむぎ茶７ｇ×

２４【ムソー】

ハトムギ、有機三年番茶、タンポポ、ヨモギをバランスよくブレンド　香ばしく、程よい苦み 鳥取県産はとむぎを100％使用して、はとむぎ本来の風味に仕上げました。煮出しても水

出しでもご利用いただけます。ノンカフェインです。

型番：1328 型番：1338
JAN：4929144000294 JAN：4931974100075

茶＞健康茶 茶＞健康茶

オーサワ宮古ビデンスピローサ茶

90g(3g×30包)

オーサワ柿茶（ティーバッグ）

30g(1.5g×20袋)

国内産原料100%　宮古ビデンスピローサ使用　ほのかに甘く、飲みやすい 徳島・香川産農薬・化学肥料不使用柿葉100％　クセがなく甘みのある優しい味

商品ID：94540267 商品ID：94540271

JAN：4961332002567 JAN：4945874800027

茶＞健康茶 茶＞健康茶

国内産六条大麦使用 自生シジュウム葉100%

ほんのりとした薬草の香り

商品ID：94539162 商品ID：94539702
型番：2072 型番：2079

茶＞健康茶 茶＞健康茶

オーサワ有機麦茶200g(10g×

20袋）

オーサワシジュウム茶50g(0.5g×

100袋)

商品ID：85274370 商品ID：98078799
型番：177 型番：80481
JAN：4932828001777 JAN：4580302650210

オーサワ有機熟成三年番茶

120g

創健社 童仙房茶舗有機和紅茶

TB2GX12【送料無料】*メール便

での発送*

国内産有機茶葉100％。さっぱりして上品な味 有機栽培茶葉を萎凋・発酵させ独自の製法で仕上げた京都宇治の希少な有機和紅茶

です。芳醇な香りと甘みが残る後口です。便利なティーバッグタイプ。

かわしま屋　商品カタログ

茶＞三年番茶 茶＞健康茶
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販売価格(税抜) 980円 販売価格(税抜) 1,440円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 1,029円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 1,800円
JAN：4580264680850 JAN：4580264680874

兵庫県丹波産有機白なた豆100％　ほんのり甘く香ばしい　マグカップ用 兵庫県丹波産有機白なた豆100％　ほんのり甘く香ばしい　ティーポット用

商品ID：96358069 商品ID：96358074
型番：6836 型番：6837

茶＞健康茶 茶＞健康茶

オーサワ有機丹波なた豆茶

Small Pack14.4g(1.2g×12)

オーサワ有機丹波なた豆茶

Large Pack60g(2g×30)

商品ID：96358053 商品ID：96358060
型番：6437 型番：6830
JAN：4522968109411 JAN：7795568000533

オーサワ徳島のどくだみ茶40g(2g

×20P)

オーサワ有機マテ茶(ティーバッ

グ)75g(3g×25包)

徳島産自生どくだみ100％　クセが少なく飲みやすい ローストしないグリーンマテ茶葉使用　マイルドで爽やかな味わい

型番：6428 型番：6429
JAN：4932828064284 JAN：4932828064291

茶＞野草茶・野草の葉 茶＞野草茶・野草の葉

オーサワの韃靼そば茶(北海道

産)100g

オーサワの有機黒豆珈琲100g

北海道産農薬・化学肥料不使用韃靼そばの実100％　香ばしい味わい 国内産有機黒豆100％　香ばしくほのかな甘み

商品ID：96358027 商品ID：96358033

JAN：4522412040055 JAN：4522968704302

茶＞健康茶 茶＞健康茶

たんぽぽの根１００％です。ポーランド産のたんぽぽの根を国内でカット、焙煎したものを

袋詰めしました。カフェインを含みませんのでカフェインが苦手な方やお子様にもお勧めで

す。

北海道産有機ごぼう100％　ほのかな甘み、やさしい香りで飲みやすい

商品ID：75779154 商品ID：96357991
型番：a0341 型番：6416

かわしま屋　商品カタログ

茶＞健康茶 茶＞野草茶・野草の葉

たんぽぽ茶 いんやんクラブ80g オーサワ北海道産  有機ごぼう茶

(ティーバッグ)45g(1.5g×30P)
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販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 603円

販売価格(税抜) 270円

型番：6448
JAN：4580206450701

オーサワ有機釜いり茶(ティーバッ

グ)30g(3g×10P)

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100％　九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　香り

高く、爽やかで上品な味わい

商品ID：96359329

JAN：4580206450039 JAN：4580206450053

茶＞緑茶・抹茶・粉茶

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100％　九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　香り

高く、爽やかで上品な味わい

宮崎県五ヶ瀬町産有機緑茶100％　九州地方の伝統製法でつくられた釜炒り茶　香り

高く、すっきりとした味わい

商品ID：96359324 商品ID：96359325
型番：6446 型番：6447

茶＞緑茶・抹茶・粉茶 茶＞緑茶・抹茶・粉茶

オーサワ有機釜いり茶(上

級)100g

オーサワ有機釜いり茶(中

級)100g

商品ID：96359162 商品ID：96359169
型番：6432 型番：6444
JAN：4902939240334 JAN：4932828064444

オーサワみたけ有機麦茶（8.5g

×52袋）442g(8.5g×52袋)

オーサワの有機玄米茶150g

有機六条大麦100％

煮出し・水出し両用

香ばしくすっきりした味わい　徳用タイプ

さわやかな煎茶の旨みと玄米の香ばしさ

型番：6839 型番：6431
JAN：4560290030836 JAN：4932828064314

茶＞健康茶 茶＞健康茶

オーサワ杜仲茶(ティーバッ

グ)45g(3g×15TB)

オーサワの国内産有機はとむぎ茶

100g(5g×20袋）

長野産農薬・化学肥料不使用杜仲葉100％　ほんのり甘くまろやかな味わい 国内産有機はと麦100％

風味よく香ばしい

水出し・お湯出し両用タイプ

商品ID：96358080 商品ID：96359156

かわしま屋　商品カタログ

茶＞健康茶 茶＞健康茶
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販売価格(税抜) 568円 販売価格(税抜) 570円

販売価格(税抜) 3,320円 販売価格(税抜) 208円

販売価格(税抜) 398円 販売価格(税抜) 4,280円

販売価格(税抜) 519円 販売価格(税抜) 556円

商品ID：86547358 商品ID：86547360
型番：3800 型番：3801
JAN：4932828038001 JAN：4932828038018

オーサワの有機玄米粉300g【送

料無料】*メール便での発送*

オーサワの有機もち玄米粉300g

【送料無料】*メール便での発送*

国内産有機玄米100％。玄米そのままの旨みと甘み 国内産有機もち玄米100％。もち玄米ならではの粘りと旨み

型番：a0519 型番：3779
JAN： JAN：4932828037790

粉類＞米粉・玄米粉 粉類＞米粉・玄米粉

全粒粉 鹿北精油（鹿児島県産

農薬化学肥料不使用）500ｇ

オーサワの本葛粉（微粉末）

1kg-九州産本葛100%-

鹿児島県産農薬化学肥料不使用の全粒粉です。 国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。微粉末で使いやすい

商品ID：85640002 商品ID：86547341

JAN：4932828003474 JAN：4580123960253

粉類＞全粒粉 粉類＞葛

国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。ブロックタイプお徳用 無肥料・自然栽培の北海道産馬鈴薯デンプン使用、片栗粉

商品ID：85274380 商品ID：85639995
型番：347 型番：a0515

粉類＞葛 粉類＞片栗粉

オーサワ国産吉野本葛お徳用

1kg

無肥料・自然栽培の片栗粉（北

海道産馬鈴薯デンプン使用）

200g

商品ID：85274378 商品ID：85274366
型番：a0490 型番：698
JAN：4932828003481 JAN：4932828006987

オーサワ国産吉野本葛150g オーサワコーレン50g

国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。ブロックタイプ 山口産蓮根粉末100%。香ばしく、ほのかな苦みと甘みがある

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞ 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 366円 販売価格(税抜) 658円

販売価格(税抜) 498円 販売価格(税抜) 398円

販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 19,800円
JAN：4932828038919 JAN：

国内産有機大豆100％。香ばしく豆本来の甘みと旨みがある 国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。微粉末。お得な業務用量5kg入りです。箱

入りでお届けいたします。

商品ID：89365615 商品ID：89752059
型番：3891 型番：a0649

粉類＞その他 粉類＞葛

オーサワの国内産有機きな粉

100g【送料無料】*メール便での

発送*

オーサワの本葛粉（微粉末）-九

州産本葛100%-業務用5kg

【送料無料】

商品ID：88636201 商品ID：88996004
型番：334 型番：655
JAN：4932828003344 JAN：4932828006550

オーサワの本葛粉（微粉末）

100g-九州産本葛100%-【送

料無料】*メール便での発送*

オーサワよもぎ粉末25g【送料無

料】*メール便での発送*

国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。微粉末で使いやすい 青森･長野産よもぎ若葉を乾燥し微粉末に。よもぎの香り豊か。

型番：331 型番：3886
JAN：4932828003313 JAN：4932828038865

粉類＞葛 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

オーサワの片栗粉(北海道

産)300ｇ【送料無料】*メール便

での発送*

オーサワの米粉500ｇ

北海道産馬鈴薯でんぷん100％ 国内産農薬・化学肥料不使用米100％。小麦粉代わりに

商品ID：88098810 商品ID：88636195

JAN：4960813512335 JAN：4960813512328

粉類＞片栗粉 粉類＞米粉・玄米粉

青森産有機小麦100％　天ぷら、菓子などに 岩手産有機小麦100％　パン、うどんなどに

商品ID：88098807 商品ID：88098808
型番：6680 型番：6681

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞薄力粉 粉類＞中力粉・地粉

オーサワ青森産有機薄力粉 オーサワ岩手産有機準強力粉

P.124　　　  　　



販売価格(税抜) 8,980円 販売価格(税抜) 310円

販売価格(税抜) 230円 販売価格(税抜) 304円

販売価格(税抜) 520円 販売価格(税抜) 408円

販売価格(税抜) 424円 販売価格(税抜) 424円

型番：340 型番：341
JAN：4932828003405 JAN：4932828003412

オーサワのそば粉（粗挽き）300

ｇ

オーサワのそば粉（細挽き）300

ｇ

国内産特別栽培そば100％使用 手打ちそば　そばがきに

商品ID：92190162 商品ID：92190168

JAN：4932828068039 JAN：4932828002101

粉類＞そば粉・そば打ちセット 粉類＞そば粉・そば打ちセット

北海道産有機小豆100％　石臼で微粉末にしました。 国内産農薬不使用小豆100％　炭火鉄釜炒り

商品ID：92065110 商品ID：92065113
型番：6803 型番：210

粉類＞生姜・蓮根・よもぎ 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

オーサワ国内産有機小豆焙煎粉

（ヤンノー）100ｇ

オーサワ ヤンノー100ｇ

商品ID：90687886 商品ID：91451992
型番：329 型番：368
JAN：4932828003290 JAN：4932828003689

オーサワ石臼挽き完全粉500ｇ オーサワ地粉パン粉150ｇ

岩手産小麦100％小麦の栄養まるごとうどん、パンなどに 国内産天然酵母パン使用

型番：a0677 型番：325
JAN：4977605008280 JAN：4932828003252

粉類＞全粒粉 粉類＞中力粉・地粉

そば打ち５点セット-最高級日光

桧使用-星野工業特製【送料無

料】

オーサワ南部地粉（中力粉）1

ｋｇ

初心者の方におすすめの５点セットです。３～５人前が打てます。 岩手産小麦100％パン、麺作りに

商品ID：89932388 商品ID：90687885

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞そば粉・そば打ちセット 粉類＞中力粉・地粉
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販売価格(税抜) 8,840円 販売価格(税抜) 19,500円

販売価格(税抜) 19,500円 販売価格(税抜) 19,500円

販売価格(税抜) 392円 販売価格(税抜) 369円

販売価格(税抜) 255円 販売価格(税抜) 302円

商品ID：94428118 商品ID：94428119
型番：326 型番：330
JAN：4980435522291 JAN：4960813125115

オーサワの南部地粉（準強力

粉）500g

オーサワこな屋さんのてんぷら粉

500g

岩手産小麦100％

パン、うどんなどに

国内産原料100％

天ぷらがカラッと揚がる

型番：320 型番：322
JAN：4960813123869 JAN：4932828003269

粉類＞中力粉・地粉 粉類＞片栗粉

オーサワ国内産薄力粉500g オーサワ国内産強力粉500g

青森産小麦100％

天ぷら、菓子などに

北海道産小麦100％

パン、餃子の皮などに

商品ID：94428115 商品ID：94428116

JAN： JAN：

粉類＞薄力粉 粉類＞強力粉

北米で栽培されたオーガニック小麦 北米で栽培されたオーガニック小麦

商品ID：92601445 商品ID：92601456
型番：a0821 型番：a0828

粉類＞薄力粉 粉類＞全粒粉

（むそう）有機・薄力粉２５ｋ

ｇ　業務用

（むそう）有機・全粒粉２５ｋ

ｇ　業務用

商品ID：92600699 商品ID：92601443
型番：6662 型番：a0819
JAN： JAN：

オーサワ岩手県産強力粉（業務

用）

（むそう）有機・強力粉２５ｋ

ｇ 業務用

岩手産小麦100％　パン、餃子の皮などに 北米で栽培されたオーガニック小麦

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞強力粉 粉類＞強力粉
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販売価格(税抜) 327円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 412円 販売価格(税抜) 297円

販売価格(税抜) 383円 販売価格(税抜) 1,955円

販売価格(税抜) 10,800円 販売価格(税抜) 1,180円
JAN： JAN：

有機栽培で安心+風味+美味、 北海道の大地の力で実った実力派小麦粉です 熊本産の無農薬・自然栽培の金時生姜100%です。

商品ID：96152234 商品ID：99935496
型番：h0059 型番：a1262

粉類＞強力粉 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

有機小麦粉(強力粉) はるきらり

20kg【送料無料】

熊本産金時しょうが粉末 30g

（さえき健康農園　無農薬・自然

栽培の生姜パウダー100%）

【送料無料】*メール便での発送*

商品ID：94428124 商品ID：94536674
型番：359 型番：332
JAN： JAN：4932828037790

オーサワモロヘイヤ粉末50g オーサワの本葛粉（微粉末）-九

州産本葛100%-500g

三重産農薬不使用モロヘイヤ100％

豊かな風味

国内産本葛100％。伝統的な寒晒し製法。微粉末で使いやすい

型番：354 型番：355
JAN：4932828003559 JAN：4940959452153

粉類＞その他 粉類＞葛

オーサワ大粒 黒豆きなこ100g オーサワ黒豆きな粉（八幡平）

100g

国内産大粒黒豆100％　香ばしく、甘みがある 国内産黒豆100％　甘みが強く香り高い

商品ID：94428122 商品ID：94428123

JAN：4958733110014 JAN：4932828003542

粉類＞その他 粉類＞その他

岐阜産小麦使用

小麦の味わい豊か

鹿児島県種子島産紫いも100％紫いもを直火焼きし微粉末化

商品ID：94428120 商品ID：94428121
型番：342 型番：343

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞その他 粉類＞その他

オーサワホットケーキミックス（無

糖）400g

オーサワ紫いも粉100g
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販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 571円

販売価格(税抜) 571円 販売価格(税抜) 499円

販売価格(税抜) 598円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 7,020円

型番：2170 型番：2173
JAN：4541382041008 JAN：4542691000069

オーサワ金時ショウガ粉末100g オーサワ純 田七人参（粉末）

60g

農薬不使用金時ショウガ100%　ジンゲロールが一般生姜の約4倍 有機田七人参100％

商品ID：94540242 商品ID：94540249

JAN：4932828068336 JAN：4522412040086

粉類＞生姜・蓮根・よもぎ 粉類＞その他

熊本産農薬・化学肥料不使用蓮根粉末100％ 本葛とれんこんを麦芽で糖化　ほのかな苦みと自然な甘み

商品ID：91448797 商品ID：94540237
型番：6833 型番：2116

粉類＞生姜・蓮根・よもぎ 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

オーサワコーレン(節蓮根入り)50

ｇ【送料無料】*メール便での発

送*

オーサワれんこん湯エキス160g

商品ID：101171324 商品ID：63846642
型番：a1314 型番：a0255
JAN： JAN：

ゆきちから玄麦1kg-金沢大地- 無農薬生姜粉末（かごしま産農

薬不使用黄金しょうが粉末)25g

【送料無料】*メール便での発送*

ゆきちからは、パン用品種とも言われ、強力粉用に使用されます。金沢大地でも、強力粉

の原料に使用しております。

農薬不使用の鹿児島産。粉末なので飲み物や料理にも手軽に使えます。

型番：a1289 型番：a1313
JAN：4935428001659 JAN：

粉類＞強力粉 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

ゆずの粉末 シロガネコムギ玄麦1kg-金沢大

地-

砂糖、またははちみつを加えてかんたんにゆず茶ができます。 シロガネコムギは、薄力から中力粉用に使用されます。ケーキなどの菓子類に向いていま

す。

商品ID：100404981 商品ID：101171322

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞その他 粉類＞薄力粉
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販売価格(税抜) 407円 販売価格(税抜) 162円

販売価格(税抜) 282円 販売価格(税抜) 207円

販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 306円

販売価格(税抜) 180円 販売価格(税抜) 189円

商品ID：96355982 商品ID：96355984
型番：6286 型番：6287
JAN：4902939240358 JAN：4902939240341

オーサワ有機丸大豆きな粉90g オーサワ有機黒ごまきな粉90g

有機大豆100％　ほんのり甘く、香ばしい 有機原料100％

香ばしくてコクがある

型番：6280 型番：6284
JAN：4902939880066 JAN：4963809429051

粉類＞その他 粉類＞その他

オーサワそのまま使える大豆粉

100g

オーサワおから姫200g

北海道産大豆100％　　大豆のほのかな甘み 国内産丸大豆100％の生おから使用　大豆本来のほのかな甘みと風味

商品ID：96355978 商品ID：96355980

JAN：4958387710202 JAN：4560342330235

粉類＞その他 粉類＞その他

北海道十勝産石臼挽き全粒粉使用

ほんのり甘く風味豊か

有機天然酵母パン使用

商品ID：96355967 商品ID：96355970
型番：6267 型番：6270

粉類＞その他 粉類＞その他

オーサワ十勝ブランミックス（ホット

ケーキミックス・有糖）200g

オーサワオーガニック パン粉100g

商品ID：94541416 商品ID：97879768
型番：2643 型番：120829
JAN：4960813125306 JAN：4901735020232

オーサワお好み焼き粉400g 創健社 有機＆国産小麦使用パ

ン粉150G

岐阜産小麦粉・国内産山芋粉使用

ふわっとサックリ焼き上がる　3種のだし入り

有機栽培小麦粉と国内産小麦粉をブレンドしたドライパン粉。パン酵母は「白神こだま酵

母」を１００％使用し、自然の力で発酵させて焼き上げて作りました。

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞その他 粉類＞薄力粉
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販売価格(税抜) 387円 販売価格(税抜) 1,697円

販売価格(税抜) 180円 販売価格(税抜) 657円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 324円 販売価格(税抜) 432円
JAN：4950777700787 JAN：4950777700794

熊本産小麦100%　天ぷら、菓子などに 熊本産小麦100%　パン、麺、餃子の皮などに

商品ID：96359015 商品ID：96359019
型番：6667 型番：6668

粉類＞薄力粉 粉類＞強力粉

オーサワ熊本県産  薄力粉500g オーサワ熊本県産  強力粉500g

商品ID：96356926 商品ID：96359012
型番：6285 型番：6666
JAN：4932828062853 JAN：4982504500346

オーサワの全粒粉入りパンケーキ

ミックス400g

オーサワ北海道産小麦使用地粉

(中力粉)1kg

三重産小麦全粒粉使用　香ばしい全粒粉の味わい　砂糖不使用 北海道産小麦100％　パン、麺作りに

型番：6150 型番：6265
JAN：4932828061504 JAN：4932828062655

粉類＞その他 粉類＞中力粉・地粉

オーサワの有機くず湯100g オーサワの有機活性発芽玄米粉

300g

九州産有機本葛粉100％使用　温めるだけで手軽に飲める　砂糖不使用 国内産有機活性発芽玄米100％　発芽玄米そのままの旨みと甘み

商品ID：96356919 商品ID：96356925

JAN：4906657555602 JAN：4983588600144

粉類＞葛 粉類＞米粉・玄米粉

国内産有機生姜と本葛を使用　お湯を注ぐだけで手軽 　やさしい甘さと生姜の辛み　砂

糖不使用

国内産有機生姜100％

個包装なので携帯に便利

生姜紅茶や生姜湯などに

商品ID：96356077 商品ID：96356605
型番：6799 型番：6807

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞生姜・蓮根・よもぎ 粉類＞生姜・蓮根・よもぎ

オーサワメープルしょうが湯32g(8g

×4)

オーサワ国産有機温感生姜

15g(500mg×30包)
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販売価格(税抜) 423円 販売価格(税抜) 423円

販売価格(税抜) 702円

商品ID：96359026
型番：6673
JAN：4932828066738

オーサワ地粉グルテン粉 100g

岩手産小麦100％の小麦タンパク　パンやコーフー作りなどに

型番：6669 型番：6670
JAN：4932828066691 JAN：4932828066707

粉類＞中力粉・地粉

オーサワ北米産 有機全粒粉(薄

力粉)500g

オーサワ北米産 有機全粒粉(強

力粉)500g

北米産有機小麦100％　小麦の栄養まるごと　天ぷら、菓子などに 北米産有機小麦100％　小麦の栄養まるごと　パン、うどんなどに

商品ID：96359020 商品ID：96359023

かわしま屋　商品カタログ

粉類＞薄力粉 粉類＞強力粉
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販売価格(税抜) 619円 販売価格(税抜) 426円

販売価格(税抜) 416円 販売価格(税抜) 400円

販売価格(税抜) 431円 販売価格(税抜) 3,857円

販売価格(税抜) 468円

商品ID：96356901
型番：9070
JAN：4932828090702

オーサワの有機オレンジジャム

210g

有機オレンジを贅沢に使用　甘みと苦みのバランスが絶妙　砂糖不使用

型番：a1118 型番：1321
JAN：3288131118208 JAN：4560118764028

ジャム＞

ミトクアビイサンフェルム有機ブルー

ベリージャム220ｇ

オーサワ国産なつめエキス220g

ブルーベリーの豊かな風味と濃厚な味わい 希少な国内産なつめ100％　クセがなく味わい豊か

商品ID：94925384 商品ID：94539705

JAN：3288131118253 JAN：3288131118154

ジャム＞ ジャム＞

オレンジのマイルドな酸味と苦み いちご本来のすっきりとした甘酸っぱさ

商品ID：94056636 商品ID：94925382
型番：a0992 型番：a1117

ジャム＞ ジャム＞

アビィ・サンフェルムオレンジジャム

220g

ミトクアビイサンフェルム有機ストロ

ベリージャム220ｇ

商品ID：56195469 商品ID：83601192
型番：a0096 型番：a0462
JAN：4571280163502 JAN：

龍神梅ジャム(粗製糖)270ｇ

【5000円以上送料無料】

龍神梅ジャム(てんさい糖)150ｇ

【5000円以上送料無料】

青梅と喜界島粗糖だけで漬け込んだ梅をジャムにしました。 青梅と北海道産ビート（甜菜）原料のグラニュー糖だけで作ったジャムです。

かわしま屋　商品カタログ

ジャム＞ ジャム＞
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販売価格(税抜) 741円 販売価格(税抜) 741円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 312円

販売価格(税抜) 602円 販売価格(税抜) 13,370円

販売価格(税抜) 320円 販売価格(税抜) 400円
JAN：4932828001456 JAN：4935428002014

一番搾りごま油使用 津和野産の無農薬栽培の柚子に四種類の唐辛子、木の実、ごまをブレンドしたもので

す。

商品ID：93833077 商品ID：101171309
型番：145 型番：a1310

スパイス・薬味＞ラー油 スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪

オーサワ胡麻らー油30ｇ ゆず七味25g-河田園-

商品ID：92190218 商品ID：92601460
型番：1363 型番：a0851
JAN：4932828013633 JAN：

オーサワの有機生姜しぼり200ｍ

ｌ

オーサワの豆板醤（業務用）

国内産有機生姜使用　　砂糖不使用 動物性原料・砂糖不使用　　国内産大豆・唐辛子使用

型番：a0680 型番：3768
JAN：4977605100274 JAN：4514792900418

スパイス・薬味＞しょうが スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪

ひょうたん型七味入れ（国産サク

ラ製）

オーサワ生おろしわさび40ｇ

国産サクラ100%使用の上質なひょうたん型の七味入れ 長野産本わさび使用。おろしたての香りと自然な辛み

商品ID：90343583 商品ID：91448775

JAN： JAN：

スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪 スパイス・薬味＞わさび

奥八女の旧・矢部村の柚子と唐辛子を天然塩だけで熟成させました。香の高さと程よい

辛さが魅力です。

奥八女の旧・矢部村の柚子と唐辛子を天然塩だけで熟成させました。香の高さと程よい

辛さが魅力です。

商品ID：63775595 商品ID：66330051
型番：a0230 型番：a0473o

かわしま屋　商品カタログ

スパイス・薬味＞ゆず スパイス・薬味＞ゆず

高山さんの赤いゆずごしょう（柚子

胡椒赤）120g

高山さんの青いゆずごしょう（柚子

胡椒青）120g
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販売価格(税抜) 880円 販売価格(税抜) 880円

販売価格(税抜) 2,480円 販売価格(税抜) 980円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 162円 販売価格(税抜) 405円

型番：2530 型番：6912
JAN：4900226130139 JAN：4971066300075

オーサワ有機鷹の爪5g オーサワ七味とうがらし15g

島根産有機鷹の爪100％ 島根県奥出雲吉田町産原料100％ 春菊・人参・ごぼう入りのオリジナル七味

香り高く、マイルドな辛み

商品ID：94540182 商品ID：96355942

JAN：4902012314204 JAN：4538235000060

スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪 スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪

北海道産有機からし種子100％

豊かな香りとツンとした辛み

カナダ産有機からし種子使用　芳醇な香りとまろやかな辛み

商品ID：94539720 商品ID：94539723
型番：1483 型番：2320

スパイス・薬味＞からし・マスタード スパイス・薬味＞からし・マスタード

オーサワ北海道からし（粉タイプ）

15g

オーサワ粒入マスタード80g

商品ID：72655795 商品ID：73103944
型番：a0323 型番：a0300
JAN： JAN：

粒山椒-和歌山県有田郡産ぶどう

山椒100%-100g【送料無料】

粒山椒-和歌山県有田郡産ぶどう

山椒100%-20g【送料無料】*

メール便での発送*

和歌山県有田郡で栽培された極上の国産ぶどう山椒（大ぶり）粒です。 和歌山県有田郡で栽培された極上の国産ぶどう山椒（大ぶり）粒です。

型番：a0059c 型番：a0059a
JAN： JAN：

スパイス・薬味＞山椒 スパイス・薬味＞山椒

山椒 -和歌山産粉山椒-10g

【送料無料】*メール便での発送*

山椒 -和歌山産粉山椒-【メール

便送料無料】

極上の国産ぶどう山椒を使用した最高級の山椒 極上の国産ぶどう山椒を使用した最高級の山椒【メール便送料無料】

商品ID：49944663 商品ID：47252240

かわしま屋　商品カタログ

スパイス・薬味＞山椒 スパイス・薬味＞山椒
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販売価格(税抜) 288円 販売価格(税抜) 288円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 335円
JAN：4582308310112 JAN：4932828069036

有機こしょう100％　やわらかな辛みと香り　辛みや色合いを抑えた料理に 動物性原料・砂糖不使用

国内産大豆・唐辛子使用

熟成された辛味と旨み

商品ID：96355956 商品ID：96356922
型番：6920 型番：6903

スパイス・薬味＞胡椒 スパイス・薬味＞唐辛子・鷹の爪

オーサワ有機白コショウ(パウ

ダー)25g

オーサワの豆板醤85g

商品ID：96355948 商品ID：96355954
型番：6918 型番：6919
JAN：4582308310099 JAN：4582308310075

オーサワ有機黒コショウ(パウ

ダー)25g

オーサワ有機黒コショウ(粒)25g

有機こしょう100％　ピリッとした辛み、爽やかな香り 有機こしょう100％　ピリッとした辛み、爽やかな香り

かわしま屋　商品カタログ

スパイス・薬味＞胡椒 スパイス・薬味＞胡椒
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販売価格(税抜) 666円 販売価格(税抜) 1,840円

販売価格(税抜) 1,840円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 1,112円 販売価格(税抜) 499円

販売価格(税抜) 544円 販売価格(税抜) 544円
JAN： JAN：

おいしさそのままの、カフェインレスの有機紅茶 どんな料理ともよく合う クセのない味わい

商品ID：94056986 商品ID：94056991
型番：a0993 型番：a0994

紅茶・コーヒー＞紅茶 紅茶・コーヒー＞ハーブティー

グラナムデカフェ イングリッシュブレッ

クファストティー32ｇ（16袋）

グラナムルイボスティー32ｇ（16

袋）

商品ID：93481518 商品ID：93833079
型番：215 型番：209
JAN：4932828002156 JAN：4932828002095

オーサワたんぽぽコーヒー（粒）

100ｇ

オーサワブラックココア120ｇ

タンポポの根100％ 煮出しタイプ 有機ココア100％ほろ苦く、豊かな香り　砂糖不使用

型番：6418 型番：1346
JAN：4543534000048 JAN：4932828013466

紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品 紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品

オーサワ有機栽培みどりのルイボス

茶175ｇ（3.5ｇ×50包）

オーサワの有機玄米珈琲100ｇ

有機ルイボス茶葉使用　爽やかで飲みやすい 国内産有機玄米100％　ほろ苦く香ばしい

商品ID：92065115 商品ID：92190213

JAN：4580130001215 JAN：4543534000024

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品

アラビカ種使用　芳醇な香りと程よい酸味 有機発酵ルイボス茶葉使用　香り豊かでまろやかな味わい

商品ID：91448370 商品ID：91448441
型番：6454 型番：2076

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞ハーブティー

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸﾏｳﾝﾃﾝ有機ｲﾝｽﾀ

ﾝﾄｺｰﾋｰ(袋)80ｇ

オーサワ有機栽培ルイボス茶

175g(3.5g×50包)
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販売価格(税抜) 990円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 554円 販売価格(税抜) 612円

販売価格(税抜) 612円 販売価格(税抜) 612円

販売価格(税抜) 612円 販売価格(税抜) 612円

型番：a1033 型番：a1034
JAN： JAN：

グラナム　ジンジャーハーブティー32

ｇ（16袋）

グラナム　ダージリンティー32ｇ

（16袋）

ノンカフェインで、寒い夜には特におすすめです。 マスカットフレーバーと呼ばれる花のような芳醇な香りがします

商品ID：96351286 商品ID：96351288

JAN： JAN：

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞紅茶

リラックス効果抜群！ほのかなりんごのような香り 豊かで強い風味はミルクティーにぴったり

商品ID：96351281 商品ID：96351283
型番：a1031 型番：a1032

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞紅茶

グラナム　カモミールティー14ｇ

（16袋）

グラナム　イングリッシュブレックファー

ストティー32ｇ（16袋）

商品ID：94926576 商品ID：96351280
型番：a1129 型番：a1030
JAN： JAN：

ミトクグラナム有機ウェルネスティー

（エキナセア＆ユーカリブレンド）

32ｇ（16袋入り）

グラナム　ルイボスチャイティー36ｇ

（16袋）

キク科のエキナセア、エルダーフラワー、ユーカリのブレンドティー。 スパイシーな香りを楽しめるルイボスブレンド

型番：216 型番：217
JAN：4930035948175 JAN：4952399710175

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞ハーブティー

オーサワタンポポ100 90g オーサワたんぽぽゴールド60g

タンポポの根100％　ドリップタイプ

コクのある甘みとほのかな苦み

タンポポの根100％

便利なインスタントタイプ

コクのある甘みとほのかな苦み

商品ID：94428088 商品ID：94428089

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品 紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品
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販売価格(税抜) 612円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 680円

販売価格(税抜) 1,258円 販売価格(税抜) 1,037円

販売価格(税抜) 1,037円 販売価格(税抜) 400円

商品ID：98370623 商品ID：102633929
型番：a1218 型番：a1331
JAN：4938627002465 JAN：4961332003410

カフェインレスコーヒーレギュラー

（有機栽培・粉200ｇ）　ウィン

ドファーム特製

ひしわ　生姜紅茶ＴＢティーポット

用3g×8P

妊娠中・授乳中の女性をはじめ、どなたにも安心してお飲みいただける”有機栽培”のカ

フェインレスコーヒーです。カフェインカット率99.9％

ケニア紅茶と国産生姜が出会い、 スパイシーで風味豊かな生姜紅茶に仕上がりました！

型番：a1215 型番：a1217
JAN：4938627000102 JAN：4938627002458

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞紅茶

カフェインレスコーヒードリップバッグ

（有機栽培・10ｇ*10袋入）

ウィンドファーム特製

カフェインレスコーヒーレギュラー

（有機栽培・豆200ｇ）ウィンド

ファーム特製

妊娠中・授乳中の女性をはじめ、どなたにも安心してお飲みいただける”有機栽培”のカ

フェインレスコーヒーです。カフェインカット率99.9％

妊娠中・授乳中の女性をはじめ、どなたにも安心してお飲みいただける”有機栽培”のカ

フェインレスコーヒーです。カフェインカット率99.9％

商品ID：98370615 商品ID：98370619

JAN： JAN：4938627000294

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

爽やかなミントに甘みをプラスしました 妊娠中・授乳中の女性をはじめ、どなたにも安心してお飲みいただける”有機栽培”のカ

フェインレスコーヒーです。カフェインカット率99.9％

商品ID：96351354 商品ID：98370613
型番：a1037 型番：a1214

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

グラナム　リコリスペパーミントティー

30ｇ（20袋）

カフェインレスコーヒードリップバッグ

（有機栽培・10ｇ*5袋入）

ウィンドファーム特製

商品ID：96351289 商品ID：96351350
型番：a1035 型番：a1036
JAN： JAN：

グラナム　マテミントティー24ｇ

（16袋）

グラナム　チャイスパイスブラック

ティー45ｇ（20袋）

独特の芳ばしいフレーバーに爽やかなミントの味わい エキゾチックでコク深い！!ミルクとの相性バッチリ

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞紅茶
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 1,440円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 1,080円
JAN：5011835100808 JAN：4529502350018

有機穀物でつくったコーヒー風飲料

程よい苦味と甘み

ノンカフェイン

穀物でつくったコーヒー風飲料　苦味と甘みが強くコクがある

商品ID：94540344 商品ID：94540348
型番：2032 型番：2035

紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品 紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品

オーサワオーガニックノーカフ（穀物

飲料）100g

オーサワ野茶い焙煎 チコリーコー

ヒー100g

商品ID：94539682 商品ID：94539684
型番：1608 型番：2092
JAN：4967728190917 JAN：4545619000011

オーサワショットワンカフェ有機イタリ

アーノ70g(7g×10袋)

オーサワマカイバリ紅茶50g

苦味の中にまろやかな旨味があるカップにセットし手軽にドリップ 世界の紅茶ファンを魅了する　夏摘みの紅茶　果物のような芳醇な香り

型番：80331 型番：1606
JAN：4560152770320 JAN：4961332000853

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞紅茶

創健社 カフェアフリカ・バラカ80G

瓶

オーサワ農薬を使わずに育てた紅

茶（ティーバッグ）44g(2.2g×

20P)

タンザニアのブコバ地方で収穫された有機栽培の手摘みの豆を１００％使用したパウ

ダー状のインスタントコーヒーです。味・香り・後味ともに抜群のおいしさ。（「アフリカフェ」か

ら商品名が変更になりました。）

農薬不使用茶葉使用

フレッシュな香りと渋みを押さえたコクのある味

商品ID：98078785 商品ID：94539681

JAN：4961332004240 JAN：4961332004301

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞紅茶

希少な「国産有機レモングラス」と高知県産生姜チップを使用した、

爽やかでほんのりスパイシーなハーブブレンドティーです。

マイルドな有機ルイボスティーに生姜のスパイシーな風味が加わりすっきりとした味わいに！

商品ID：102633942 商品ID：102634319
型番：a1333 型番：a1332

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞紅茶 紅茶・コーヒー＞紅茶

ひしわ　国産ジンジャー＆レモング

ラスＴＢティーポット用3ｇ×8Ｐ

ひしわ　ジンジャー＆ルイボスティー

TBティーポット用　3ｇ×8ｐ
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販売価格(税抜) 675円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 630円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 129円 販売価格(税抜) 405円

型番：6406 型番：6407
JAN：4947812006805 JAN：4967728230422

オーサワＥＣＯ・ＢＬＡＣＫ

195g

オーサワオーガニック　カフェグラッセ

（無糖）1L

有機コーヒー豆100％使用

無糖　すっきりとしたマイルドな味わい

環境にもやさしい紙容器入り

紀州備長炭でじっくり焙煎

柔らかな苦みと深い味わい

商品ID：96355588 商品ID：96355591

JAN：4967728260139 JAN：4967728211216

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

有機熟成コーヒー豆使用　深煎りタイプ　上質な苦みとコク 苦みの中にまろやかな旨みがある　カップにセットし手軽にドリップ

商品ID：96355573 商品ID：96355583
型番：6393 型番：6395

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸｺｰﾋｰ(ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾚ

ﾝﾄﾞ・粉)180g

オーサワｼｮｯﾄﾜﾝｶﾌｪ 有機ｲﾀﾘｱｰﾉ

175g(7g×25袋)

商品ID：96355565 商品ID：96355570
型番：6391 型番：6392
JAN：4967728260122 JAN：4967728260115

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸｺｰﾋｰ(ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾞ

ﾚﾝﾄﾞ・粉)180g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸｺｰﾋｰ(ﾒﾛｳﾌﾞﾚﾝ

ﾄﾞ・粉)180g

有機コーヒー豆使用

ソフトな酸味の中に上質な苦みと甘みが調和

有機熟成コーヒー豆を使用　中煎りタイプ　マイルドな酸味と柔らかな甘み

型番：6389 型番：6390
JAN：4571321730502 JAN：4961332004578

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

オーサワｻﾐｰｺﾞ ｶﾌｪｲﾝﾚｽｵｰｶﾞﾆｯｸ

ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ50g

オーサワ農薬を使わずに育てたｱｯｻ

ﾑﾌﾞﾚﾝﾄﾞ紅茶TB40g(2g×20P)

有機アラビカ種使用　99.8％カフェインカット　コクと風味はそのまま 農薬不使用茶葉使用　しっかりとしたコクのあるブレンド紅茶　ミルクティーなどによく合う

商品ID：96355555 商品ID：96355558

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞紅茶
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販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 432円

販売価格(税抜) 324円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 898円

販売価格(税抜) 855円 販売価格(税抜) 855円

商品ID：96355631 商品ID：96355635
型番：6463 型番：6464
JAN：4580122030841 JAN：4580122030834

オーサワカフェ セオリ(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝ

ﾄﾞ･粉）180g

オーサワカフェ セオリ(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝ

ﾄﾞ･豆）180g

アラビカ種使用　コーヒー通も満足できる本格派 アラビカ種使用  豊かな香り

型番：6449 型番：6453
JAN：4524295003745 JAN：4580130001208

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

オーサワﾋﾟｰﾌﾟﾙ･ﾂﾘｰ ﾃﾞｨ･ｶﾌｪ(ｺｰ

ﾋｰﾊﾞｯｸﾞ)80g(8g×10袋)

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸﾏｳﾝﾃﾝ有機ｲﾝｽﾀ

ﾝﾄｺｰﾋｰ(ﾋﾞﾝ)100g

カフェインレス　まろやかな風味とコク　手軽なティーバッグタイプ アラビカ種使用　芳醇な香りと程よい酸味

商品ID：96355620 商品ID：96355628

JAN：4796002196303 JAN：4571321730014

紅茶・コーヒー＞コーヒー 紅茶・コーヒー＞コーヒー

有機紅茶100％

ミルクティーによく合う

有機アラビカ種使用　99.8％カフェインカット　コクと風味はそのまま

商品ID：96355613 商品ID：96355616
型番：6413 型番：6415

紅茶・コーヒー＞紅茶 紅茶・コーヒー＞コーヒー

オーサワ有機栽培セイロンティー

（ティーバッグ）40g(2g×20P)

オーサワｻﾐｰｺﾞ ｶﾌｪｲﾝﾚｽ ｵｰｶﾞﾆｯｸ

ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ75g

商品ID：96355604 商品ID：96355607
型番：6411 型番：6412
JAN：4582308310143 JAN：4796002197607

オーサワ有機チャイティー30g オーサワ有機栽培アールグレイ

ティー（ティーバッグ）55g(2.2g

×25P)

ウバ紅茶に5種のスパイスをブレンド

本格チャイを手軽に

香り高く深い味わい

有機紅茶100％使用

柑橘系の香り豊か

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞紅茶 紅茶・コーヒー＞紅茶
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販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 450円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 599円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 558円
JAN：4560257580138 JAN：4560257580145

タンポポの根100％　ほのかに香ばしく甘みがある タンポポの根100％　ほのかに香ばしく甘みがある

商品ID：96358038 商品ID：96358048
型番：6434 型番：6435

紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品 紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品

オーサワたんぽぽコーヒー(カップ用

TB)40g(2g×20包)

オーサワたんぽぽコーヒー(カップ用

TB)16g(2g×8包)

商品ID：96358019 商品ID：96358023
型番：6426 型番：6427
JAN：4932828064260 JAN：4932828064277

オーサワの生姜紅茶50g オーサワの生姜紅茶60g(3g×

20TB)

宮崎産有機紅茶使用　生姜の香り高く深みのある味わい 宮崎産有機紅茶使用　生姜の香り高く深みのある味わい

型番：6420 型番：6421
JAN：4580122420093 JAN：4580122420086

紅茶・コーヒー＞紅茶 紅茶・コーヒー＞紅茶

オーサワＧａｓｓ有機ハニーブッ

シュティー32.4g(1.8g×18TB)

オーサワＧａｓｓ有機ルイボス

ティー32.4g(1.8g×18TB)

有機ハニーブッシュ茶葉使用

はちみつのような香りでほのかに甘い

有機発酵ルイボス茶葉使用　香り豊かでまろやかな味わい

商品ID：96358006 商品ID：96358011

JAN：4562153990387 JAN：4580122420062

紅茶・コーヒー＞ハーブティー 紅茶・コーヒー＞ハーブティー

タンポポの根100％

香ばしく深みのある苦み

有機ルイボス茶に高知産特別栽培生姜をブレンド　生姜の香り高く、まろやかな味わい

商品ID：96357996 商品ID：96358002
型番：6417 型番：6419

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞コーヒー代用品 紅茶・コーヒー＞ハーブティー

オーサワたんぽぽコーヒー（ティー

バッグ）90g（3g×30包）

オーサワＧａｓｓ ジンジャールイ

ボスティー30g(2g×15TB)
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販売価格(税抜) 450円

型番：6843
JAN：4961332004028

オーサワ有機国産レモングラスＴ

Ｂ(ﾃｨｰﾎﾟｯﾄ用)20g(2.5g×8P)

佐賀産有機レモングラス100％　爽やかで豊かな香り

商品ID：96358086

かわしま屋　商品カタログ

紅茶・コーヒー＞紅茶
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販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 255円

販売価格(税抜) 170円 販売価格(税抜) 275円

販売価格(税抜) 272円 販売価格(税抜) 290円

販売価格(税抜) 153円 販売価格(税抜) 171円

商品ID：94428090 商品ID：94428091
型番：226 型番：227
JAN：4952399710212 JAN：4932828002286

オーサワヒカリ 有機アップルキャロッ

ト190g

オーサワヒカリ 有機みかんジュース

190g

有機原料100％りんごの甘みでくせがない 国内産有機みかん100％

すっきりした後味

ストレート果汁

型番：6370 型番：238
JAN：4932828063706 JAN：4932828002385

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワの有機玄米甘酒(なめら

か)200ｇ

オーサワ純米甘酒250ｇ

国内産有機玄米使用。砂糖不使用ですが豊かな甘みがあります。 岡山産三分搗き米使用　濃厚な甘み　砂糖不使用

商品ID：91448642 商品ID：94056620

JAN：4932828013602 JAN：4560428270066

ドリンク＞甘酒 ドリンク＞甘酒

国内産原料100％。環境に配慮したカートカン 玄米からつくられた穀物ミルク　やさしい甘さとほのかな香ばしさ

商品ID：91448270 商品ID：91448583
型番：1360 型番：1517

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞豆乳・ライスミルク

オーサワの国内産有機人参ジュー

ス125ｍｌ

オーサワＧＥＮ－ＭＹ・米糖化

飲料195ｍｌ

商品ID：77566460 商品ID：85274581
型番：a0397 型番：6375
JAN： JAN：4932828063751

白甘酒（農薬・添加物不使用）

450g-星六特製-

オーサワの有機玄米甘酒

(粒)250g

七分精米の米と糀を合わせて熟成させて出来た七分あま酒 秋田産有機玄米使用。砂糖不使用。味わい深く、豊かな甘み

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞甘酒 ドリンク＞甘酒
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販売価格(税抜) 999円 販売価格(税抜) 891円

販売価格(税抜) 108円 販売価格(税抜) 108円

販売価格(税抜) 108円 販売価格(税抜) 108円

販売価格(税抜) 153円 販売価格(税抜) 380円
JAN：4932828002422 JAN：4978463030758

フルーティな甘さ アメリカ合衆国カリフォルニア産オーガニック米のみを使用し、岡山県倉敷市の弊社工場で

製造した手作り甘酒です。

商品ID：94428100 商品ID：94925431
型番：236 型番：a1139

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞甘酒

オーサワヒカリ 有機にんじんジュー

ス160g

【マルクラ】有機米使用白米あま酒

250ｇ

商品ID：94428098 商品ID：94428099
型番：233 型番：234
JAN：4952399710083 JAN：4952399710144

オーサワヒカリ オーガニックトマト

ジュース（無塩）190g

オーサワヒカリ オーガニックトマト

ジュース（有塩）190g

完熟トマトのおいしさ 完熟トマトのおいしさ

型番：231 型番：232
JAN：4952399710090 JAN：4952399710113

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワヒカリ 野菜ジュース（無

塩）190g

オーサワヒカリ 野菜ジュース（有

塩）190g

8種類の野菜使用 8種類の野菜使用

商品ID：94428096 商品ID：94428097

JAN：4932828002293 JAN：4982562161008

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

青森産りんご100％

ストレート果汁

すっきりとした甘みと酸味

国内産有機みかん100％

ストレート果汁

程よい甘みと酸味

商品ID：94428093 商品ID：94428094
型番：228 型番：229

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワりんごジュース（ビン）

900ml

オーサワみかんジュース（ビン）

900ml
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販売価格(税抜) 600円 販売価格(税抜) 160円

販売価格(税抜) 238円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 933円 販売価格(税抜) 758円

販売価格(税抜) 250円 販売価格(税抜) 504円

型番：1489 型番：1492
JAN：4562211693946 JAN：4582308310181

オーサワ麹ぐると(ブルーベリー)・米

発酵飲料150g

オーサワﾊﾞｲｵﾌｰｽﾞ･ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｺﾅｯ

ﾂﾐﾙｸ  400ml400ml

お米でつくった植物性乳酸菌入り飲料　ブルーベリーのフルーティーな味わい　砂糖不使用 お菓子やエスニック料理に　ほのかに甘くクリーミーな味わい

商品ID：94539203 商品ID：94539205

JAN： JAN：

ドリンク＞豆乳・ライスミルク ドリンク＞豆乳・ライスミルク

米麹を１００％使用した贅沢な甘酒です。お好みで2～3倍に薄めてお召し上がりくださ

い。他の穀物から来る雑味が無く、糀だけのさわやかな風味を味わえます。 もちろん農薬・

添加物を使用せずに手造りで造り上げました。

玄米と米糀を合わせて熟成させました。

商品ID：44328234 商品ID：77566462
型番：a0021 型番：a0398

ドリンク＞甘酒 ドリンク＞甘酒

甘酒（麹だけのあま酒）*無農

薬・無添加 450g （3倍に薄め

て飲みます）

玄米甘酒（農薬・添加物不使

用）450g-星六特製-

商品ID：88098805 商品ID：48981297
型番：1516 型番：a0141
JAN：4932828015163 JAN：4978463597015

オーサワのライス＆ソイドリンクタイプ

（黒ゴマ）180g【送料無料】*

メール便での発送*

玄米あま酒 有機米使用(マルク

ラ)250g【5000円以上送料無

料】

国内産の有機玄米をまるごと使用。国内産豆乳と黒ごまを合わせ 100％有機玄米を使用。砂糖・水飴不使用。こうじのまろやかな甘みをご賞味ください。

型番：a1349 型番：1356
JAN：4535256150255 JAN：4901616809000

ドリンク＞豆乳・ライスミルク ドリンク＞甘酒

おたまや　かんたん 甘酒（120g

袋詰）粉末 パウダー【送料無料】

*メール便での発送*

オーサワ緑でサラナ160ｇ

いつでもどこでも栄養補給！お湯を注ぐだけのかんたん甘酒 酒粕仕様 特定保健用食品コレステロールが気になる方に

商品ID：102855352 商品ID：91448066

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞甘酒 ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース
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販売価格(税抜) 162円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 135円 販売価格(税抜) 117円

販売価格(税抜) 117円 販売価格(税抜) 155円

販売価格(税抜) 214円 販売価格(税抜) 162円

商品ID：94539860 商品ID：94539862
型番：1373 型番：2022
JAN：4997150020001 JAN：4562119210016

オーサワ金城の華2L オーサワ天恵水500ml

島根県金城町の花崗岩下から噴出した天然水 自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水

型番：1371 型番：1372
JAN：4997150005008 JAN：4997150010002

ドリンク＞ミネラルウォーター ドリンク＞ミネラルウォーター

オーサワ金城の華500ml オーサワ金城の華1L

島根県金城町の花崗岩下から噴出した天然水 島根県金城町の花崗岩下から噴出した天然水

商品ID：94539857 商品ID：94539859

JAN：4963809000854 JAN：4952399710458

ドリンク＞ミネラルウォーター ドリンク＞ミネラルウォーター

国内産特別栽培大豆100％使用　濃厚な大豆の甘みと旨み 有機りんご・レモン果汁使用

砂糖不使用

自然で爽やかな甘みと酸味

商品ID：94539222 商品ID：94539851
型番：2029 型番：1357

ドリンク＞豆乳・ライスミルク ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワ豆乳で元気125ml オーサワヒカリ オーガニックアップルサ

イダー＋レモン250ml

商品ID：94539211 商品ID：94539220
型番：1497 型番：1518
JAN：8019428004011 JAN：4562211693847

オーサワライスドリンク(ブリッジ)オリ

ジナル200ml

オーサワ麹ぐると(ゆず)・米発酵飲

料150g

有機米からつくられた穀物ミルク　ほのかな甘み、まろやかな味わい お米でつくった植物性乳酸菌入り飲料　ゆず風味で爽やかな味わい　砂糖不使用

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞豆乳・ライスミルク ドリンク＞豆乳・ライスミルク
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販売価格(税抜) 306円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 144円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 252円 販売価格(税抜) 720円
JAN：4909112800132 JAN：4993199954451

国内産原料100％　雪下で一冬寝かせた人参の甘みと生姜の風味　とろりとした濃厚な

味わい

水を一滴も加えず作ったフルーティな味わい

商品ID：94539889 商品ID：94539890
型番：1379 型番：2007

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワ雪国生まれのおいしい人

参ジュース(生姜入)200ml

オーサワトマトジュース 純トマト

（食塩無添加）1L

商品ID：94539882 商品ID：94539884
型番：1355 型番：1356
JAN：4901616807488 JAN：4901616809000

オーサワ健康道場・おいしい青汁

（ペットボトル）900g

オーサワ緑でサラナ160g

野菜汁・果汁100％　独自のすりつぶし製法、フレッシュピューレ製法採用　たっぷりのセン

イ質が感じられる濃厚なの飲み心地

特定保健用食品

コレステロールが気になる方に

ブロッコリー・キャベツ由来の

型番：1358 型番：1354
JAN：4958655030063 JAN：4901616807471

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワあずき美人茶（ペットボト

ル）500ml

オーサワ健康道場・おいしい青汁

（缶）160g

小豆を天然水で煮出した無糖飲料

ほんのりとした小豆の風味

野菜汁・果汁100％　独自のすりつぶし製法、フレッシュピューレ製法採用　たっぷりのセン

イ質が感じられる濃厚なの飲み心地

商品ID：94539874 商品ID：94539878

JAN：4562119210023 JAN：

ドリンク＞茶・ティー ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水 自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水

商品ID：94539865 商品ID：94539871
型番：2023 型番：2026

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞ミネラルウォーター ドリンク＞ミネラルウォーター

オーサワ天恵水2L オーサワ天恵水20L
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販売価格(税抜) 153円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 126円

型番：2019 型番：2027
JAN：4906251081019 JAN：4952399710335

オーサワ有機オレンジじゅうす

250ml

オーサワヒカリ オーガニックりんご

ジュース190g

有機バレンシアオレンジ100％使用 有機りんご100％

商品ID：94539921 商品ID：94539923

JAN：4906251079849 JAN：4906251079993

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

生食用有機りんご100％使用 有機ぶどう100％使用

商品ID：94539914 商品ID：94539918
型番：2017 型番：2018

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワ有機あっぷるじゅうす

250ml

オーサワ有機ぐれいぷじゅうす（ナ

イアガラ）250ml

商品ID：94539907 商品ID：94539912
型番：2015 型番：2016
JAN：4906251079832 JAN：4906251040306

オーサワ有機ぐれいぷじゅうす（コ

ンコード）250ml

オーサワ有機あっぷるじゅうす

710ml

有機ぶどう100％使用 生食用有機りんご100％使用

型番：2012 型番：2014
JAN：4952399710298 JAN：4906251039300

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワヒカリ 有機果実と野菜の

ジュース190g

オーサワ有機ぐれいぷじゅうす（コ

ンコード）710ml

おいしく野菜がとれる 有機ぶどう100％使用

商品ID：94539892 商品ID：94539902

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

P.149　　　  　　



販売価格(税抜) 82円 販売価格(税抜) 119円

販売価格(税抜) 128円 販売価格(税抜) 126円

販売価格(税抜) 153円 販売価格(税抜) 129円

販売価格(税抜) 126円 販売価格(税抜) 135円

商品ID：96356086 商品ID：96356087
型番：6792 型番：6812
JAN：4580122420192 JAN：4972077018263

オーサワ有機ﾙｲﾎﾞｽ・ﾗｲﾄ(ﾍﾟｯﾄﾎﾞ

ﾄﾙ)350ml

オーサワいつもの黒豆エキス（北

海道産黒豆使用）カート缶

125ml

非発酵タイプ「グリーンルイボス」茶葉100％使用　クセがなく飲みやすい　お子様にも 北海道産黒大豆100％使用

ORAC値（活性酸素吸収力）2,000ORAC/100ml

型番：6853 型番：6782
JAN：4952399710540 JAN：4582365160514

ドリンク＞茶・ティー ドリンク＞茶・ティー

オーサワﾋｶﾘｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ

(ゆず風味)ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ280ml

オーサワスッキリドリンク碁石茶

195g

有機果汁使用　水分補給に適したアイソトニック飲料　爽やかなゆずの風味　砂糖不使

用

高知県大豊町産茶葉100％使用　植物性乳酸菌含有の完全発酵茶　爽やかな酸味

商品ID：96356078 商品ID：96356082

JAN：4901735020485 JAN：4952399710526

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞茶・ティー

長野産りんごを搾った１００％ストレートジュースです。（混濁タイプ・ビタミンＣ無添

加）

有機ぶどう・レモン果汁使用　砂糖不使用　自然な甘み、ぶどうの豊かな香り

商品ID：97879723 商品ID：96356075
型番：91164 型番：6791

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

創健社 りんごしぼり190G オーサワヒカリ　オーガニックぶどうサ

イダー＋レモン250ml

商品ID：97879716 商品ID：97879719
型番：90303 型番：90951
JAN：4901735000456 JAN：4901735016860

創健社 丹沢サイダー250ML 創健社 黒米入り五穀大黒茶

(PET)500ML

神奈川県丹沢山系がつくり出したおいしい水を使った、むかし懐かしいサイダー。甘さ控え

目。

国内産の黒米に、五穀をバランスよくブレンドしてすっきりとしたのどごし、また香ばしく仕上げ

ました。

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞茶・ティー
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販売価格(税抜) 126円 販売価格(税抜) 132円

販売価格(税抜) 455円 販売価格(税抜) 3,258円

販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 1,305円
JAN：4909112200031 JAN：8697404760177

長野産完熟ふじりんご100％　ストレート果汁　爽やかな甘みと酸味 有機ざくろ100％　すっきりとした甘みと爽やかな酸味　ストレート果汁

商品ID：96356110 商品ID：96356112
型番：6785 型番：6798

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワいち粒 りんごジュース

200ml

オーサワBarabu 有機ざくろジュー

ス1000ml

商品ID：96356105 商品ID：96356107
型番：6783 型番：6784
JAN：4909112200048 JAN：4909112200017

オーサワ雪を割り掘り起した人参

ジュース200ml

オーサワ雪国育ちのおいしい人参

ジュース(りんご果汁入)200ml

国内産原料100％　雪下で一冬寝かせた人参使用　とろりとした濃厚な味わい 国内産原料100％　雪下で一冬寝かせた人参の甘みとりんごの酸味　とろりとした濃厚な

味わい

型番：6775 型番：6776
JAN：4560336112519 JAN：4560336112342

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワ有機ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ｢紺

碧の恋｣100ml

オーサワ有機ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ｢紺

碧の恋｣710ml

北海道産有機ブルーベリー100%　完熟ブルーベリーの濃厚な風味と甘み、爽やかな酸

味

北海道産有機ブルーベリー100%　完熟ブルーベリーの濃厚な風味と甘み、爽やかな酸

味

商品ID：96356100 商品ID：96356103

JAN：4531711002206 JAN：4947812007390

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

有機黒茶葉100％使用　プーアール茶の豊かな香りとさっぱりとした味わい 鹿児島産有機緑茶100％使用　すっきりとした味わい　酸化防止剤不使用

商品ID：96356091 商品ID：96356099
型番：6936 型番：6939

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞茶・ティー ドリンク＞茶・ティー

オーサワ有機金花プーアール茶

(ペットボトル)500ml

オーサワにっぽんのお茶(緑茶)ペッ

トボトル500ml
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販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 972円 販売価格(税抜) 986円

販売価格(税抜) 326円 販売価格(税抜) 1,544円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 3,672円

型番：6362 型番：6778
JAN：4961719001220 JAN：4562119210023

オーサワストレート 桜あまざけ

310g

オーサワ天恵水(2L)12本ｾｯﾄ2L

×12本

新潟産米、愛媛産桜葉使用　ほんのり香る桜の風味　砂糖不使用 自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水

商品ID：96356563 商品ID：96356887

JAN：4560336112038 JAN：4560336112335

ドリンク＞甘酒 ドリンク＞ミネラルウォーター

北海道産有機キャンベルスアーリー100%　黒ぶどうの濃厚な甘みと程よい酸味 北海道産有機キャンベルスアーリー100%　黒ぶどうの濃厚な甘みと程よい酸味

商品ID：96356148 商品ID：96356149
型番：6860 型番：6861

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワ有機ぶどうｼﾞｭｰｽ｢群青の

瞳｣ 180ml180ml

オーサワ有機ぶどうｼﾞｭｰｽ｢群青の

瞳｣ 710ml710ml

商品ID：96356138 商品ID：96356139
型番：6855 型番：6856
JAN：4562118550243 JAN：4562118550656

オーサワ有機生活の人参ジュース

(りんご果汁入り)1000ml

オーサワ有機生活の人参ジュース

(生姜入り)1000ml

国内産原料100％　人参の果肉感を残した濃厚な味わい　人参とりんごのやさしい甘み 国内産原料100％　人参の果肉感を残した濃厚な味わい　やさしい甘さとほのかな生姜

の風味

型番：6851 型番：6852
JAN：4792038504006 JAN：4571109822627

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース

オーサワオーガニックココナッツウォー

ター330ml

オーサワアセロラ１００500ml

スリランカ産有機ココナッツ100%使用 ほのかな甘みで飲みやすい　スポーツドリンクとして

も

アセロラ100％使用　爽やかな酸味と、ほのかな甘み

商品ID：96356131 商品ID：96356133

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース
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販売価格(税抜) 3,888円 販売価格(税抜) 1,530円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 279円
JAN：4560336112366 JAN：4901033630034

北海道産有機サジー100%　濃厚な風味と強い酸味 有機大豆100％使用　すっきりとした味わい

商品ID：96357959 商品ID：96359359
型番：6864 型番：6190

ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース ドリンク＞豆乳・ライスミルク

オーサワ有機ｼｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ｢橙色

の悦｣710ml

オーサワ有機豆乳 無調整1L

商品ID：96356889 商品ID：96357952
型番：6779 型番：6863
JAN：4562119210016 JAN：4560336112977

オーサワ天恵水(500ml)24本ｾｯ

ﾄ500ml×24本

オーサワ有機ｼｰﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ｢橙色

の悦｣300ml

自然に囲まれた秩父古生層から湧き出る天然水 北海道産有機サジー100%　濃厚な風味と強い酸味

かわしま屋　商品カタログ

ドリンク＞ミネラルウォーター ドリンク＞果物ジュース・野菜ジュース
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販売価格(税抜) 330円 販売価格(税抜) 375円

販売価格(税抜) 391円 販売価格(税抜) 336円

販売価格(税抜) 160円 販売価格(税抜) 160円

販売価格(税抜) 168円 販売価格(税抜) 240円
JAN：4932828066882 JAN：4932828090504

植物性素材でつくったこだわりのラーメン国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいノンフ

ライ乾麺天然醸造味噌と胡麻の風味とコクがたっぷり

有機デュラム小麦粉100％　コシが強く小麦の香り豊か

商品ID：94056609 商品ID：94056612
型番：6688 型番：9050

麺類・もち＞ラーメン 麺類・もち＞パスタ

オーサワのベジ玄米ラーメン(ごまみ

そ)119g(うち麺80g)

オーサワ有機スパゲッティ500ｇ

商品ID：94056597 商品ID：94056604
型番：6685 型番：6687
JAN：4932828066851 JAN：4932828066875

オーサワベジ玄米ラーメン(しょう

ゆ)112ｇ(うち麺80g)

オーサワベジ玄米ラーメン(し

お)112g(うち麺80g)

植物性素材でつくったこだわりのラーメン　国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノ

ンフライ乾麺　本醸造醤油の香り引き立つ

植物性素材でつくったこだわりのラーメン国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいノンフ

ライ乾麺本醸造白たまりを使った香り高く旨みのある塩味

型番：601 型番：406
JAN：4932828006017 JAN：4932828004068

麺類・もち＞ラーメン 麺類・もち＞ラーメン

オーサワ有機よもぎ入玄米もち

300g

オーサワの全粒粉スパゲッティ500

ｇ

国産有機もち玄米100%。よもぎの豊かな風味と口当たり 有機デュラム小麦全粒粉100％　コクのある味わい

商品ID：86548974 商品ID：92190171

JAN：4932828006000 JAN：4932828022901

麺類・もち＞もち 麺類・もち＞パスタ

有機もち玄米100%。杵づきならではの強い粘りとコシ 有機活性発芽玄米使用。コクと甘みのある杵づき餅

商品ID：85274352 商品ID：85274356
型番：600 型番：2290

かわしま屋　商品カタログ

麺類・もち＞もち 麺類・もち＞もち

オーサワ有機玄米もち300g オーサワの有機活性発芽玄米餅

300g
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販売価格(税抜) 217円 販売価格(税抜) 348円

販売価格(税抜) 160円 販売価格(税抜) 200円

販売価格(税抜) 125円 販売価格(税抜) 396円

販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 333円

型番：380 型番：381
JAN：4932828003801 JAN：4932828003818

オーサワかんざきうどん250g オーサワ小豆島てのべうどん250g

国内産小麦粉使用

コシのある平打ち麺

国内産小麦粉使用

コシが強く煮込みうどんに

商品ID：94539384 商品ID：94539387

JAN：4960813312911 JAN：4932828003702

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞うどん・そば

麺は国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で揚げています。動物性原材料を使用

していません。

国内産そば粉・小麦粉使用　甘みあり、香り豊かな太打ち麺

商品ID：98887949 商品ID：94539381
型番：21110 型番：370

麺類・もち＞ラーメン 麺類・もち＞うどん・そば

桜井ベジタリアンのためのラーメン・

醤油１００ｇ【ムソー】

オーサワ田舎そば250g

商品ID：94056979 商品ID：98887928
型番：6686 型番：21135
JAN：4932828066868 JAN：4960813332810

オーサワベジ玄米ラーメン(み

そ)118g(うち麺80g)

桜井ベジカップしょうゆラーメン７８

ｇ【ムソー】

植物性素材でつくったこだわりのラーメン　国内産小麦粉・玄米粉を使った無かんすいのノ

ンフライ乾麺　天然醸造味噌の深みのある味わい

動物性原材料不使用の飽きのこない素朴な味がクセになるラーメンです。国内産小麦粉

の麺と６種類の具に磯の香り際立つあっさり醤油スープがよく合います。カップ容器（どん

ぶり・ふた）は、サトウキビを搾汁した後の芯を利用して成型加工しています。

型番：6675 型番：3739
JAN：4932828066752 JAN：4932828037394

麺類・もち＞ラーメン 麺類・もち＞ラーメン

オーサワ足柄うどん250ｇ オーサワ足柄そば250ｇ

国内産全粒小麦粉使用コクがあり小麦の香り豊か 北海道産そば粉使用　そばの風味豊か

商品ID：94056614 商品ID：94056618

かわしま屋　商品カタログ

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞うどん・そば
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販売価格(税抜) 340円 販売価格(税抜) 306円

販売価格(税抜) 248円 販売価格(税抜) 356円

販売価格(税抜) 389円 販売価格(税抜) 327円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 313円

商品ID：94539407 商品ID：94539409
型番：401 型番：407
JAN：4932828004013 JAN：4960813240580

オーサワ小豆島てのべそうめん

250g

オーサワロングパスタ300g

国内産小麦粉使用

やや太くコシがある

北海道産小麦粉100%

風味よくソフトな食感

型番：396 型番：398
JAN：4965076021334 JAN：4932828003986

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞パスタ

オーサワ手延 葛そうめん250g オーサワ讃岐手延べひやむぎ

300g

国内産小麦粉使用

吉野本葛入りでつるつると滑らかな喉ごし

北海道産小麦粉使用コシがあり爽やかな喉ごし

商品ID：94539401 商品ID：94539403

JAN：8009004130036 JAN：8009004130005

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞うどん・そば

有機デュラム小麦粉100％

コシが強く小麦の香り豊か

有機デュラム小麦全粒粉100％　コクのある味わい

商品ID：94539396 商品ID：94539399
型番：393 型番：394

麺類・もち＞パスタ 麺類・もち＞パスタ

オーサワアルチェネロ有機マカロニ

250ｇ

オーサワアルチェネロ有機全粒粉ス

パゲッティ500g

商品ID：94539389 商品ID：94539391
型番：385 型番：391
JAN：4965076021327 JAN：4995732250150

オーサワ手延 葛うどん200g オーサワよもぎそば250g

国内産小麦粉使用

吉野本葛入りで

シコシコとしたコシの強い麺

北海道産そば粉使用　国内産よもぎの香り高く喉ごしがよい

かわしま屋　商品カタログ

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞うどん・そば
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販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 378円 販売価格(税抜) 441円

販売価格(税抜) 477円 販売価格(税抜) 477円

販売価格(税抜) 522円 販売価格(税抜) 522円
JAN：4978609218033 JAN：4978609218026

特別栽培の玄米によもぎを加えて、ていねいに杵つき製法でつきました。玄米特有の香ば

しさとほのかな甘み、よもぎの香りをご賞味下さい。１個づつ個包装になっています。

特別栽培の玄米を、ていねいに杵つき製法でつきました。白米にはない、玄米特有の香ば

しさとほのかな甘みをご賞味ください。１個づつ個包装になっています。

商品ID：97987614 商品ID：97987619
型番：21803 型番：21802

麺類・もち＞もち 麺類・もち＞もち

ムソー玄米もち・よもぎ〈特別栽培

米使用〉３１５g　　（７個）

【ムソー】

ムソー玄米もち〈特別栽培米使

用〉３１５g　　（７個）【ム

ソー】

商品ID：94540359 商品ID：94540362
型番：604 型番：605
JAN：4932828006048 JAN：4932828006055

オーサワきび入玄米もち300g(6

個)

オーサワあわ入玄米もち300g(6

個)

国産もちきび35％入り 国産もちあわ35％入り

型番：2312 型番：602
JAN：4546201000303 JAN：4932828006024

麺類・もち＞もち 麺類・もち＞もち

オーサワ玄米ビーフン120g(40g

×3個)

オーサワ有機黒豆入玄米もち

300g(6個)

玄米粉100％　つるっとした食感、軽くてクセのない味　熱湯に1分浸けるだけ 黒豆の風味と噛みごたえ

商品ID：94539417 商品ID：94540356

JAN：4571422130010 JAN：4977309038224

麺類・もち＞パスタ 麺類・もち＞もち

九州産大麦100％使用　コシがあって甘みのある半生麺 国内産そば・小麦粉使用　そばの香り豊かな生麺

商品ID：94539412 商品ID：94539414
型番：1485 型番：1486

かわしま屋　商品カタログ

麺類・もち＞パスタ 麺類・もち＞パスタ

オーサワ大麦100％でつくった麺

110g

オーサワ出雲そば200g(100g×2

袋)
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販売価格(税抜) 536円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 248円 販売価格(税抜) 248円

販売価格(税抜) 300円 販売価格(税抜) 315円
JAN：4513769000014 JAN：4902571240693

国内産小麦粉使用　熊本産農薬・化学肥料不使用蓮根粉入り　蓮根のほのかな甘み 有機小麦粉・そば粉使用　やわらかなそばの香りで食べやすい

商品ID：96359436 商品ID：96379832
型番：6689 型番：6678

麺類・もち＞うどん・そば 麺類・もち＞うどん・そば

オーサワ蓮根うどん200g オーサワ黄金の大地 まるごと有機

そば270g

商品ID：96359430 商品ID：96359431
型番：6683 型番：6684
JAN：8009004810891 JAN：8009004810884

オーサワｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機パスタ・フラ

ワー250g

オーサワｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機パスタ・のりも

の250g

有機デュラム小麦粉100％　かわいい花型パスタ　もちもちとした食感でおいしい 有機デュラム小麦粉100％　楽しいのりもの型パスタ　もちもちとした食感でおいしい

型番：6148 型番：6677
JAN：4932828061481 JAN：4902571240655

麺類・もち＞パスタ 麺類・もち＞パスタ

オーサワの有機玄米もち(個包

装)330g(8個)

オーサワ黄金の大地 まるごと有機

うどん300g

杵づきならではの強い粘りとコシ 有機小麦粉100％　小麦の旨みがいきたコシのあるうどん

商品ID：96358175 商品ID：96359428

かわしま屋　商品カタログ

麺類・もち＞もち 麺類・もち＞うどん・そば
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販売価格(税抜) 250円 販売価格(税抜) 625円

販売価格(税抜) 625円 販売価格(税抜) 490円

販売価格(税抜) 472円 販売価格(税抜) 276円

販売価格(税抜) 840円 販売価格(税抜) 312円

商品ID：91448730 商品ID：91452046
型番：6691 型番：540
JAN：4932828066912 JAN：4932828005409

オーサワ焼のり(鹿児島産)全形

10枚入

オーサワ長ひじき30ｇ

鹿児島県出水産海苔使用。磯の香り豊かで甘みがあります。 伊勢志摩産天然ひじき

食感良く磯の香り豊か

型番：3550 型番：505
JAN：4978375130928 JAN：4932828005058

乾物・海藻＞のり 乾物・海藻＞海藻

オーサワ芽ひじき(九州産)50g オーサワ有機切干大根(乾燥)

100ｇ

九州産天然ひじき 長崎産有機大根使用天日乾燥

商品ID：91447897 商品ID：91448205

JAN： JAN：4932828067148

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞乾物

大分県佐伯湾の天然ふのりを手摘みで採り、天日乾燥しました。 上品な旨みのあるだしがとれる白口昆布。北海道函館産天然昆布

商品ID：84317865 商品ID：88098802
型番：a0469 型番：6714

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞昆布

乾燥ふのり（大分県産天然ふのり

-手摘み・天日干し乾燥）30g

オーサワの真昆布75g

商品ID：62268840 商品ID：84317862
型番：6071 型番：a0468
JAN： JAN：

車麩（くるまふ）大型6枚入 乾燥ひじき（大分県産天然ひじ

き-天日干し乾燥）50g

煮くずれせず、口当たりが滑らかです。添加物はもちろんのこと膨張剤も使用していませ

ん。すき焼き、寄せ鍋、味噌汁、スープの具に。

大分県佐伯湾の天然ひじきを天日で乾燥しました。

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞海藻
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販売価格(税抜) 6,240円 販売価格(税抜) 193円

販売価格(税抜) 215円 販売価格(税抜) 424円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 388円

販売価格(税抜) 194円 販売価格(税抜) 680円
JAN：4932828019970 JAN：

北海道産小麦粉使用風味よくしっかりとした食感 鹿児島県の自然栽培しいたけを天日だけで干しました

商品ID：94925306 商品ID：98898806
型番：487 型番：a0578z

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワ切り板麩40ｇ 【40%ＯＦＦ】鹿児島県産（乾

燥しいたけ無農薬・自然栽培・天

日干し）50g

商品ID：93833112 商品ID：94056590
型番：6174 型番：559
JAN：4932828061740 JAN：4966278612016

オーサワ全粒粉車麩のすき焼き風

140ｇ

オーサワ黒潮・土佐のふのり20ｇ

オーサワの全粒粉車麩と国内産野菜使用　車麩のもっちりとした食感と野菜の旨み　砂

糖・動物性原料不使用

高知産　天日乾燥コリコリした食感と豊かな磯の風味

型番：545 型番：6070
JAN：4971889100517 JAN：4902867002042

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞海藻

オーサワ粉末寒天20ｇ（４ｇ×

５袋）

オーサワマルヨネの車麩100ｇ

（12枚）

水戻し不要お菓子づくりや料理に ふっくら滑らかな食感　膨張剤不使用

商品ID：93833065 商品ID：93833066

JAN： JAN：4533544111117

乾物・海藻＞春雨・寒天 乾物・海藻＞乾物

九州産原木栽培 豊かな香りと旨み 国内産丸芋100％　すりたての風味そのまま

商品ID：92600684 商品ID：93481525
型番：6077 型番：357

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワ国内産乾しいたけ（香

信）（業務用）

オーサワフリーズドライ 山いも粉末

20ｇ
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販売価格(税抜) 2,180円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 350円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 1,575円 販売価格(税抜) 1,575円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 238円

型番：558 型番：575
JAN：4952878706002 JAN：4978375123463

オーサワ根昆布粉末50g オーサワ刻あらめ28g

北海道南かやべ産昆布使用

香り高く旨みが濃い

三重産あらめ　磯の香り豊か

商品ID：94540120 商品ID：94540123

JAN：4932828005546 JAN：4932828005553

乾物・海藻＞昆布 乾物・海藻＞海藻

北海道稚内産天然昆布

香り高く甘味があり、澄んだだしがとれる

北海道稚内産天然昆布

澄んだ香り高いだしがとれる

商品ID：94540114 商品ID：94540117
型番：554 型番：555

乾物・海藻＞昆布 乾物・海藻＞昆布

オーサワ利尻昆布100g オーサワ徳用出し昆布（利尻）

120g

商品ID：101653243 商品ID：96356486
型番：a1329 型番：6713
JAN：4571148740517 JAN：4902604901652

大分産　若ひじき30g オーサワ旨しお海苔8切48枚(全

形6枚分)

ひじきの持つ独特な食感を維持する「海水戻し方式」により製法されたひじきです。 鹿児島県出水産海苔使用　圧搾法ごま油と浜御塩で味付け　韓国風の味付けのり

型番：a0578z 型番：a1328
JAN： JAN：4571148740500

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞のり

【40%ＯＦＦ】鹿児島県産（乾

燥しいたけ無農薬・自然栽培・天

日干し）お徳用300g【送料無

料】

長崎産　茎ひじき　50g

鹿児島県の自然栽培しいたけを天日だけで干しました ひじきの持つ独特な食感を維持する「海水戻し方式」により製法されたひじきです。

商品ID：98898807 商品ID：101653242

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞海藻
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販売価格(税抜) 1,242円 販売価格(税抜) 666円

販売価格(税抜) 230円 販売価格(税抜) 234円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 313円

販売価格(税抜) 180円 販売価格(税抜) 243円

商品ID：94540143 商品ID：94540146
型番：516 型番：518
JAN：4902855013043 JAN：4994790200473

オーサワ緑豆はるさめ100g オーサワ乾燥しらたき100g(25g

×4個)

農薬不使用緑豆100％使用

コシが強く喉ごしがよい

農薬・化学肥料不使用ムカゴコンニャク100％使用

型番：509 型番：510
JAN：4932828005096 JAN：4978375030303

乾物・海藻＞春雨・寒天 乾物・海藻＞春雨・寒天

オーサワ国内産乾しいたけ(香

信)65g

オーサワ割菜（芋がら）25g

九州産原木栽培 豊かな香りと旨み 徳島産里芋の茎使用

天日乾燥

商品ID：94540136 商品ID：94540139

JAN：4932828004945 JAN：4902855301324

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

国内産小麦使用　滑らかな食感　膨張剤不使用 浙江省産黒きくらげ　シコシコとした食感

商品ID：94540130 商品ID：94540132
型番：494 型番：507

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワこがね麩30g オーサワ木くらげ15g

商品ID：94540126 商品ID：94540128
型番：492 型番：493
JAN：4932828004921 JAN：4932828004938

オーサワ国内産乾しいたけ(どん

こ)100g

オーサワ国内産乾しいたけ(どん

こ)50g

九州産原木栽培　豊かな香りと旨み 九州産原木栽培椎茸　豊かな香りと旨み

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物
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販売価格(税抜) 576円 販売価格(税抜) 388円

販売価格(税抜) 532円 販売価格(税抜) 495円

販売価格(税抜) 216円 販売価格(税抜) 216円

販売価格(税抜) 1,062円 販売価格(税抜) 180円
JAN：4932828016191 JAN：4902855301515

九州産原木栽培　豊かな香りと旨み しゃきしゃきとした歯ごたえとほのかな苦み

商品ID：94540172 商品ID：94540178
型番：1619 型番：1624

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワ国内産乾しいたけ（未選

別）90g

オーサワ金針菜50g

商品ID：94540162 商品ID：94540165
型番：1614 型番：1615
JAN：4582316791125 JAN：4582316791323

オーサワ広島県産有機千切り大

根50g

オーサワ広島県産有機割干し大

根50g

広島産有機大根使用 広島産有機大根使用

型番：1611 型番：1613
JAN：4932828016115 JAN：4965228007001

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワ乾燥まいたけ（新潟産）

30g

オーサワ比叡ゆば（徳用ゆば）

60g

新潟産舞茸使用　遠赤外線乾燥

舞茸の凝縮した味、香り、食感

滋賀産大豆100％使用

大豆のほのかな甘み

商品ID：94540155 商品ID：94540158

JAN：4932828005201 JAN：4932828016108

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

国内産本葛粉100％

歯ごたえよく、つるつるした食感

国内産大豆100％使用消泡剤・膨軟剤不使用大豆の風味がいきている

商品ID：94540149 商品ID：94540152
型番：520 型番：1610

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞春雨・寒天 乾物・海藻＞乾物

オーサワ葛きり100g オーサワの高野豆腐6枚(50g)
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販売価格(税抜) 648円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 369円 販売価格(税抜) 857円

販売価格(税抜) 567円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 393円 販売価格(税抜) 297円

型番：6698 型番：6699
JAN：4932828066981 JAN：4970357001301

オーサワ北海道産 ふのり20g オーサワ芽ひじき（伊勢志摩産）

30g

北海道産

とろみがありコリコリした食感

伊勢志摩産天然ひじき

磯の香り高く、ふっくら柔らか

商品ID：96356437 商品ID：96356442

JAN：4932828066943 JAN：4953930100578

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞海藻

北海道日高産天然昆布

コクと旨みがあるだしがとれる

北海道日高産天然昆布の根

粘りがあり、あっさりとしていてクセがない

商品ID：96356428 商品ID：96356433
型番：6694 型番：6695

乾物・海藻＞昆布 乾物・海藻＞昆布

オーサワ日高産 カット出し昆布

80g

オーサワ根昆布60g

商品ID：94540194 商品ID：96356424
型番：2536 型番：6693
JAN：4971141700073 JAN：4932828066936

オーサワ無漂白かんぴょう30g オーサワ日高産 早煮昆布100g

栃木産ゆうがおの実使用

天日乾燥

北海道日高産天然昆布

柔らかく煮上がり早い

型番：2531 型番：2535
JAN：4932828025315 JAN：4560231460975

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞昆布

オーサワ国内産乾椎茸（スライ

ス）40g

オーサワ青森県産乾燥スライスに

んにく30g

九州産原木栽培　食感よく香り高い 青森産にんにく100％使用

商品ID：94540184 商品ID：94540191

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物
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販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 459円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 288円

販売価格(税抜) 414円 販売価格(税抜) 468円

販売価格(税抜) 307円 販売価格(税抜) 468円

商品ID：96356533 商品ID：96356537
型番：6076 型番：6078
JAN：4532818008016 JAN：4932828060781

オーサワ干しえのき20g オーサワ国内産乾椎茸(切れ

端)50g

大分産えのき使用　シャキシャキとした食感　香り高く旨みのあるだしがとれる 九州産原木栽培椎茸  切れ端部分だけを集めたお徳用　豊かな香りと旨み

型番：6711 型番：6075
JAN：4900378304747 JAN：4932828060750

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワねばる海藻10選20g オーサワ国内産乾しいたけ(香信)

お徳用40g

国内産100％　10種類の海藻をミックス　ねばねば、しゃきしゃきとした歯ごたえが楽しめる 九州産原木栽培　豊かな香りと旨み

商品ID：96356479 商品ID：96356528

JAN：4909531020043 JAN：4902604901249

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞乾物

伊勢志摩産　乾燥タイプ

水に戻せば芽かぶとろろ

三重県伊勢産のり使用　摘みたての生のりをそのまま乾燥　海苔本来の旨みと豊かな香

り

商品ID：96356455 商品ID：96356474
型番：6703 型番：6708

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞のり

オーサワねばねば芽かぶ20g オーサワパッと花咲くばら干し海苔

10g

商品ID：96356446 商品ID：96356449
型番：6701 型番：6702
JAN：4909531060063 JAN：4571106333010

オーサワふのり（伊勢志摩産）

20g

オーサワがごめ昆布50g

伊勢志摩産　磯の香り高くコリコリとした食感 北海道函館産天然がごめ昆布

しっとり柔らか細切りタイプ

香り高く粘りがある

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞昆布
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販売価格(税抜) 216円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 783円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 387円

販売価格(税抜) 414円 販売価格(税抜) 396円
JAN：4932828067155 JAN：4932828060743

島根産天然わかめ　風味よく、濃厚な味わい 九州産有機あらげきくらげ　大きくて肉厚、歯ごたえがよい　酢の物や炒め物などにも

商品ID：96356960 商品ID：96356962
型番：6715 型番：6074

乾物・海藻＞海藻 乾物・海藻＞乾物

オーサワの島根産天然カットわかめ

22g

オーサワの有機乾燥きくらげ(九州

産)20g

商品ID：96356958 商品ID：96356959
型番：6707 型番：6712
JAN：4932828067070 JAN：4932828067124

オーサワの刻み みついし昆布30g オーサワの伊勢志摩産カットわかめ

25g

北海道日高産天然昆布　そのままでも食べられる極細切り 伊勢志摩産わかめ　肉厚で磯の香り豊か

型番：6690 型番：6704
JAN：4932828066905 JAN：4932828067049

乾物・海藻＞昆布 乾物・海藻＞海藻

オーサワのとろろ昆布（がごめ入）

40g

オーサワ 鳴門産カットわかめ50g

青森産天然真昆布、北海道産天然がごめ昆布使用

香り高く粘りがある

酢不使用

鳴門産わかめ

肉厚で歯ごたえがよい

商品ID：96356956 商品ID：96356957

JAN：4972827205011 JAN：4571459560002

乾物・海藻＞昆布 乾物・海藻＞海藻

国内産原料100％　コシが強く、つるつるとした食感 九州産あらげきくらげ

大きくて肉厚、歯ごたえがよい

商品ID：96356542 商品ID：96356547
型番：6080 型番：6081

かわしま屋　商品カタログ

乾物・海藻＞乾物 乾物・海藻＞乾物

オーサワ国産はるさめ100g オーサワ九州産  乾燥きくらげ20g
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販売価格(税抜) 448円 販売価格(税抜) 2,580円

販売価格(税抜) 2,780円 販売価格(税抜) 2,736円

販売価格(税抜) 448円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 224円 販売価格(税抜) 192円

型番：521 型番：522
JAN：4514632020238 JAN：4514632020122

オーサワカボチャの種（生）殻むき

70ｇ

オーサワひまわりの種（生）殻む

き70ｇ

ほのかに甘く香ばし あっさりとした甘みとほのかな苦み

商品ID：94056563 商品ID：94056566

JAN：4932828005379 JAN：4514632010727

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード

種付きならではの甘みと香り アマゾン原産のスーパーフルーツ　ジュースやスムージーに混ぜて

商品ID：94056552 商品ID：94056559
型番：537 型番：6229

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワ有機プルーン150g オーサワアサイーパウダー50g

商品ID：92601448 商品ID：94056550
型番：a0823 型番：536
JAN： JAN：4932828005362

(イデア)有機冷凍ブルーベリー1kg

業務用【送料無料】

オーサワ有機プルーン1kg

ケベック州で収穫された有機JAS認定の野生種のブルーベリー 種付きならではの甘みと香り

型番：6227 型番：a0822
JAN：4514632020610 JAN：

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワチアシード80ｇ【送料無

料】*メール便での発送*

(イデア)有機冷凍ストロベリー1kg

業務用【送料無料】

プチプチした食感　水に漬けるとゼリー状になる 品種はカマロッサ種で果肉の中まで濃赤でやや酸味があるのが特徴

商品ID：91448068 商品ID：92601447

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 380円

販売価格(税抜) 464円 販売価格(税抜) 384円

販売価格(税抜) 456円 販売価格(税抜) 1,320円

販売価格(税抜) 2,800円 販売価格(税抜) 400円

商品ID：94925333 商品ID：94925337
型番：6947 型番：6198
JAN：4531830000817 JAN：4514632010796

オーサワまるごとマキベリー72ｇ オーサワゴールデンベリー（ほおず

きの実）40ｇ

南米のスーパーフルーツ　ほのかな甘みと程よい酸味　ジュースやスムージーなどに混ぜて アンデス地方で古くから食されているほおずきの実　柑橘類のような甘酸っぱさ

型番：6224 型番：2207
JAN：4932828062242 JAN：4582144960533

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワ有機プルーン(種ぬ

き)140ｇ

オーサワ有機麻の実ナッツ（非加

熱）180ｇ

自然な甘みと爽やかな酸味 カナダ産有機麻の実100％　麻の実の豊かな風味とコク

商品ID：94056584 商品ID：94925321

JAN：4932828062228 JAN：4932828062235

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

香ばしく、コクと渋みがある 濃厚な甘みとプチプチとした食感

商品ID：94056575 商品ID：94056580
型番：6222 型番：6223

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワ有機ウォールナッツ(くる

み)60ｇ

オーサワ有機干しいちじく100ｇ

商品ID：94056569 商品ID：94056572
型番：524 型番：6216
JAN：4932828005249 JAN：4932828062167

オーサワローストカシューナッツ70ｇ オーサワ有機クコの実40ｇ

コクと甘みがある ほのかな甘みと苦み

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード
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販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 1,467円

販売価格(税抜) 200円 販売価格(税抜) 3,600円

販売価格(税抜) 432円 販売価格(税抜) 396円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 980円
JAN：4932828005324 JAN：4932828005348

爽やかな酸味と甘み 濃厚な甘みとほのかな香り

商品ID：94539741 商品ID：94539744
型番：532 型番：534

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワドライブルーベリー50g オーサワ有機カリフォルニア レーズン

500g

商品ID：94539739 商品ID：94539740
型番：528 型番：530
JAN：4932828005287 JAN：4932828005300

オーサワドライマンゴー60g オーサワデーツ120g

甘酸っぱく、トロピカルな風味 濃厚で強い甘み

型番：2249 型番：1342
JAN：4514632020405 JAN：4560268961155

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワココナッツパウダー120ｇ オーサワアサイー100（24.7ｇ）

（274ｍｇ×90粒）

ココナッツをフレーク状にした　甘い香りと独特の食感 ブラジル産アサイー100％使用ORAC値（活性酸素吸収力）66,000ORAC/100g

植物性カプセル入り

商品ID：94925344 商品ID：94926225

JAN：4562123392326 JAN：4531830000800

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

アフリカのスーパーフルーツ　ほんのり甘酸っぱい　ジュースやスムージーなどに混ぜて 有機マカ100％　顆粒タイプ　香ばしくほのかな甘み

商品ID：94925340 商品ID：94925343
型番：6949 型番：6948

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワバオバブフルーツパウダー

100ｇ

オーサワLadies’マカ100ｇ
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販売価格(税抜) 380円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 405円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 261円

販売価格(税抜) 1,917円 販売価格(税抜) 3,462円

型番：50940 型番：50941
JAN：858847000871 JAN：858847000840

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰｶｶｵﾊﾟｳﾀﾞｰ227G

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰｶｶｵﾊﾟｳﾀﾞｰ454G

生のカカオ豆を低温加工し、なめらかで味わい深いローカカオパウダーに仕上げました。カカ

オにはマグネシウムや鉄などの抗酸化に優れた成分が豊富に含まれている他、カルシウム、

亜鉛、食物繊維などを含み高い栄養価があります。

生のカカオ豆を低温加工し、なめらかで味わい深いローカカオパウダーに仕上げました。カカ

オにはマグネシウムや鉄などの抗酸化に優れた成分が豊富に含まれている他、カルシウム、

亜鉛、食物繊維などを含み高い栄養価があります。

商品ID：98078718 商品ID：98078720

JAN：4932828022697 JAN：4902855029006

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

甘酸っぱく濃厚な味わい 有機栗100％ホクホクとしたおいしさ

商品ID：94539753 商品ID：94540073
型番：2269 型番：777

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

オーサワ干しあんず70g オーサワ有機むきぐり80g

商品ID：94539748 商品ID：94539751
型番：2260 型番：2267
JAN：4902855006533 JAN：4932828022673

オーサワ有機クランベリー70g オーサワ松の実（生）30g

甘酸っぱい味わい 香り高く甘みがある

型番：535 型番：2241
JAN：4932828005355 JAN：4514632020016

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード

オーサワ有機カリフォルニア レーズン

150g

オーサワアーモンドロースト60g

濃厚な甘みとほのかな香り ほのかな甘みと香ばしさ

商品ID：94539746 商品ID：94539747

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ
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販売価格(税抜) 1,862円 販売価格(税抜) 3,400円

販売価格(税抜) 3,849円 販売価格(税抜) 405円

販売価格(税抜) 378円 販売価格(税抜) 459円

販売価格(税抜) 477円 販売価格(税抜) 639円

商品ID：96356008 商品ID：96356011
型番：6219 型番：6220
JAN：4516868770116 JAN：4516868770123

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾚｰｽﾞﾝﾐｯｸｽ

120g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ 枝付きｻﾝﾏｽｶｯﾄ

ﾚｰｽﾞﾝ100g

5種の有機レーズンをバランスよくブレンド　上品な甘みと爽やかな酸味 枝付きならではの芳醇な香り、上品な甘みと酸味

型番：6207 型番：6208
JAN：4514632020207 JAN：4560245510161

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

オーサワアーモンドプードル（皮付

き・生）50g

オーサワオーガニックいちじく ひだま

りドライ120g

アーモンドを皮ごと粉末　ほのかな甘みと渋み 芳醇な香りとプチプチとした食感

商品ID：96356000 商品ID：96356004

JAN：858847000642 JAN：4932828062044

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ

丁寧に手積みした紫色のオーガニックマキベリーを乾燥・粉砕し使いやすいようにパウダーに

しました。ビタミンＣ、カルシウム、鉄分、カリウムなどの栄養素の他、抗酸化力の強いアン

トシアニンが豊富に含まれています。

ほのかな甘みと渋み

商品ID：98078735 商品ID：96355997
型番：50947 型番：6204

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ドライフルーツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾏｷﾍﾞﾘｰﾊﾟｳﾀﾞｰ85G

オーサワ生アーモンド70g

商品ID：98078727 商品ID：98078729
型番：50943 型番：50944
JAN：858847000284 JAN：858847000338

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾁｱｼｰﾄﾞ227G

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾁｱｼｰﾄﾞ454G

チアシードは、オメガ３脂肪酸の宝庫、そして豊富な食物繊維、ビタミン、ミネラル（特にカ

ルシウムと鉄）を含みます。見た目はごまのような小さな種子ですが、水に浸すと１０倍ほ

どにふくらみ、プルプルとしたゼリー状になり満腹感も得られる為、ダイエットなどにも良いと言

われています。

チアシードは、オメガ３脂肪酸の宝庫、そして豊富な食物繊維、ビタミン、ミネラル（特にカ

ルシウムと鉄）を含みます。見た目はごまのような小さな種子ですが、水に浸すと１０倍ほ

どにふくらみ、プルプルとしたゼリー状になり満腹感も得られる為、ダイエットなどにも良いと言

われています。

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード ドライフルーツ・ナッツ・シード＞シード
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販売価格(税抜) 450円 販売価格(税抜) 324円

販売価格(税抜) 405円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 315円

商品ID：96356390
型番：6388
JAN：4902855520060

オーサワ有機楽笑栗(らくしょうぐ

り)125g

有機栗100％使用　切れ目がついて殻がむきやすい　栗本来の甘さそのまま

型番：6228 型番：6179
JAN：4514632020627 JAN：4902855520367

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

オーサワ健膳ミックス50g オーサワ有機むき栗 熟120g

ほのかな甘みと苦み 有機栗100％　ホクホクとしたおいしさ

商品ID：96356018 商品ID：96356262

JAN：4932828062211 JAN：4514632020535

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

3種のナッツをブレンド

ほのかな甘みと香ばしさ

風味よくコクがある

商品ID：96356014 商品ID：96356016
型番：6221 型番：6225

かわしま屋　商品カタログ

ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ ドライフルーツ・ナッツ・シード＞ナッツ

オーサワミックスナッツ70g オーサワサラダにおいしいナッツ90g
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 3,998円 販売価格(税抜) 3,998円

販売価格(税抜) 3,998円 販売価格(税抜) 3,998円

販売価格(税抜) 3,998円 販売価格(税抜) 3,998円

型番：a0386 型番：a0387
JAN： JAN：

国産洗いごま黒（カホク）500g

【送料無料】

国産洗いごま白（カホク）500g

【送料無料】

農薬・化学肥料不使用栽培の国内産黒ごま100% 農薬・化学肥料不使用栽培の国内産白ごま100%

商品ID：76515920 商品ID：76515921

JAN： JAN：

ごま＞洗いごま ごま＞洗いごま

国内産無農薬白ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています 農薬・化学肥料不使用栽培の国内産金ごま100%

商品ID：76515918 商品ID：76515919
型番：a0361 型番：a0385

ごま＞炒りごま ごま＞洗いごま

国産釜炒り白ごま（カホク）

500g【送料無料】

国産洗いごま金（カホク）500g

【送料無料】

商品ID：76515916 商品ID：76515917
型番：a0382 型番：a0383
JAN： JAN：

国産釜炒り金ごま（カホク）

500g【送料無料】

国産釜炒り黒ごま（カホク）

500g【送料無料】

国内産無農薬金ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています 国内産無農薬黒ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています

型番：a0122 型番：a0123
JAN：4981816122055 JAN：4981816123052

ごま＞炒りごま ごま＞炒りごま

国産　洗いごま-金-鹿北製油特

製 50g【送料無料】*メール便で

の発送*

国産　洗いごま-白-鹿北製油特

製 50g【送料無料】*メール便で

の発送*

原料は、農薬・化学肥料不使用栽培で、契約栽培した国内産を使用しています。 原料のごまは、農薬・化学肥料不使用栽培で、契約栽培した国産（鹿児島県喜界島

産）の物を使用しています。

商品ID：57001922 商品ID：57002026

かわしま屋　商品カタログ

ごま＞洗いごま ごま＞洗いごま
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販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 480円

販売価格(税抜) 118,000円 販売価格(税抜) 118,000円

販売価格(税抜) 118,000円 販売価格(税抜) 118,000円

販売価格(税抜) 118,000円 販売価格(税抜) 118,000円

商品ID：77592194 商品ID：77592197
型番：a0384 型番：a0413
JAN： JAN：

国産釜炒り白ごま（カホク）業務

用 20kg

国産洗いごま黒（カホク）業務用

20kg

国内産無農薬白ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています 農薬・化学肥料不使用栽培の国内産黒ごま100%

型番：a0405 型番：a0406
JAN： JAN：

ごま＞炒りごま ごま＞洗いごま

国産釜炒り金ごま（カホク）業務

用 20kg

国産釜炒り黒ごま（カホク）業務

用 20kg

国内産無農薬金ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています 国内産無農薬黒ごまを使用。薪を焚いて釜でじっくり煎っています

商品ID：77592189 商品ID：77592192

JAN： JAN：

ごま＞炒りごま ごま＞炒りごま

原料は、農薬・化学肥料不使用栽培で、契約栽培した国内産を使用しています。 原料のごまは、農薬・化学肥料不使用栽培で、契約栽培した国産（鹿児島県喜界島

産）の物を使用しています。

商品ID：77592183 商品ID：77592186
型番：a0411 型番：a0412

ごま＞洗いごま ごま＞洗いごま

国産　洗いごま-金-鹿北製油特

製-業務用 20kg

国産　洗いごま-白-鹿北製油特

製-業務用20kg

商品ID：76515922 商品ID：76515923
型番：a0388 型番：a0389
JAN：4981816121058 JAN：4981816126046

国産洗いごま黒（カホク）50g

【送料無料】*メール便での発送*

カホクの国産黒ごま塩 40g[カホク

ごま塩(ごましお)]

農薬・化学肥料不使用栽培の国内産黒ごま100% 鹿児島県産黒ごまと自然海塩「海の精」の焼き塩で作りました。

かわしま屋　商品カタログ

ごま＞洗いごま ごま＞ごま塩
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販売価格(税抜) 404円 販売価格(税抜) 548円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 522円 販売価格(税抜) 522円

販売価格(税抜) 400円 販売価格(税抜) 400円
JAN：4981816133051 JAN：4981816132054

釜炒り白ごま 釜炒り黒ごま

商品ID：48943326 商品ID：48943465
型番：a0067 型番：a0068

ごま＞炒りごま ごま＞炒りごま

釜炒り白ごま50g-鹿北製油-【送

料無料】*メール便での発送*

釜炒り黒ごま50g-鹿北製油-【送

料無料】*メール便での発送*

商品ID：94428113 商品ID：94428114
型番：302 型番：310
JAN：4932828003108 JAN：4960813123364

オーサワ国内産 洗いごま（黒）

100g

オーサワ国内産 洗いごま（白）

100g

香ばしい風味の国産黒ごま 甘い香りの国産白ごま

型番：3694 型番：3695
JAN：4932828036946 JAN：4932828036953

ごま＞洗いごま ごま＞洗いごま

オーサワ国内産ねりごま（黒）80

ｇ

オーサワ国内産ねりごま（白）80

ｇ

農薬不使用　濃厚で香り高く、甘みがある 農薬不使用　香り高く、甘みのあるまろやかな味

商品ID：93481521 商品ID：93481522

JAN：4932828006604 JAN：4932828006352

ごま＞ごまペースト ごま＞ごまペースト

国内産黒胡麻100％使用。ごはん、和え物に 石臼挽き　なめらかな舌触り

商品ID：85274579 商品ID：93481520
型番：660 型番：635

かわしま屋　商品カタログ

ごま＞ごま塩 ごま＞ごまペースト

オーサワの国産胡麻塩（黒）

50g【送料無料】*メール便での発

送*

オーサワごまそふと（白）120ｇ
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販売価格(税抜) 680円 販売価格(税抜) 1,780円

販売価格(税抜) 700円 販売価格(税抜) 1,780円

販売価格(税抜) 400円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 297円

型番：663 型番：6442
JAN：4519493012323 JAN：4902939011194

オーサワゴマ塩（黒）110g オーサワ旨みねりごま（黒）120g

胡麻の旨みと香りがよい

玄米ごはんにふりかけて

使いやすいチューブタイプ

まろやかで濃厚な風味

商品ID：94539687 商品ID：96355640

JAN： JAN：4519493012316

ごま＞ごま塩 ごま＞ごまペースト

釜炒り金ごま 胡麻の旨みと香りがよい

商品ID：48942974 商品ID：94539686
型番：a0066 型番：662

ごま＞炒りごま ごま＞ごま塩

釜炒り金ごま40g-鹿北製油-【送

料無料】*メール便での発送*

オーサワゴマ塩（白）110g

商品ID：75667101 商品ID：80903900
型番：a0336 型番：a0337
JAN：4981816129085 JAN：4981816129207

国産ねりごま（白ごま使用）

80g

国産ねりごま（白ごま使用）カホ

ク 200g

むきごまではなく、皮つきのままごま一粒一粒を一物全体丸ごと、小型の石臼機で少量ず

つ丁寧にねりました

むきごまではなく、皮つきのままごま一粒一粒を一物全体丸ごと、小型の石臼機で少量ず

つ丁寧にねりました

型番：a0091 型番：a0092
JAN：4981816127081 JAN：4981816127203

ごま＞ごまペースト ごま＞ごまペースト

カホク国産ねりごま（黒ごま使

用） 80g

カホク国産ねりごま（黒ごま使

用） 200g

むきごまではなく、皮つきのままごま一粒一粒を一物全体丸ごと、小型の石臼機で少量ず

つ丁寧にねりました

むきごまではなく、皮つきのままごま一粒一粒を一物全体丸ごと、小型の石臼機で少量ず

つ丁寧にねりました

商品ID：50875842 商品ID：57001720

かわしま屋　商品カタログ

ごま＞ごまペースト ごま＞ごまペースト
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販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 225円

型番：6468
JAN：4902939240372

オーサワみたけ有機いりごま

(黒)80g80g

遠赤直火焙煎により芯まで香ばしい

商品ID：96355669

JAN：4902939240396 JAN：4902939240365

ごま＞すりごま

風味豊かな粗挽き製法　便利なチャック付アルミパック 遠赤直火焙煎により芯まで香ばしい

商品ID：96355657 商品ID：96355664
型番：6466 型番：6467

ごま＞すりごま ごま＞すりごま

オーサワみたけ有機すりごま

(黒)70g70g

オーサワみたけ有機いりごま

(白)80g80g

商品ID：96355647 商品ID：96355652
型番：6443 型番：6465
JAN：4902939011187 JAN：4902939240389

オーサワ旨みねりごま（白）120g オーサワみたけ有機すリごま

(白)70g70g

使いやすいチューブタイプ

まろやかで濃厚な風味

風味豊かな粗挽き製法　便利なチャック付アルミパック

かわしま屋　商品カタログ

ごま＞ごまペースト ごま＞すりごま
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販売価格(税抜) 756円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 189円 販売価格(税抜) 1,230円

販売価格(税抜) 1,017円 販売価格(税抜) 2,600円

販売価格(税抜) 680円 販売価格(税抜) 900円
JAN： JAN：4981816100107

無肥料無農薬で栽培した無精白の雑穀(キビ)、えごま・ゴマと天然塩のみを使用しまし

た。

添加物・化学薬品一切不使用のえごまを、玉絞りで丁寧に作り上げました。

商品ID：100404983 商品ID：41921186
型番：a1290 型番：a0574

えごま＞えごま粒 えごま＞えごま油

長野県産えごま+ゴマ塩 （長野

県築北村産 無農薬・無化学肥

料のえごま100%）50g

【10%OFF】カホク外国産えごま

油100g（添加物・化学薬品一

切不使用 玉絞りえごま100%）

商品ID：97879733 商品ID：100404976
型番：100211 型番：a1287
JAN：4993761003235 JAN：

【30%OFF】創健社 ＴＦえごま

油デラミボトル190G

長野県産えごま油（長野県築北

村産 無農薬・無化学肥料のえご

ま100%）120g

えごまの種子を化学溶剤を使わず、圧搾製法でしぼりました。食生活に必須の脂肪酸を

含んだ油です。国内精製・国内充填。空気に触れにくいデラミボトルを使用し、鮮度と風

味を保ち、いつでもしぼりたてのおいしさです。

無肥料無農薬で栽培したえごまを100％使用した、安心の国産えごま油です。

型番：a1028 型番：100062
JAN：4981816120150 JAN：4901735021987

えごま＞えごま油 えごま＞えごま油

【30%OFF】カホク 外国産 洗い

えごま50g（黒しその実）【送料

無料】*メール便での発送*

創健社 えごま一番(ﾃﾞﾗﾐﾎﾞﾄ

ﾙ)200G

農薬・化学肥料不使用栽培した外国産えごまの原料です。 えごまの種子（しそ科）を化学溶剤を使わず圧搾法で搾りました。使い勝手が良く、空

気に触れにくい特殊なソフト容器入り。いつでも搾りたてのおいしさ。酸化防止剤不使用。

商品ID：96351028 商品ID：97879730

JAN：4932828023908 JAN：4932828003276

えごま＞えごま粒 えごま＞えごま油

農薬・化学肥料不使用。香ばしく甘味がある。和え物や料理に 農薬・化学肥料不使用のえごまパウダーです

商品ID：88098813 商品ID：90850265
型番：2390 型番：327

かわしま屋　商品カタログ

えごま＞パウダー・ペースト えごま＞パウダー・ペースト

オーサワのえごまペースト100g オーサワ　えごまパウダー180ｇ
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販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 6,800円

販売価格(税抜) 546円 販売価格(税抜) 589円

販売価格(税抜) 1,039円 販売価格(税抜) 910円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 5,400円

型番：a0480v 型番：a0480v3
JAN：4981816100114 JAN：4981816100114

【10%OFF】カホク国産えごま油

100g（農薬・化学肥料不使用

北海道産えごま100%）

【10%OFF】カホク国産えごま油

100gx3本セット（農薬・化学肥

料不使用北海道産えごま

100%）【送料無料】

農薬・化学肥料不使用 国産 えごま油 100g 農薬・化学肥料不使用 国産 えごま油 100gx3本セット

商品ID：88094724 商品ID：97008223

JAN：4962311110143 JAN：4901735006724

えごま＞えごま油 えごま＞えごま粒

オメガ３脂肪酸（α-リノレン酸）が豊富に含まれる「えごま油」を持ち運びに便利な携帯

用小袋入りにしました。

えごま（しそ科）の種子を化学溶剤を使わずに圧搾法でしぼったオメガ３（ｎ-３系）

脂肪酸のαーリノレン酸を５０％以上含む油。風味向上のためごま油が３％入っていま

す。

商品ID：98977980 商品ID：97879728
型番：100184 型番：100061

えごま＞えごま油 えごま＞えごま油

【30%OFF】創健社 毎日えごま

油90g（3g×30袋）

【30%OFF】創健社 えごま一番

箱入しそ科油270G

商品ID：97879727 商品ID：98747888
型番：100025 型番：100183
JAN：4901735012879 JAN：4962311150071

【30%OFF】創健社 えごま一番

100（しそ科油110G

【30%OFF】創健社 毎日えごま

オイル　丸筒 42g（3g×14袋）

【5000円以上送料無料】

えごまの種子（しそ科）から圧搾しぼりで製造したヘルシーな植物油です。オメガ３（ｎ

-３系）脂肪酸のα-リノレン酸を５０％以上含みます。

現代の食生活に不足しがちなオメガ３脂肪酸が豊富に含まれる「えごまオイル」を持ち運

びに便利な小袋入りにしました。食べたいものにかけるだけ！お弁当のお供におすすめで

す。２週間分。栄養機能食品。

型番：a0101 型番：a0101x4
JAN：4981816183322 JAN：

えごま＞えごま油 えごま＞えごま油

【10%OFF】カホク国産えごま油カ

プセル -国産えごま100%使用

（100粒入）【送料無料】*メー

ル便での発送*

【15%OFF】カホク国産えごま油カ

プセル -国産えごま100%使用

（100粒入） お徳用4袋セット

【送料無料】

国産農薬不使用のえごまの実を玉搾り製法で絞り、カプセルに凝縮しました。 国産えごま油カプセル （100粒入） お徳用4袋セット

商品ID：53763164 商品ID：91631226

かわしま屋　商品カタログ

えごま＞えごまカプセル えごま＞えごまカプセル
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販売価格(税抜) 380円 販売価格(税抜) 13,860円

販売価格(税抜) 864円
JAN：4978609106125

必須脂肪酸であるα－リノレン酸を５５％以上含んでいます。

商品ID：76515913
型番：a0379

えごま＞えごま油

【30%OFF】ムソー圧搾えごま油

（α－リノレン酸）140g

商品ID：51345329 商品ID：100450435
型番：a0098c 型番：a0098c
JAN：4981816120051 JAN：4981816120051

【5%OFF】カホク国産洗いえごま

50g（鹿北製油国産えごま粒）

【送料無料】*メール便での発送*

【30%OFF】カホク国産洗いえごま

50g x 50袋（鹿北製油国産エ

ゴマ粒） 【送料無料】

国産（北海道）のえごま（黒しその実）を使用しています。生の実ですので、厚手の鍋

やフライパン等で煎り、ごまと同じような用途でお使いください

鹿北製油特製の国産えごま粒。お得な50袋セットです。

かわしま屋　商品カタログ

えごま＞えごま粒 えごま＞えごま粒
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販売価格(税抜) 563円 販売価格(税抜) 750円

販売価格(税抜) 344円 販売価格(税抜) 240円

販売価格(税抜) 280円 販売価格(税抜) 292円

販売価格(税抜) 330円 販売価格(税抜) 619円
JAN：4980717600204 JAN：

国内産原料100％、伝統食材のごま・大豆・昆布を使用した香ばしくまろやかな塩味の

ふりかけです。

ハ丁味噌に細かく刻んだ根菜(ごぼう、れんこん、にんじん、しょうが）など、陽性の野菜を

混ぜ合わせてゴマ油で じっくりと炒めてふりかけ状にしました。

商品ID：101653241 商品ID：49278186
型番：a1325 型番：a0073

ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ ふりかけ・ごはんのおとも＞鉄火味噌

胡豆昆ふりかけ22g 鉄火味噌70g（龍神梅）

商品ID：93634058 商品ID：96351030
型番：2382 型番：a1039
JAN：4971998330737 JAN：4992552000101

オーサワ元祖の本造りなめ茸200

ｇ

かつおのふりかけ30g

手づくりならではのおいしさ化学調味料不使用 自然なおいしさの無添加おかかふりかけ

型番：6456 型番：3570
JAN：4932828064567 JAN：4522412070717

ふりかけ・ごはんのおとも＞その他 ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ

オーサワのしそふりかけ40ｇ オーサワ菜彩ふりかけ大根葉30ｇ

奈良県西吉野産有機赤紫蘇使用　豊かな紫蘇の風味と程よい酸味 熊本産大根葉使用　食べやすい大根葉のふりかけ

商品ID：92065156 商品ID：92065158

JAN：4932828006215 JAN：4932828064598

ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ

根菜を手作業で細かく刻み、鉄釜で長時間炒めました 海の精麦みそ・国内産特別栽培野菜使用。麦味噌のやさしい甘み

商品ID：85274376 商品ID：85274397
型番：621 型番：6459

かわしま屋　商品カタログ

ふりかけ・ごはんのおとも＞鉄火味噌 ふりかけ・ごはんのおとも＞鉄火味噌

オーサワ鉄火味噌（てっかみそ）

70g

オーサワの鉄火みそ(麦みそ)70g

【送料無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 680円 販売価格(税抜) 1,143円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 378円

販売価格(税抜) 427円 販売価格(税抜) 396円

販売価格(税抜) 409円 販売価格(税抜) 409円

型番：6461 型番：6462
JAN：4562498270076 JAN：4562498270113

オーサワちりめん山椒×昆布(ふり

かけ)35g

オーサワ帆立×昆布(ふりか

け)35g

北海道産ちりめん・天然真昆布、国内産山椒使用　上品な旨みと爽やかな山椒の香り 北海道函館産天然真昆布・帆立使用　昆布と帆立の旨みが凝縮

商品ID：96355697 商品ID：96355706

JAN：4983588150007 JAN：4562498270014

ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ

長崎産ひじき、鹿児島産ごま使用　ひじきの旨みと爽やかな紫蘇の香り 北海道函館産真昆布、国内産鰹節使用　鰹と昆布の旨みと山椒の爽やかな香り

商品ID：96355686 商品ID：96355693
型番：6458 型番：6460

ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ

オーサワ国産ごまひじき45g オーサワ贅沢かつお×こんぶ(ふりか

け)40g

商品ID：94539176 商品ID：96355680
型番：2381 型番：6455
JAN：4971998318407 JAN：4976898087897

オーサワ元祖の本辛なめ茸200g オーサワひじきちりめん40g

上品でまろやかな辛味化学調味料不使用 瀬戸内海音戸産片口いわし・国内産ひじき使用　磯の香りとほのかな甘み

型番：a0076 型番：a0077
JAN： JAN：

ふりかけ・ごはんのおとも＞その他 ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ

鉄火味噌袋入り80g（龍神梅）

【初回限定送料無料】*メール便

での発送*

鉄火味噌袋入り150g（龍神

梅）【初回限定送料無料】*メー

ル便での発送*

ハ丁味噌に細かく刻んだ根菜(ごぼう、れんこん、にんじん、しょうが）など、陽性の野菜を

混ぜ合わせてゴマ油で じっくりと炒めてふりかけ状にしました。

ハ丁味噌に細かく刻んだ根菜(ごぼう、れんこん、にんじん、しょうが）など、陽性の野菜を

混ぜ合わせてゴマ油で じっくりと炒めてふりかけ状にしました。

商品ID：51260005 商品ID：73168485

かわしま屋　商品カタログ

ふりかけ・ごはんのおとも＞鉄火味噌 ふりかけ・ごはんのおとも＞鉄火味噌
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販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 342円

販売価格(税抜) 333円 販売価格(税抜) 333円

販売価格(税抜) 351円

型番：6130
JAN：4932828061306

オーサワベジ釜めしの素(とり釜めし

風)170g

米に混ぜて炊くだけ　植物性素材でつくったとり釜飯の素　大豆ミートの程よい食感と豊か

な旨み

商品ID：96356915

JAN：4932828061115 JAN：4932828061122

ふりかけ・ごはんのおとも＞ごはんの素

米に混ぜて炊くだけ

国内産きのこの豊かな風味

米に混ぜて炊くだけ

素材の味を生かした上品な味付け

商品ID：96356906 商品ID：96356911
型番：6111 型番：6112

ふりかけ・ごはんのおとも＞ごはんの素 ふりかけ・ごはんのおとも＞ごはんの素

オーサワきのこごはんの素140g オーサワ五目ごはんの素150g

商品ID：96355776 商品ID：96356905
型番：6103 型番：6105
JAN：4580153372149 JAN：4932828061054

オーサワ生姜ごはんの友80g オーサワの玄米によく合うごぼうごは

んの素120g

国内産農薬不使用しょうが使用

フレッシュな生姜の辛みと

かつおの風味がごはんによく合う

炊いた玄米ごはんに混ぜるだけ

ごぼうの風味が味わい深い

かわしま屋　商品カタログ

ふりかけ・ごはんのおとも＞ふりかけ ふりかけ・ごはんのおとも＞ごはんの素
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販売価格(税抜) 7,280円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 3,980円 販売価格(税抜) 623円

販売価格(税抜) 1,490円 販売価格(税抜) 706円

販売価格(税抜) 1,275円 販売価格(税抜) 2,271円
JAN：4530177000306 JAN：4983588600182

国産有機玄米で作った黒炒り玄米スープの素です。 有機マカ100％　粒タイプ

商品ID：86547376 商品ID：92065106
型番：a0558 型番：6817

機能性食品/お手当＞黒焼 機能性食品/お手当＞その他

無双本舗有機・玄心320g【送料

無料】*メール便での発送*

オーサワ有機マカ ～アンデスの贈り

物～60ｇ

商品ID：85274382 商品ID：86547348
型番：6822 型番：690
JAN：4932828068220 JAN：4932828006901

オーサワの黒炒り玄米330g【送料

無料】*メール便での発送*

オーサワ昆布の黒焼10g

福岡産農薬不使用玄米100％　香ばしく深みのある味 昆布を長時間焼き上げた。北海道産天然昆布100％使用

型番：a1150b 型番：691
JAN：4940597000020 JAN：4932828006918

機能性食品/お手当＞黒焼 機能性食品/お手当＞黒焼

黒岩式卵黄油（120粒）【送料

無料】

オーサワ梅干の黒焼15g

山林放し飼いで育てられた黒岩土鶏の栄養価の高い卵をふんだんに使い、じっくり炒った

卵黄油です。

和歌山産梅干を長時間焼き上げました

商品ID：97170375 商品ID：85274349

JAN：4940597000013 JAN：4525823000014

機能性食品/お手当＞ 機能性食品/お手当＞黒焼

山林放し飼いで育てられた黒岩土鶏の栄養価の高い卵をふんだんに使い、じっくり炒った

卵黄油です。

特許の真空低温乾留法により、製法特許の真空低温乾留法により、外皮に傷を付け

ず、真空中かつ低温でにんにくを蒸黒焼にしました。さらにカルシウムを加えた優秀な健康

食品です。

商品ID：97170249 商品ID：97170251
型番：a1150 型番：a1151

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞ 機能性食品/お手当＞

黒岩式卵黄油（250粒）【送料

無料】

無臭にんにく命泉（240粒）【送

料無料】
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販売価格(税抜) 2,271円 販売価格(税抜) 1,584円

販売価格(税抜) 2,667円 販売価格(税抜) 8,380円

販売価格(税抜) 5,580円 販売価格(税抜) 2,400円

販売価格(税抜) 2,800円 販売価格(税抜) 1,180円

型番：a1189 型番：a1225
JAN：4535256150040 JAN：

酵素のつぶ（米麹の酵素サプリメ

ント）180g-おたまや特製-【送料

無料】

マコモ粉末40g-福井県産 無農

薬・無化学肥料栽培まこもパウ

ダー 【送料無料】*メール便での発

送*

「酵素のつぶ」は、米麹、酒粕をじっくりと低温乾燥させ、成分を壊さないように石臼で超

微粉砕粉末にして混合調合し、そこに麦芽糖を加えて固めた製品です。添加物不使

用。

福井県産 無農薬・無化学肥料栽培のマコモの葉を乾燥させ粉末にしました

商品ID：97972777 商品ID：98984825

JAN：4932828060101 JAN：4535256150026

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞マコモ

温めたりお湯を注ぐだけ　手軽にマクロビオティック 「酵素の粉」は、米麹、酒粕をじっくりと低温乾燥させ、成分を壊さないように石臼で超微

粉砕粉末にして混合調合し、そこに麦芽糖を加えた製品です。添加物不使用。便利な

計量スプーン付き。

商品ID：94925329 商品ID：97972774
型番：6010 型番：a1188

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

【50%OFF】オーサワマクロビオ

ティック一週間体験セット（ガイド

ブック入り）１セット

酵素の粉（米麹の酵素サプリメン

ト）-おたまや特製-250g【送料

無料】

商品ID：93833088 商品ID：93833172
型番：3421 型番：a0967
JAN：4932828034218 JAN：

オーサワ本葛の精30ｇ（9ｇ×

20袋）

てらがき農園新梅の黒焼き30ｇ

本葛のサプリメント国内産本葛粉100％ 無農薬・自然栽培の三年熟成梅を原料として作りました。

型番：6809 型番：6842
JAN：4983588600076 JAN：4983588600311

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞黒焼

オーサワ国産有機青汁四重奏

（3ｇ×30包）90ｇ

オーサワ有機水溶性食物繊維

180g(6g×30包)

国内産有機原料100％ 有機アガベイヌリン100％　1包に水溶性食物繊維3.6g含有 料理や飲み物に混ぜて

商品ID：93481510 商品ID：93634294

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞青汁 機能性食品/お手当＞その他
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販売価格(税抜) 2,080円 販売価格(税抜) 480円

販売価格(税抜) 508円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 3,980円 販売価格(税抜) 3,658円

販売価格(税抜) 8,280円 販売価格(税抜) 500円

商品ID：99935449 商品ID：99935451
型番：a1258 型番：a1260
JAN：4947316059079 JAN：4562139893015

国産ビルベリープラス（ルテイン入

り）60錠/約60日分

豆汁生活80g（丸ごと北海道産

大豆粉末） -リブレライフ- 【送料

無料】*メール便での発送*

疲れ目の方におすすめ。ビルベリー抽出物（標準化：36％アントシアニン）を80mg、

ルテイン3mg含有の最高品質ビルベリーサプリメントです。

大豆を煮てすり潰した「ご汁」を粉末にしました。水に溶かせば濃厚で美味しい豆乳状のド

リンクになります。

型番：a1255 型番：a1256
JAN：4560291310104 JAN：4560291310043

機能性食品/お手当＞サプリメント 機能性食品/お手当＞その他

DHA EPA（オメガ3脂肪酸）

240錠/約60日分【送料無料】

100％有機JASマカ タブレット

300錠/約60日分【送料無料】

新鮮さ・原材料管理の確かさで選んだオメガ3脂肪酸サプリメント 南米ペルー原産の有機マカ100%の最高品質マカ錠剤です。

商品ID：99935447 商品ID：99935448

JAN：4582432010032 JAN：4582432010025

機能性食品/お手当＞サプリメント 機能性食品/お手当＞サプリメント

にんにく栽培経験２５年。農薬不使用・化学肥料不使用 自然が生きている畑から誕

生した黒にんにく

にんにく栽培経験２５年。農薬不使用・化学肥料不使用 自然が生きている畑から誕生

した黒にんにく

商品ID：98984830 商品ID：98984832
型番：a1233 型番：a1234

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

黒ドライにんにく「琴芭姫（ことはひ

め）」（青森県産無農薬無化学

肥料）6片入21g【送料無料】*

メール便での発送*

黒ドライにんにく「琴芭姫（ことはひ

め）」（青森県産無農薬無化学

肥料）15片入 54g【送料無料】

*メール便での発送*

商品ID：98984827 商品ID：98984828
型番：a1226 型番：a1227
JAN： JAN：

乾燥マコモ葉20g-矢田営農組合 乾燥マコモタケ（新潟産無農薬ま

こもたけ100％）35g-矢田営農

組合特製-

自然の恵みに囲まれて育った乾燥マコモ葉 自然の恵みに囲まれて育った乾燥マコモタケ

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞マコモ 機能性食品/お手当＞マコモ
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販売価格(税抜) 1,768円 販売価格(税抜) 7,980円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 3,580円

販売価格(税抜) 4,780円 販売価格(税抜) 13,480円

販売価格(税抜) 6,480円 販売価格(税抜) 6,480円
JAN：4580282551019 JAN：4580282552016

長い歴史と実績を誇るマコモ190ｇ。 マコモの基本であり、マコモの王道といえる製品で

す。

マコモの粉末から抽出したお風呂用エキス。 添加物は一切使用しておりません。

商品ID：100404975 商品ID：100404978
型番：a1286 型番：a1288

機能性食品/お手当＞マコモ 機能性食品/お手当＞マコモ

マコモ190g（まこもパウダー）【送

料無料】

浴用マコモ1000ml【送料無料】

商品ID：100156147 商品ID：100404943
型番：a1284 型番：a1285
JAN： JAN：4580282551026

仁井田本家のマイグルト（米グル

ト）500mlｘ6本セット【送料無

料】*クール便での発送

マコモハーモニー100U（まこも粉

末）260g【送料無料】

自然酒で有名な『仁井田本家』さんのマイグルト（お米でつくったヨーグルト） 特殊技術によりマコモをさらに微粉化し、吸収しやすく活性化した最高品質のマコモです。

型番：a1266 型番：a1283
JAN： JAN：

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞マコモ

へちま原液 110ml 仁井田本家のマイグルト（米グル

ト）160mlｘ12本セット【送料

無料】*クール便での発送

咳止め、痰切りに。飲用を目的としたヘチマ水です。 自然酒で有名な『仁井田本家』さんのマイグルト（お米でつくったヨーグルト）

商品ID：100064975 商品ID：100156081

JAN：4562139893114 JAN：

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

玄米の最も栄養価の高い、米ぬかと胚芽部分だけを焙煎した微粉末食品。大さじ１杯

でギャバ（GABA=ガンマアミノ酪酸）を30mg

マリアアザミの種子から抽出したで天然のサプリです。女性の美容に

商品ID：99935452 商品ID：99935525
型番：a1261 型番：a1257

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞サプリメント

玄米素材ギャバ200（食べるため

の米ぬか粉末）150g -リブレライ

フ- 【送料無料】*メール便での発

送*

ミルクシスル 50カプセル/約60日

分-シリマリン表記品の10倍以上

の力-

P.187　　　  　　



販売価格(税抜) 5,980円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 12,000円 販売価格(税抜) 5,000円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 3,000円 販売価格(税抜) 5,713円

型番：a1354 型番：h0071
JAN：4974293114606 JAN：

米ぬかサプリメント　たべられる米ぬ

か　150g(5gスティック×30本)

【送料無料】

国産マカ粉末（カプセルタイプ）

15g（60粒） 【送料無料】

米ぬかサプリメント「たべられる米ぬか」顆粒タイプです。「たべられる米ぬか」には、現代人に

不足しがちなさまざまな栄養素が含まれています。

無農薬で育てた純国産のマカを粉末にし、飲みやすいようにカプセルにしました。

商品ID：102852915 商品ID：103166705

JAN：4933339111146 JAN：4571270044903

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞スーパーフード

ケフィア菌にビフィズス菌とアシドフィルス菌をプラス。ポケットサイズで、海外旅行や職場での

ご利用に便利です。

ハーブと沖縄海塩100％のお口の清涼用濃縮清涼飲料です。

商品ID：102634336 商品ID：102634368
型番：a1339 型番：a1344

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞その他

ケフィアプラス携帯用（30カプセル

入り）-中垣技術士事務所-【送

料無料】

はっぴーONE がらがらっぺ 60g

商品ID：102633964 商品ID：102634326
型番：a1338 型番：a1337
JAN：4933339111122 JAN：4933339111139

ケフィアプラス徳用品（270カプセ

ル入り）-中垣技術士事務所-

【送料無料】

ケフィアプラス標準品（90カプセル

入り）-中垣技術士事務所-【送

料無料】

ケフィア菌にビフィズス菌とアシドフィルス菌をプラス。１カプセル６０億の善玉菌が、生きた

まま腸に達して健康を守ります。

ケフィア菌にビフィズス菌とアシドフィルス菌をプラス。１日３カプセルでケフィアライフを保てま

す。

型番：a1311 型番：a1322
JAN：4516784014745 JAN：4909868500225

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

【15%OFF】寺田本家マイグルト

（米グルト）160ml ｘ24本セッ

ト-寺田本家- 【送料無料】*クー

ル便での発送*

徳之島産黒にんにく（無農薬栽

培の黒ニンニク）100g

お米とお水だけから生まれた無添加・植物性乳酸菌が醸すお米のヨーグルト飲料です。ノ

ンアルコール・100％植物性だから、お子様もお酒・乳製品の苦手な方にもおすすめ。

優れた技術と徳之島の自然豊かな環境で成長した黒にんにくを熟成・発酵させて作りまし

た。

商品ID：101171315 商品ID：101653237

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞その他

P.188　　　  　　



販売価格(税抜) 7,139円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 6,480円

販売価格(税抜) 9,800円 販売価格(税抜) 5,300円

販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 28,000円

商品ID：101653574 商品ID：92032594
型番：a0772c 型番：a0773
JAN： JAN：

ウエダ家の自然発酵乳酸菌20g*

個包装無し＊専用ケース＆スプー

ン付【送料無料】

ウエダ家の自然発酵乳酸菌お徳

用300g*個包装無し【送料無

料】

日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」20g。初めての方におすすめです。 日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」お徳用300g

型番：a0772 型番：a0772b
JAN： JAN：

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

ウエダ家の自然発酵乳酸菌お徳

用100g*個包装無し【送料無

料】

ウエダ家の自然発酵乳酸菌お徳

用50g*個包装無し【送料無料】

日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」お徳用100g 日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」お徳用50g

商品ID：92032506 商品ID：101653520

JAN： JAN：

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

体にいいものは、おいしい。日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」 体にいいものは、おいしい。日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」

商品ID：91716384 商品ID：91716598
型番：a0770 型番：a0771

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

ウエダ家の自然発酵乳酸菌

30g(1g x30包)【送料無料】

ウエダ家の自然発酵乳酸菌

60g(1g x60包)【送料無料】

商品ID：103363469 商品ID：91470511
型番：h0072 型番：a0745
JAN： JAN：4562261214863

国産マカ粉末（粉末タイプ）

50g 【送料無料】

ウエダ家の自然発酵乳酸菌

10g(1g x 10包)【送料無料】*

メール便での発送*

無農薬で育てた純国産のマカを、水に溶けやすい粉末にしました。 体にいいものは、おいしい。日本人の腸をととのえる ウエダ家「自然発酵 乳酸菌」

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞スーパーフード 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素
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販売価格(税抜) 1,500円 販売価格(税抜) 1,500円

販売価格(税抜) 3,150円 販売価格(税抜) 6,000円

販売価格(税抜) 9,480円 販売価格(税抜) 26,800円

販売価格(税抜) 9,980円 販売価格(税抜) 2,598円
JAN：4516784009239 JAN：4516784009246

酒蔵ならではの伝承造りと、最高の技術が生んだサプリです。 酒蔵ならではの伝承造りと、最高の技術が生んだサプリです。

商品ID：77566096 商品ID：77566107
型番：a0392 型番：a0400

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

蔵人の酵素 顆粒　60包×2.0ｇ 蔵人の酵素 顆粒　2g×14包

【送料無料】*メール便での発送*

商品ID：80479882 商品ID：80479883
型番：a0436 型番：a0437
JAN：4560487660044 JAN：4560487660051

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルトお徳用100g（個

包装無し）

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルトお徳用300g（個

包装無し）

お得な100g入り。個包装なしの大容量タイプです。 お得な300g入り。個包装なしの大容量タイプです。

型番：a0231c 型番：a0273d
JAN： JAN：

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルト1g×30袋

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルト1g×60袋

山形県産ササニシキ（農薬不使用）と自然栽培麹を原材料に、自然発酵１００％で

フリーズドライさせた粉状のものです。雑菌を添加せず、低温に強い自然界の乳酸菌と酵

母が含まれ、いきたまま菌をとりいれることができます。

山形県産ササニシキ（農薬不使用）と自然栽培麹を原材料に、自然発酵１００％で

フリーズドライさせた粉状のものです。雑菌を添加せず、低温に強い自然界の乳酸菌と酵

母が含まれ、いきたまま菌をとりいれることができます。

商品ID：66330057 商品ID：66330060

JAN： JAN：

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

山形県産ササニシキ（農薬不使用）と自然栽培麹を原材料に、自然発酵１００％で

フリーズドライさせた粉状のものです。雑菌を添加せず、低温に強い自然界の乳酸菌と酵

母が含まれ、いきたまま菌をとりいれることができます。

山形県産ササニシキ（農薬不使用）と自然栽培麹を原材料に、自然発酵１００％で

フリーズドライさせた粉状のものです。雑菌を添加せず、低温に強い自然界の乳酸菌と酵

母が含まれ、いきたまま菌をとりいれることができます。

商品ID：67917156 商品ID：63775597
型番：a0231b 型番：a0231

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルト1g×12袋【送料

無料】*メール便での発送*

モバイルマイグルト-ウエダ家のいき

ているマイグルト1g×12袋
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販売価格(税抜) 9,980円 販売価格(税抜) 2,598円

販売価格(税抜) 4,080円 販売価格(税抜) 7,980円

販売価格(税抜) 1,280円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 7,780円 販売価格(税抜) 6,240円

型番：a0681 型番：692
JAN：4518001570010 JAN：4580119570022

蔵人の酵素720ｍｌ オーサワバランスα900ml

天然植物エキスの発酵飲料です。毎日の健康作りに！ 農薬不使用玄米の米糠を使用した発酵飲料

商品ID：90343584 商品ID：91448437

JAN：4562154690378 JAN：4935428001642

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

新しい乳酸菌サプリメント。アルミパックで最後の一滴まで飲める 島根県産の無農薬栽培ゆず種100%使用。飲みやすい微粉末

商品ID：85274361 商品ID：89365739
型番：3404 型番：a0614

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞黒焼

ラクティス（10ml プラスチック容

器）10mlx5本

ゆずの種黒焼き粉末-島根県産

無農薬栽培ゆず種-100g（約

30日分）【送料無料】*メール便

での発送*

商品ID：85274359 商品ID：101749987
型番：6821 型番：2917
JAN：4562154690385 JAN：4562154690385

ラクティス5mlx30包【送料無料】 ラクティス（10ｍｌ プラスチック容

器）10ml×30本【送料無料】

新しい乳酸菌サプリメント。お徳用30包入り。 新しい乳酸菌サプリメント。お徳用30包入り。

型番：a0391 型番：a0401
JAN：4516784009949 JAN：4516784009963

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

スレンダーエス酵母 E・B・G　60

包×2.2ｇ

スレンダーエス酵母 E・B・G　2.2g

×14包【送料無料】*メール便で

の発送*

酵母に酵素を配合、伝統的な発酵食品が生み出したサプリ 酵母に酵素を配合、伝統的な発酵食品が生み出したサプリ

商品ID：77566094 商品ID：77566109

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素
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販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 328円

販売価格(税抜) 285円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 6,120円 販売価格(税抜) 18,000円

商品ID：94540208 商品ID：94540211
型番：711 型番：714
JAN：4542887000019 JAN：4603380554000

オーサワ100％ピュア ノニエキス

900ml

オーサワパナケア138g(約690粒)

有機ノニ100％

タヒチ伝統製法

発酵紫イペとプロポリス配合

型番：680 型番：693
JAN：4519493012408 JAN：4580119570015

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ陽泉100g オーサワバランスα500ml

タンポポの根濃縮エキス 農薬不使用玄米の米糠を使用した発酵飲料

商品ID：94540200 商品ID：94540206

JAN：4932828016702 JAN：4526370100073

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素

玄米でつくった植物性乳酸菌入り飲料 宮?産農薬・化学肥料不使用玄米使用　自然

な甘みと程よい酸味

島根産有機桑葉100％

商品ID：101750188 商品ID：94540197
型番：1670 型番：677

機能性食品/お手当＞乳酸菌・酵素 機能性食品/お手当＞その他

オーサワグルト・玄米発酵飲料

150g

オーサワ有機桑葉つぶ

72g(200mg×360粒)

商品ID：91448741 商品ID：91449056
型番：3490 型番：a0766
JAN：4932828034904 JAN：4931915001508

オーサワ有機浄身粉150ｇ super海の精いのちのもと

10g(1g×10)【送料無料】*メー

ル便での発送*

殻付き有機全粒はと麦100％　料理や飲み物に混ぜて 水に溶かし、スポーツドリンク感覚で水分と塩類を補給

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他
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販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 14,400円

販売価格(税抜) 6,120円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 5,400円 販売価格(税抜) 3,150円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 1,800円
JAN：4978609535154 JAN：4932828006819

節蓮根使用

特許取得商品

有機人参濃縮エキス

商品ID：94540262 商品ID：94542085
型番：2183 型番：681

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ釈迦蓮根220g オーサワ参泉100g

商品ID：94540233 商品ID：94540253
型番：1348 型番：2176
JAN：4571235340101 JAN：4962785000087

オーサワアルジー

10034.8g(290mg*120ｶﾌﾟｾﾙ

オーサワ川端のすいか糖エキス

120g

ＵＳＤＡ認定原料使用

89種類の栄養素を含有した総合栄養食品

すいかを煮詰めたエキス

型番：1336 型番：1341
JAN：4582330370016 JAN：4901616809321

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワＮＡＬＢＡＬｕみねらる

473ml

オーサワ健康道場・粉末青汁

300g(10g×30袋)

植物系ミネラルを70種類以上含有　吸収しやすい液体タイプ 国内産野菜100％　ブロッコリー・ケール・大麦若葉・明日葉・モロヘイヤをブレンド

商品ID：94540225 商品ID：94540228

JAN：4562154690255 JAN：4560101271069

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞青汁

国内産大豆を丸ごと乳酸菌発酵 75種類の植物性原料を3年以上発酵・熟成

乳酸菌植物発酵エキス

商品ID：94540215 商品ID：94540217
型番：1324 型番：1329

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ大豆の美センイ42g(2g×

21包)

オーサワ陽命源ゴールド120g
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販売価格(税抜) 10,200円 販売価格(税抜) 8,330円

販売価格(税抜) 10,200円 販売価格(税抜) 10,200円

販売価格(税抜) 4,590円 販売価格(税抜) 23,078円

販売価格(税抜) 2,805円 販売価格(税抜) 18,000円

型番：50949 型番：53744
JAN：811961020231 JAN：4967111710043

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾏｶﾊﾟｳﾀﾞｰ113G

フジワラ花プロポリス30ml【ムソー】

生の有機マカの根を丁寧に乾燥し低温粉砕したローマカパウダーです。マカには、アミノ酸

が豊富に含まれている他、必須脂肪酸、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が非

常にバランス良く含まれています。

最高級のブラジル産プロポリスを数種類ブレンドし、特級の食用アルコールで抽出していま

す。

商品ID：98079699 商品ID：98893937

JAN：858847000505 JAN：4904866200320

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

生のマカの根を丁寧に乾燥し低温粉砕したローマカパウダーです。マカには、アミノ酸が豊

富に含まれている他、必須脂肪酸、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が非常に

バランス良く含まれています。

中国雲南省の田七人参を１００％使用。田七人参でも貴重な２５頭のみを使用。飲

みやすい小粒タイプ。１５０包入のお徳用。

商品ID：98078731 商品ID：98079694
型番：50945 型番：50461

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞サプリメント

創健社 NAVITASNATURALS

ﾛｰﾏｶﾊﾟｳﾀﾞｰ227G

創健社 田七人参の力お徳用粒

1.5GX150

商品ID：98078705 商品ID：98078713
型番：50917 型番：50927
JAN：4582229420020 JAN：4985732405568

創健社 ユーグレナピュア90粒×２ 創健社 クロモリジンＡＨＳＳ

70G

様々な栄養素がふんだんに含まれたユーグレナ（和名：ミドリムシ）にローヤルゼリー、コ

ンドロイチンなどを配合。日々の食事では不足しがちな栄養分を補い、健康維持と美容に

お役立て下さい。９０粒入２個セット組。

クロモリジンＡＨＳＳには、クマイ笹（光合成植物）から抽出された成分、アラビノース・

キシロースが高濃度で含有されたエキスです。日本人が昔から生活の中で使用してきたク

マイ笹を毎日の健康にお役立て下さい。

型番：50560 型番：50771
JAN：4947316029157 JAN：4939118005200

機能性食品/お手当＞サプリメント 機能性食品/お手当＞その他

創健社 NEWルンブレンゴールド

180ｶﾌﾟｾﾙ

創健社 ｲﾁｮｳ葉ｴｸｽﾄﾗ粒ﾌﾗｷﾞﾝｺ

160粒

体内で大切な働きをするＬＲ（ルンブルクスルベルス）末に田七人参、ウコン、ＤＨＡ、

ＥＰＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６をバランスよく配合した健康補助食品です。

高品質、純国産のイチョウ葉エキスを使用した「フラギンコ」は、からだのめぐり、あたまの冴え

が気になる方におすすめです。

商品ID：98078689 商品ID：98078695

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞サプリメント 機能性食品/お手当＞サプリメント
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販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 8,100円

販売価格(税抜) 8,820円 販売価格(税抜) 1,215円

販売価格(税抜) 4,183円 販売価格(税抜) 7,020円

販売価格(税抜) 6,501円 販売価格(税抜) 1,697円

商品ID：96356627 商品ID：96356632
型番：6825 型番：6832
JAN：4562183927421 JAN：4983588600304

オーサワ有機乳酸菌含有食品 サ

プレム120g(2g×60包)

オーサワ新ビルベリープラスメグスリノ

キ18g(150mg×120粒)

山形産有機玄米麹・紅花使用　乳酸菌含有玄米発酵食品 野生種ビルベリーに国内産メグスリノキと有機ケールを配合

型番：6818 型番：6823
JAN：4540787122299 JAN：4562344540117

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ寧夏のくこ500ml オーサワＹＭＧプラス（海洋性フ

ミン物質抽出液）500ml

ストレート果汁100％

色鮮やか、甘酢っぱくて美味

強酸性のフミン物質抽出液

商品ID：96356620 商品ID：96356623

JAN：4580162053718 JAN：4541382041015

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

β-グルカン濃度従来品の約3倍　天然成分100%の糖鎖栄養素 農薬不使用金時ショウガ100%

ジンゲロールが一般生姜の約4倍

商品ID：96356597 商品ID：96356610
型番：6805 型番：6814

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ黒酵母発酵液ナチュラル

Ｇマックスゴールド510g(17g×

30袋)

オーサワ金時ショウガ粉末50g

商品ID：96356583 商品ID：96356587
型番：6800 型番：6802
JAN：4946403910033 JAN：4946403910026

オーサワ有機遠赤ケール（粉末）

60g(2g×30包)

オーサワケール有機遠赤青汁Ｖ

1250g(200mg×1250粒)

愛媛産有機ケール100％ 有機栽培ケール100％

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞青汁 機能性食品/お手当＞青汁
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販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 7,200円

販売価格(税抜) 6,120円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 1,260円 販売価格(税抜) 2,250円

販売価格(税抜) 6,300円 販売価格(税抜) 4,715円
JAN：4946403912037 JAN：4520009189484

愛媛産有機にんにく使用　フルーティで甘みがある　食べやすいバラタイプ 沖縄産農薬・化学肥料不使用ノニ100％　特有な香りと濃厚でまろやかな飲み口

商品ID：96357976 商品ID：96357982
型番：6867 型番：6868

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ有機八片黒にんにく皮付

きバラ300g

オーサワ島ノニ1000ml

商品ID：96357964 商品ID：96357971
型番：6865 型番：6866
JAN：4946403912013 JAN：4946403912020

オーサワ有機八片黒にんにく皮付

きバラ50g

オーサワ有機八片黒にんにく皮付

きバラ100g

愛媛産有機にんにく使用　フルーティで甘みがある　食べやすいバラタイプ 愛媛産有機にんにく使用　フルーティで甘みがある　食べやすいバラタイプ

型番：6838 型番：6841
JAN：4571168190057 JAN：4562179781174

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワイチョウ葉サン モノオボエ

50ml

オーサワすぎ・ひのきドリンク

mini50ml

新潟産イチョウ葉使用の濃縮エキス 森のパワーをあなたに贈る　すべて自然の恵みから　初めて飲む方用

商品ID：96357933 商品ID：96357941

JAN：4973839100813 JAN：4932828068046

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

沖縄県宮古島産農薬不使用ガジュツ使用　葛、陳皮、根昆布を配合　飲みやすい分

包顆粒タイプ

本葛のサプリメント

国内産本葛粉100％使用

商品ID：96356635 商品ID：96356965
型番：6835 型番：6804

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞その他 機能性食品/お手当＞その他

オーサワ三宝ガジュツ顆粒

75g(2.5g×30)

オーサワ 本葛の精90g(1.5g×

60包)

P.196　　　  　　



販売価格(税抜) 3,420円

型番：6869
JAN：4982198101294

オーサワ緑粒75g(250mg×300

粒)

国内産農薬・化学肥料不使用野菜100％　8種の青野菜をブレンド　苦みが少なく、食

べやすい

商品ID：96357986

かわしま屋　商品カタログ

機能性食品/お手当＞その他
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販売価格(税抜) 880円 販売価格(税抜) 3,060円

販売価格(税抜) 4,320円 販売価格(税抜) 5,220円

販売価格(税抜) 9,180円 販売価格(税抜) 12,000円

販売価格(税抜) 1,520円 販売価格(税抜) 4,800円

商品ID：92962840 商品ID：101653238
型番：3522 型番：a1323
JAN： JAN：9419110042502

オーサワ国産百花はちみつ230ｇ マヌカハニー（オーガニック

MG200+）250g

国内産百花はちみつ100％　コクがあり風味豊か Bio-Gro New Zealandの厳しい審査に合格したオーガニックマヌカ蜂蜜です。

型番：6196 型番：3512
JAN：9421023620098 JAN：4531663140018

マヌカハニー・ハチミツ＞ハチミツ マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー

【10%OFF】マヌカハニーＭＧＯ

550＋ 250ｇ【送料無料】

オーサワプロポリス原液30ｍｌ

ニュージーランド産の自生マヌカ花蜜100％マヌカハニー。最高レベルのMGO550+です。 日本プロポリス協議会認定品　ブラジル産プロポリス

商品ID：90850264 商品ID：92065104

JAN：9421023620685 JAN：9421023620067

マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー マヌカハニー・ハチミツ＞プロポリス

ニュージーランド産の自生マヌカ花蜜100％マヌカハニー。MGO250+です。 ニュージーランド産の自生マヌカ花蜜100％マヌカハニー。MGO400+です。

商品ID：90850258 商品ID：90850262
型番：6194 型番：6195

マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー

【10%OFF】マヌカハニーＭＧＯ

250＋　250ｇ

【10%OFF】マヌカハニーＭＧＯ

400＋　250ｇ【送料無料】

商品ID：89731168 商品ID：90850251
型番：3313 型番：6193
JAN：8012527000526 JAN：9421023620036

オーサワミエリツィアオレンジの有機

ハチミツ250ｇ

【10%OFF】マヌカハニーＭＧＯ

100＋ 250ｇ

EUオーガニック規定認定品　純粋100%オレンジはちみつ ニュージーランド産の自生マヌカ花蜜100％マヌカハニー。MGO100+です。

かわしま屋　商品カタログ

マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー マヌカハニー・ハチミツ＞マヌカハニー
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販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,062円 販売価格(税抜) 16,200円

販売価格(税抜) 1,388円 販売価格(税抜) 22,500円

商品ID：96356570 商品ID：96356617
型番：6197 型番：6816
JAN：8012527001653 JAN：4546020168000

オーサワﾐｴﾘﾂｨｱ トスカーナの有機

ハチミツ400g

オーサワプレミアム5プロポリス20g

EUオーガニック規定認定品　100％純粋はちみつ　コクのある甘みと豊かな香り プロポリス研究の世界的権威パーク博士監修

モロニック酸含有

日本で唯一の高濃度ペーストタイプ

型番：10530 型番：2172
JAN：4516838000168 JAN：4932828021720

マヌカハニー・ハチミツ＞ハチミツ マヌカハニー・ハチミツ＞プロポリス

シタァール野生黒蜂蜜１８０ｇ

【ムソー】

オーサワオーガニック・プロポリス

30ml

蜂蜜の黒い色は森の恵みをたっぷりと含んだ花々の花粉を取り除かずにそのまま使用して

いるためです。

契約したオーガニック養蜂場で採取したユーカリアレクリン系プロポリス

商品ID：98889423 商品ID：94540245

JAN：4962309250066 JAN：4962309250011

マヌカハニー・ハチミツ＞ハチミツ マヌカハニー・ハチミツ＞プロポリス

厳格に定められたニュージーランド農務省の規定をクリアした有機蜂蜜を使用しています。

フローラルで上品な香り。味にもクセがなくあっさりとしています。スプーンですくってもたれにく

いクリーミータイプのハチミツです。

厳格に定められたニュージーランド農務省の規定をクリアした有機蜂蜜を使用しています。

フローラルで上品な香り。味にもクセがなくあっさりとしています。

商品ID：98889415 商品ID：98889419
型番：10528 型番：10535

かわしま屋　商品カタログ

マヌカハニー・ハチミツ＞ハチミツ マヌカハニー・ハチミツ＞ハチミツ

久保オーガニッククローバー蜂蜜・ク

リーミー３００ｇ【ムソー】

久保オーガニッククローバー蜂蜜・

透明３００ｇ【ムソー】
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販売価格(税抜) 2,400円 販売価格(税抜) 1,600円

販売価格(税抜) 348円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 8,000円

販売価格(税抜) 5,000円 販売価格(税抜) 2,000円

型番：a0435 型番：a0343
JAN： JAN：

びわ葉エキス（さくら堂手作り無添

加）五年熟成100ml

ビワの葉（鹿児島産自然栽培び

わの葉100%-農薬・化学肥料不

使用）乾燥タイプお徳用300g

五年熟成のびわ葉エキスです。 びわの葉エキスづくりやびわの葉茶に最適な、鹿児島県産の無農薬・無化学肥料栽培、

そして 天日干しによる自然乾燥のびわの葉です。

商品ID：80428896 商品ID：81414186

JAN： JAN：

びわ関連＞びわエキス びわ関連＞びわ葉

ビワ葉エキスを配合したローションです。 びわ葉エキス徳用大ビン（通常ビン5本分）です。

商品ID：80205502 商品ID：80428893
型番：a0427 型番：a0434

びわ関連＞びわエキス びわ関連＞びわエキス

びわ葉水100ml（アマナクラ） びわ葉エキス（さくら堂手作り無添

加）徳用大ビン500ｍｌ

商品ID：75779155 商品ID：80031856
型番：a0342 型番：a0420
JAN： JAN：4580166755175

ビワの葉茶（鹿児島産自然栽培

びわの葉100%-農薬・化学肥料

不使用）30g

びわ葉エキス（さくら堂手作り無添

加）100ｍｌ

昔から手当てに使われてきたびわの葉には、アミグダリン（ビタミンＢ17）やクエン酸をはじ

めとする成分が多く含まれ、温灸やびわ茶、びわの葉湯など様々な用途で使われてます。

香料・防腐剤一切無添加。びわの葉を焼酎に漬け込んだエキス

型番：a1153 型番：a1154
JAN： JAN：

びわ関連＞びわ茶 びわ関連＞びわエキス

特選 無農薬ビワの種の微粉末

100g入り【送料無料】

無農薬ビワの種の微粉末100g入

り【送料無料】

無農薬で栽培されたビワの種を扱いやすく微粉末にしました。１日小さじ１杯程度を２

回を目安にお飲み下さい。

無農薬で栽培されたビワの種を扱いやすく微粉末にしました。１日小さじ１杯程度を２回

を目安にお飲み下さい。

商品ID：97170253 商品ID：97170254

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞ びわ関連＞
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販売価格(税抜) 2,380円 販売価格(税抜) 2,780円

販売価格(税抜) 880円 販売価格(税抜) 640円

販売価格(税抜) 620円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 11,580円 販売価格(税抜) 7,180円

商品ID：94278945 商品ID：94278947
型番：a1008 型番：a1009
JAN： JAN：

びわの葉温灸太棒もぐさ16本入

（お徳用）【送料無料】

びわの葉温灸太棒もぐさ8本入

【送料無料】

補填用 太棒もぐさ16本入り　　　びわの葉温灸にご使用下さい。 補填用 太棒もぐさ8本入り　びわの葉温灸にご使用下さい。

型番：218 型番：a0342ｚ
JAN：4522968109428 JAN：

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ療法グッズ

オーサワのびわの葉茶　60g(3g×

20包)

ビワの葉（鹿児島産自然栽培び

わの葉100%-農薬・化学肥料不

使用）乾燥タイプお徳用150g

徳島産自生びわ葉100%　まろやかな味わい びわの葉エキスづくりやびわの葉茶に最適な、鹿児島県産の無農薬・無化学肥料栽培、

そして 天日干しによる自然乾燥のびわの葉です。

商品ID：94056630 商品ID：94095656

JAN： JAN：4984039194571

びわ関連＞びわ茶 びわ関連＞びわ葉

無農薬・無化学肥料栽培の国産びわ生葉です。注文を受けてから収穫・発送をする鮮

度の良いビワ生葉です。

鹿児島産びわ葉100％　まろやかな味わい

商品ID：93926935 商品ID：94056625
型番：h0052 型番：3489

びわ関連＞びわ葉 びわ関連＞びわ茶

ビワの生葉（無農薬・無肥料・国

産）100g

オーサワねじめびわ茶24・48g(2g

×24包)

商品ID：86547346 商品ID：86548976
型番：6828 型番：3424
JAN：4992626060147 JAN：4992626060086

オーサワ枇杷種粉末(分包タイ

プ)30包入り

オーサワ枇杷種粉末150g【送料

無料】*メール便での発送*

長崎産茂木ビワ種100%。携帯にも便利なスティックタイプ 長崎産茂木ビワ種100％。ビワ種の風味とほのかな苦み

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ
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販売価格(税抜) 4,714円 販売価格(税抜) 3,080円

販売価格(税抜) 1,880円 販売価格(税抜) 9,514円

販売価格(税抜) 9,158円 販売価格(税抜) 6,111円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,280円
JAN： JAN：

短くなった太棒もぐさに取り付けると使い易くなります。 短くなった細棒もぐさに取り付けると使い易くなります。

商品ID：94278961 商品ID：94278964
型番：a1016 型番：a1017

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ療法グッズ

びわの葉温灸太棒もぐさプラス びわの葉温灸細棒もぐさプラス

商品ID：94278957 商品ID：94278958
型番：a1014 型番：a1015
JAN： JAN：

びわの葉温灸細棒もぐさ25本入

（お徳用）【送料無料】

びわの葉温灸細棒もぐさ12本入

【送料無料】

補填用 細棒もぐさ25本入り　　　びわの葉温灸にご使用下さい。 補填用 細棒もぐさ12本入り　　　びわの葉温灸にご使用下さい。

型番：a1012 型番：a1013
JAN： JAN：

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ療法グッズ

びわの葉エキス200ml びわの葉温灸細棒もぐさ温灸セッ

ト【送料無料】

国産無農薬のびわ葉をホワイトリカーで抽出しました（飲用ではありません）。　温湿布

や温灸におすすめです。今だけ26％引きの限定価格

びわの葉温灸細棒もぐさ温灸セット。　　初めての方に！

商品ID：94278953 商品ID：94278955

JAN： JAN：

びわ関連＞びわエキス びわ関連＞びわ療法グッズ

補填用 太棒もぐさ4本入り　　　びわの葉温灸にご使用下さい。 国産無農薬のびわ葉をホワイトリカーで抽出しました（飲用ではありません）。　温湿布や

温灸におすすめです。今だけ26％引きの限定価格

商品ID：94278949 商品ID：94278951
型番：a1010 型番：a1011

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわエキス

びわの葉温灸太棒もぐさ4本入

【送料無料】

びわの葉エキス500ml
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販売価格(税抜) 1,848円 販売価格(税抜) 3,696円

販売価格(税抜) 7,700円 販売価格(税抜) 2,310円

販売価格(税抜) 3,080円 販売価格(税抜) 238円

販売価格(税抜) 1,584円 販売価格(税抜) 63,800円

型番：a1024 型番：a1025
JAN： JAN：

DVD「ビワの葉温灸・基本のツボ

40分コース」

温灸器ユーフォリア・Ｑ

ビワの葉温灸の「基本のツボ」への当て方を説明した約20分のＤＶＤです。 もぐさとビワの葉エキスを遠赤外線ヒーターで加熱して湿温灸します。

商品ID：94278978 商品ID：94278980

JAN： JAN：

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ療法グッズ

アルコール、界面活性剤不使用のゲル化粧水です。 ビワの葉療法の活用法を用法・症状別にまとめた冊子です。

商品ID：94278974 商品ID：94278976
型番：a1022 型番：a1023

びわ関連＞びわエキス びわ関連＞びわ療法グッズ

ビワバーローション（びわ化粧水）

120ml【送料無料】

ビワ療法のすすめ（月刊ビワと健

康実例集）ビワの葉温熱療法普

及会（Ａ５版・３２ページ）

商品ID：94278970 商品ID：94278972
型番：a1020 型番：a1021
JAN： JAN：

びわまる1000粒（びわの種錠

剤）【送料無料】

びわ葉のゆ（枇杷葉湯）12g×

40袋入り【送料無料】

国産のビワの種を飲み易い粒タイプにしました。外出時に便利です。 よもぎと枇杷100％。やわらかく湯ざめしにくいお風呂になります。

型番：a1018 型番：a1019
JAN： JAN：

びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ びわ関連＞びわ療法グッズ

びわの葉温灸太棒もぐさ用消煙

キャップ

びわまる400粒（びわの種錠剤）

【送料無料】

太棒もぐさにかぶせて火を消す際にご使用下さい 国産のビワの種を飲み易い粒タイプにしました。外出時に便利です。

商品ID：94278966 商品ID：94278969

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ
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販売価格(税抜) 6,076円 販売価格(税抜) 22,000円

販売価格(税抜) 10,714円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 980円 販売価格(税抜) 800円

販売価格(税抜) 4,980円 販売価格(税抜) 3,580円

商品ID：95639903 商品ID：97422105
型番：h0058 型番：a1186
JAN： JAN：

冷凍びわの種-有機JAS認定-

（福留果樹園 鹿児島県産）

1000g

びわの葉エキス玄米焼酎 300cc

【送料無料】

徳之島の豊かな大地で育てられた樹から、産出したびわの種です。保存に便利・新鮮な

冷凍状態でお届けします。

国産無農薬のびわ葉を玄米焼酎で抽出しました（飲用ではありません）

型番：a1010z 型番：a1148
JAN： JAN：4582127280023

びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ びわ関連＞びわエキス

びわの葉温灸太棒もぐさ-三栄商

会-【送料無料】*メール便での発

送*

有機びわ茶ティーパック（福留果

樹園　鹿児島県）3ｇ×15袋

【送料無料】*メール便での発送*

補填用 太棒もぐさ 長寿世界一の村・徳之島の豊かな大地で、有機自家園で育ちました。茶葉100%使用

のビワ茶です。

商品ID：94936414 商品ID：95522632

JAN： JAN：

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ茶

びわの葉温灸太棒もぐさ温灸セット。　　初めての方に！ 千葉県南房総産の無農薬「房州びわ」の種を天日干しさせた乾燥のびわ種です。

商品ID：94279286 商品ID：94505850
型番：a1007 型番：h0053

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ

びわの葉温灸太棒もぐさ温灸セッ

ト

びわの種100g（無農薬・天日干

し乾燥のびわ種）千葉県南房総

産

商品ID：94278982 商品ID：94278984
型番：a1026 型番：a1027
JAN： JAN：

温灸器ユーフォリア・Ｑ用もぐさ入り

カセット（３０個入り）

温灸器ユーフォリア・Ｑ用もぐさ入り

カセット徳用（１２０個入り）

ユーフォリアＱ温灸器に使用するカセットです。 ユーフォリアＱ温灸器に使用するカセットです。

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ療法グッズ
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販売価格(税抜) 31,800円 販売価格(税抜) 620円

販売価格(税抜) 3,600円

型番：a0390
JAN：4516784401118

びわ種粉末 フリーズドライ 150g

【送料無料】

アミグダリンをはじめとした各種ビタミン類やクエン酸を含有

商品ID：77558143

JAN： JAN：4932828002187

びわ関連＞びわ種・粉末・サプリ

冷え・痛み・コリによく効く電気お灸の決定版。火を使わないのでお気軽に使えます。体の

芯までじんわり温めつらい悩みを解消します。

農薬・化学肥料不使用の徳島産自生びわの葉茶です。香り高くほのかな甘みで、どんな

料理にも合うお茶です。

商品ID：99611870 商品ID：101171318
型番：a1246 型番：a1312

かわしま屋　商品カタログ

びわ関連＞びわ療法グッズ びわ関連＞びわ茶

黄帝灸ナノプラチナII型　火を使

わない お灸【送料無料】

オーサワのびわの葉茶60ｇ【送料

無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 580円 販売価格(税抜) 290円

販売価格(税抜) 580円 販売価格(税抜) 2,080円

販売価格(税抜) 2,080円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 3,780円 販売価格(税抜) 6,080円

型番：h0040b 型番：h0040c
JAN： JAN：

沖縄産春ウコン粒1200粒（有

機原料100%）-約40日分【送

料無料】

沖縄産春ウコン粒2000粒（有

機原料100%）-約66日分【送

料無料】

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粒。ミネラル豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粒。ミネラル豊富

商品ID：88665725 商品ID：88665728

JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

無農薬・無化学肥料栽培の徳之島産秋ウコンをフリーズドライ。栄養分を壊さずに粉末に

しました。

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粒。ミネラル豊富

商品ID：100840770 商品ID：88665722
型番：h0068 型番：h0040a

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

徳之島産秋ウコン粉末-フリーズド

ライ（無農薬・無肥料栽培）

100g【送料無料】

沖縄産春ウコン粒600粒（有機

原料100%）-約20日分【送料

無料】

商品ID：95194167 商品ID：100817228
型番：h0057b 型番：h0067
JAN： JAN：

生紫ウコン-徳之島産無農薬紫ウ

コン（ガジュツ）300g（2016年

産）*冷凍発送*

徳之島産春ウコン粉末フリーズドラ

イ（無農薬・無肥料栽培）

100g【送料無料】

奄美諸島徳之島産の希少な生紫ウコンです。（2016年産） 無農薬・無化学肥料栽培の徳之島産春ウコンをフリーズドライ。栄養分を壊さずに粉末に

しました。

型番：h0057a 型番：h0057b
JAN： JAN：

ウコン＞生ウコン ウコン＞ウコン粉末・錠剤

生春ウコン-徳之島産無農薬春ウ

コン（キョウオウ）300g（2016

年産）

【50%OFF】生秋ウコン-徳之島

産無農薬秋ウコン（鬱金）

300g（2016年産）

奄美諸島徳之島産の希少な生春ウコンです。（2016年産） 奄美諸島徳之島産の希少な生秋ウコンです。（2016年産）

商品ID：95115657 商品ID：95193728

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞生ウコン ウコン＞生ウコン
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販売価格(税抜) 1,480円 販売価格(税抜) 3,880円

販売価格(税抜) 12,080円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 3,780円 販売価格(税抜) 6,080円

販売価格(税抜) 1,480円 販売価格(税抜) 3,780円

商品ID：88665701 商品ID：88665703
型番：h0038a 型番：h0038b
JAN： JAN：

沖縄産秋ウコン粉末100g（有

機原料100%）-約１ヵ月分【送

料無料】

沖縄産秋ウコン粉末300g（有

機原料100%）-約3ヵ月分【送

料無料】

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粉末。クルクミン豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粉末。クルクミン豊富

型番：h0041b 型番：h0041c
JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産秋ウコン粒1200粒（有

機原料使用）-約40日分【送料

無料】

沖縄産秋ウコン粒2000粒（有

機原料使用）-約66日分【送料

無料】

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粒。クルクミン豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粒。お徳用

商品ID：88665735 商品ID：88665739

JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粉末。ミネラル豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粒。クルクミン豊富

商品ID：88665698 商品ID：88665732
型番：h0037c 型番：h0041a

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産春ウコン粉末お徳用

1000g（有機原料100%）-約

10ヵ月分【送料無料】

沖縄産秋ウコン粒600粒（有機

原料使用）-約20日分【送料無

料】

商品ID：88665693 商品ID：88665695
型番：h0037a 型番：h0037b
JAN： JAN：

沖縄産春ウコン粉末100g（有

機原料100%）-約１ヵ月分【送

料無料】

沖縄産春ウコン粉末300g（有

機原料100%）-約3ヵ月分【送

料無料】

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粉末。ミネラル豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産春ウコン粉末。ミネラル豊富

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤
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販売価格(税抜) 12,080円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 3,880円 販売価格(税抜) 12,080円

販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 2,980円

販売価格(税抜) 4,780円 販売価格(税抜) 7,080円
JAN： JAN：

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産黒ウコン粒。滋養強壮に 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産黒ウコン粒。滋養強壮に

商品ID：89365623 商品ID：89365625
型番：h0045b 型番：h0045c

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産黒ウコン（クラチャイダム）

粒600粒（有機原料使用）-約

40日分

沖縄産黒ウコン（クラチャイダム）

粒お徳用1000粒（有機原料使

用）-約66日分

商品ID：89531428 商品ID：89365619
型番：h0045d 型番：h0045a
JAN： JAN：

沖縄産黒ウコン（クラチャイダム）

粒105粒（有機原料使用）-約

7日分【初回限定送料無料】

沖縄産黒ウコン（クラチャイダム）

粒300粒（有機原料使用）-約

20日分

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産黒ウコン粒。滋養強壮に 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産黒ウコン粒。滋養強壮に

型番：h0039b 型番：h0039c
JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産紫ウコン粉末300g（有

機原料100%）-約3ヵ月分【送

料無料】

沖縄産紫ウコン粉末1000g（有

機原料100%）-約10ヵ月分

【送料無料】

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産紫ウコン（ガジュツ）粉末 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産紫ウコン（ガジュツ）粉末

商品ID：88665715 商品ID：88665719

JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産秋ウコン粉末。クルクミン豊富 無農薬・無化学肥料栽培の沖縄産紫ウコン（ガジュツ）粉末

商品ID：88665708 商品ID：88665712
型番：h0038c 型番：h0039a

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産秋ウコン粉末お徳用

1000g（有機原料100%）-約

10ヵ月分【送料無料】

沖縄産紫ウコン粉末100g（有

機原料100%）-約１ヵ月分【送

料無料】
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販売価格(税抜) 2,180円 販売価格(税抜) 3,980円

販売価格(税抜) 6,280円 販売価格(税抜) 416円

販売価格(税抜) 305円 販売価格(税抜) 3,981円

販売価格(税抜) 2,222円 販売価格(税抜) 2,560円

型番：a0925 型番：a0718
JAN： JAN：4980479001240

屋久島産春ウコン「島黄金」タブ

レット300粒【送料無料】*メール

便での発送*

春うっちん粒130mg×700粒

（仲善）【送料無料】

無農薬、無化学肥料、米ぬか乳酸菌農法 春ウコンの根茎を主原料に、飲みやすさを追求しました。

商品ID：93634280 商品ID：91084008

JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

無農薬、無化学肥料、米ぬか乳酸菌農法 無農薬、無化学肥料、米ぬか乳酸菌農法

商品ID：93634287 商品ID：93634283
型番：a0927 型番：a0926

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

屋久島産春ウコン「島黄金」タブ

レット45粒【送料無料】*メール便

での発送*

屋久島産春ウコン「島黄金」タブ

レット600粒【送料無料】*メール

便での発送*

商品ID：89365635 商品ID：93634292
型番：h0046c 型番：a0928
JAN： JAN：

沖縄産四種のウコン粒お徳用

1000粒（春・秋・紫・紅ウコン/

有機原料使用）-約66日分

屋久島の恵ターメリック30【送料

無料】*メール便での発送*

沖縄産無農薬・無化学肥料の春・秋・紫・紅ウコンを1粒に凝縮 無農薬、無化学肥料、米ぬか乳酸菌農法

型番：h0046a 型番：h0046b
JAN： JAN：

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

沖縄産四種のウコン粒300粒

（春・秋・紫・紅ウコン/有機原料

使用）-約20日分

沖縄産四種のウコン粒600粒

（春・秋・紫・紅ウコン/有機原料

使用）-約40日分

沖縄産無農薬・無化学肥料の春・秋・紫・紅ウコンを1粒に凝縮 沖縄産無農薬・無化学肥料の春・秋・紫・紅ウコンを1粒に凝縮

商品ID：89365629 商品ID：89365632

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤
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販売価格(税抜) 1,298円 販売価格(税抜) 1,680円

販売価格(税抜) 1,880円 販売価格(税抜) 1,000円

販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 2,980円

販売価格(税抜) 1,380円 販売価格(税抜) 1,780円

商品ID：91084025 商品ID：91084027
型番：a0725 型番：a0726
JAN：4980479001622 JAN：4980479001219

紫うっちん粉容器入 100g（仲

善）【送料無料】

紫うっちん粉袋入200g（仲善）

【送料無料】*メール便での発送*

良質なガジュツの根茎だけを厳選し、粉末タイプに加工しました 良質なガジュツの根茎だけを厳選し、粉末タイプに加工しました。

型番：a0723 型番：a0724
JAN：4980479001066 JAN：4980479001424

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

秋うっちん粉袋入200g（仲善）

【送料無料】*メール便での発送*

紫うっちん粒130mg×700粒

（仲善）【送料無料】

良質なウコンの根茎だけを厳選した、粉末タイプのウコン商品です 良質なガジュツの根茎だけを厳選、飲みやすい粒タイプです。

商品ID：91084022 商品ID：91084023

JAN：4980479001271 JAN：4980479001059

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

良質な秋ウコンの根茎を厳選して飲みやすい粒タイプにしました。 良質なウコンの根茎だけを厳選した、粉末タイプのウコン商品です。

商品ID：91084015 商品ID：91084020
型番：a0721 型番：a0722

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤

秋うっちん粒 容器入130mg×

700粒（仲善）【送料無料】

秋うっちん粉 容器入100g（仲

善）【送料無料】

商品ID：91084010 商品ID：91084013
型番：a0719 型番：a0720
JAN：4980479001615 JAN：4980479001165

春うっちん粉100g（仲善）【送

料無料】

春うっちん粉 袋入 200g（仲

善）【送料無料】*メール便での

発送*

春ウコンの根茎を主体に、ウコンを配合して飲みやすい粉末商品です。 春ウコンの根茎を主体に、ウコンを配合して飲みやすい粉末商品です。

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞ウコン粉末・錠剤 ウコン＞ウコン粉末・錠剤
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販売価格(税抜) 220円 販売価格(税抜) 1,480円
JAN：4560260570669 JAN：4983588600335

沖縄産農薬不使用ウコン生絞り100％ 沖縄県西表島産ウコンに広島産牡蠣エキスを配合

商品ID：90688134 商品ID：90688556
型番：6824 型番：6840

かわしま屋　商品カタログ

ウコン＞ウコンドリンク ウコン＞ウコンドリンク

オーサワ翌ケロＧＯＬＤ（生搾り

ウコン飲料）　20ml

オーサワ西表島ウコン30ｇ（100

ｍｇ×300粒）
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販売価格(税抜) 320円 販売価格(税抜) 240円

販売価格(税抜) 35,275円 販売価格(税抜) 35,802円

販売価格(税抜) 30,498円 販売価格(税抜) 46,800円

販売価格(税抜) 128円 販売価格(税抜) 370円

型番：166 型番：6905
JAN：4932828001661 JAN：4932828069050

オーサワカレー粉20ｇ オーサワのシチュールウ120g

14種類のスパイスを厳選　絶妙な香りと辛さ 植物性素材でつくったシチュールウ クリーミーでコクのある美味しさ 小麦粉不使用

商品ID：93833080 商品ID：95517490

JAN： JAN：

カレー・シチュー＞カレー カレー・シチュー＞シチュー

植物性素材でつくったシチュールウ　小麦粉不使用 植物性素材でつくったカレールウ　味わい深く香り高い

商品ID：92600691 商品ID：92600696
型番：a0836 型番：a0848

カレー・シチュー＞シチュー カレー・シチュー＞カレー

オーサワシチュールウ１５袋入り

（業務用）

オーサワのカレールウ（甘口）

（業務用）

商品ID：92600689 商品ID：92600690
型番：a0834 型番：a0835
JAN： JAN：

オーサワのカレールウ（中辛）１

５袋入り（業務用）

オーサワデミグラスルウ１５袋入り

（業務用）

植物性素材でつくったカレールウ　小麦粉不使用 植物性素材でつくったデミグラスソースルウ　小麦粉不使用

型番：6909 型番：1481
JAN：4932828069098 JAN：4582308310013

カレー・シチュー＞カレー カレー・シチュー＞カレー

オーサワのカレールウ中辛120ｇ オーサワ有機カレー粉30ｇ

植物性素材でつくったカレールウ 6種類のスパイスを厳選！香り豊かな本格派

商品ID：90687882 商品ID：91448798

かわしま屋　商品カタログ

カレー・シチュー＞カレー カレー・シチュー＞カレー
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販売価格(税抜) 306円 販売価格(税抜) 396円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 315円
JAN：4932828061757 JAN：4932828061764

植物性素材でつくったこだわりカレー　豆と野菜をたっぷりつかったキーマ風　スパイシーな中

辛タイプ

植物性素材でつくったこだわりハヤシ　トマトの程よい酸味とデミグラスのコク

商品ID：96356938 商品ID：96356940
型番：6175 型番：6176

カレー・シチュー＞カレー カレー・シチュー＞カレー

オーサワのベジキーマカレー(レンズ

豆入り)150g

オーサワのベジハヤシ180g

商品ID：96355918 商品ID：96356924
型番：6904 型番：6913
JAN：4546201000686 JAN：4932828069135

オーサワ王国のグリーンカレー50g オーサワのデミグラスルウ120g

タイ伝統のレシピで調合

化学調味料・砂糖不使用

青唐辛子の強い辛さとエスニックな風味

植物性素材でつくったデミグラスソースルウ　深いコクとスパイシーな香り　小麦粉不使用

かわしま屋　商品カタログ

カレー・シチュー＞カレー カレー・シチュー＞カレー
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販売価格(税抜) 367円 販売価格(税抜) 175円

販売価格(税抜) 195円 販売価格(税抜) 414円

販売価格(税抜) 266円 販売価格(税抜) 266円

販売価格(税抜) 284円 販売価格(税抜) 326円
JAN：4932828023281 JAN：4932828023304

手軽なマクロビオティック惣菜

根菜たっぷり、滋味あふれる味わい

手軽なマクロビオティック惣菜

ふんわりやわらかな豆腐ハンバーグ

トマトベースの洋風仕立て

商品ID：94539576 商品ID：94539578
型番：2328 型番：2330

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞惣菜

オーサワ野菜煮物100g オーサワ豆腐ハンバーグ（洋風）

130g

商品ID：94539572 商品ID：94539574
型番：2326 型番：2327
JAN：4932828023267 JAN：4932828023274

オーサワ五目豆100g オーサワ切干大根（煮物）

100g

手軽なマクロビオティック惣菜　具だくさんで味わい深い 手軽なマクロビオティック惣菜　切干大根の甘みをいかした

型番：a1202 型番：1997
JAN：4992552000095 JAN：4932828019970

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

KAMOMEライトツナフレーク（かも

め屋）80ｇ

オーサワのりつく100g

国産契約栽培野菜をベースにした本格野菜スープを使用し、まぐろの旨味を引き立てた

贅沢なツナフレークです。

三重産青海苔使用　磯の風味豊か、甘さをおさえた自然な味わい　砂糖・化学調味料

不使用

商品ID：98370575 商品ID：94539172

JAN：4932828019970 JAN：4992552000088

惣菜・佃煮・加工品＞缶詰 惣菜・佃煮・加工品＞佃煮

三重産青海苔使用　磯の風味豊か、甘さをおさえた自然な味わい　砂糖・化学調味料

不使用

こだわりの原料で、コクとうまみが違います。

商品ID：93833063 商品ID：96351029
型番：1997 型番：a1038

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞佃煮 惣菜・佃煮・加工品＞缶詰

オーサワのりつく100ｇ かもめ屋 ライトツナフレーク80ｇ
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販売価格(税抜) 326円 販売価格(税抜) 234円

販売価格(税抜) 234円 販売価格(税抜) 252円

販売価格(税抜) 243円 販売価格(税抜) 243円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 315円

型番：2377 型番：2343
JAN：4571114145100 JAN：4932828023434

オーサワオーガニックホールトマト

（イタリア産）400g

オーサワ 麻婆豆腐の素180g

イタリア産有機トマト使用　甘みが強く濃厚な味わい マクロビオティック中華の素シリーズコクがあり辛さ控えめで食べやすい

商品ID：94539714 商品ID：94539725

JAN：4932828023717 JAN：4932828023724

惣菜・佃煮・加工品＞缶詰 惣菜・佃煮・加工品＞惣菜

国内産本葛粉100％使用

粘りが強く、まったりとした口当たりの本格派

国内産本葛粉100％使用

粘りが強く、まったりとした口当たりの本格派

商品ID：94539711 商品ID：94539713
型番：2371 型番：2372

惣菜・佃煮・加工品＞惣菜 惣菜・佃煮・加工品＞惣菜

オーサワの胡麻豆腐（白）100g オーサワの胡麻豆腐（黒）100g

商品ID：94539707 商品ID：94539708
型番：614 型番：615
JAN：4932828006147 JAN：4932828006154

オーサワ有機大豆の水煮230g オーサワ有機黒豆の水煮230g

国内産有機大豆使用　大豆本来の旨み 国内産有機黒豆使用　黒豆本来の風味

型番：2331 型番：613
JAN：4932828023311 JAN：4932828006130

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ豆腐ハンバーグ（和風）

130g

オーサワ有機小豆の水煮230g

手軽なマクロビオティック惣菜　ふんわりやわらかな豆腐ハンバーグ

醤油味のきのこソース

北海道産有機小豆使用　小豆本来の甘み

商品ID：94539580 商品ID：94539706

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞惣菜 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品
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販売価格(税抜) 216円 販売価格(税抜) 198円

販売価格(税抜) 207円 販売価格(税抜) 234円

販売価格(税抜) 243円 販売価格(税抜) 252円

販売価格(税抜) 261円 販売価格(税抜) 234円

商品ID：94540401 商品ID：94540404
型番：2302 型番：2304
JAN：4932828023021 JAN：4932828023045

オーサワ雑穀入り活性発芽玄米ご

はん160g

オーサワオーサワの発芽玄米豆乳

きのこリゾット180g

有機活性発芽玄米、国内産雑穀使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

有機活性発芽玄米使用

豆乳をベースに3種のきのこを加えて炊き上げた

型番：2300 型番：2301
JAN：4932828023007 JAN：4932828023014

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ有機小豆入り活性発芽

玄米ごはん160g

オーサワ五目入り活性発芽玄米ご

はん160g

有機活性発芽玄米・小豆使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

有機活性発芽玄米、国内産野菜使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

商品ID：94540392 商品ID：94540395

JAN：4905903000538 JAN：4932828022987

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

有機玄米・小豆使用圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた 有機活性発芽玄米使用

トマトをベースに玉ねぎ、人参、ごぼう、とうもろこしを加えて炊き上げた

商品ID：94540372 商品ID：94540389
型番：611 型番：2298

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ有機玄米小豆ごはん

160g

オーサワオーサワの発芽玄米トマト

リゾット200g

商品ID：94540365 商品ID：94540369
型番：609 型番：610
JAN：4932828006093 JAN：4905903000026

オーサワ有機活性発芽玄米ごは

ん160g

オーサワ有機玄米ごはん160g

有機活性発芽玄米使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

有機玄米使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品
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販売価格(税抜) 333円 販売価格(税抜) 333円

販売価格(税抜) 333円 販売価格(税抜) 333円

販売価格(税抜) 333円 販売価格(税抜) 289円

販売価格(税抜) 530円 販売価格(税抜) 464円
JAN：4972920001701 JAN：8009004908796

柔らかな食感で甘みが強くえぐみがない 1パックにイタリア産有機トマト約8個分　やわらかな酸味と甘み　紙パック入り

商品ID：96355780 商品ID：96355788
型番：6104 型番：6115

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ京都山城たけのこ（水煮

カットタイプ）150g

オーサワｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機トマトピュー

レー(3ﾊﾟｯｸ入り)600g(200g×

3P)

商品ID：94540419 商品ID：97879765
型番：2309 型番：120553
JAN：4932828023090 JAN：49306125

オーサワ有機活性発芽玄米小豆

おにぎり（ごま入）90g×2個

創健社 べに花一番のオーツナ

90G

小豆の甘味と胡麻の食感がおいしい

携帯に便利

選別されたびん長まぐろだけを原料にべに花油に漬け込んだツナ缶。フレークタイプではな

く、かたまり肉をパックした贅沢な固形タイプです。

型番：2307 型番：2308
JAN：4932828023076 JAN：4932828023083

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞缶詰

オーサワ有機活性発芽玄米わか

めおにぎり90g×2個

オーサワ有機活性発芽玄米しそお

にぎり90g×2個

磯の風味豊かなワカメ入り　携帯に便利 しその香りが美味しいおにぎり　携帯に便利

商品ID：94540412 商品ID：94540415

JAN：4932828023052 JAN：4932828023069

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

甘みと旨みあり　携帯に便利 ハトムギ入り　携帯に便利

商品ID：94540406 商品ID：94540409
型番：2305 型番：2306

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ有機活性発芽玄米塩お

にぎり90g×2個

オーサワ有機活性発芽玄米はとむ

ぎおにぎり90g×2個
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販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 855円

販売価格(税抜) 131円 販売価格(税抜) 252円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 223円

販売価格(税抜) 319円 販売価格(税抜) 288円

型番：6131 型番：6721
JAN：4932828061313 JAN：4962103400049

オーサワのｹﾁｬｯﾌﾟﾗｲｽの素(ﾁｷﾝﾗｲ

ｽ風)120g

オーサワレトルトあさり120g

植物性素材でつくったケチャップライスの素 温かいごはんに混ぜるだけ 　トマトの程よい酸

味と野菜の旨み

国内産大粒殻付あさり使用　砂抜き・加熱済みで便利

商品ID：96355843 商品ID：96355909

JAN：4931915001638 JAN：4939030410342

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

お好みの具材を加えて、かんたん美味しい炊き込みご飯　砂糖不使用 柔らかでえぐみが少ない

商品ID：96355831 商品ID：96355836
型番：6127 型番：6128

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ海の精 炊き込みごはんの

味80g(20g×4)

オーサワ有機たけのこ水煮(中国

産)220g

商品ID：96355809 商品ID：96355819
型番：6122 型番：6123
JAN：4939030410311 JAN：4932828061238

オーサワ有機たけのこ水煮(中国

産)100g

オーサワ有機ひよこ豆の水煮

230g

柔らかでえぐみが少ない 有機ひよこ豆使用　ぽくぽくとした食感

型番：6118 型番：6119
JAN：5200104102111 JAN：5200104101114

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ粒(ｸﾞﾘｰ

ﾝ)315g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ｵﾘｰﾌﾞ粒(ﾌﾞﾗｯ

ｸ･ｶﾗﾏﾀ産)315g

ギリシャ産有機オリーブ使用　フレッシュな果実感と自然な甘み ギリシャ産有機完熟オリーブ使用　やわらかく濃厚な味わい

商品ID：96355794 商品ID：96355802

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品
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販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 225円

販売価格(税抜) 234円 販売価格(税抜) 234円

販売価格(税抜) 234円

型番：6141
JAN：4932828061412

オーサワの有機小豆入り玄米おこ

わ160g

国内産有機玄米・もち玄米・小豆使用　もちもちした食感と小豆のほのかな甘み

商品ID：96358160

JAN：4905903000187 JAN：4905903000125

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

有機玄米使用

国内産野菜をたっぷり加えて炊き上げた

有機玄米・もち玄米・黒豆使用

圧力鍋で一つ一つ丁寧に炊き上げた

商品ID：96358142 商品ID：96358151
型番：6135 型番：6140

惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品 惣菜・佃煮・加工品＞穀物加工品

オーサワ玄米カレーリゾット180g オーサワ有機黒豆入り玄米おこわ

160g

商品ID：96356912 商品ID：96356913
型番：6120 型番：6121
JAN：4932828061207 JAN：4932828061214

オーサワの有機 生芋こんにゃく

200g

オーサワの有機 生芋糸こんにゃく

180g

広島産在来種生芋100%使用　もちもちとした食感で味しみがよい 広島産在来種生芋100%使用　もちもちとした食感で味しみがよい

かわしま屋　商品カタログ

惣菜・佃煮・加工品＞惣菜 惣菜・佃煮・加工品＞惣菜
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販売価格(税抜) 656円 販売価格(税抜) 150円

販売価格(税抜) 126円 販売価格(税抜) 126円

販売価格(税抜) 171円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 162円 販売価格(税抜) 252円
JAN：4902855017485 JAN：4905903000057

農薬不使用緑豆100％使用

つるつるした食感で喉ごしがよい

国内産五穀・野菜たっぷりのミネストローネ

素材の旨みがいきたやさしい味わい

商品ID：94540188 商品ID：96356065
型番：2534 型番：6005

みそ汁・スープ類＞スープ類 みそ汁・スープ類＞スープ類

オーサワスープで食べる春雨

75g(15g×5個)

オーサワ五穀と野菜のトマトスープ

（ミネストローネ）160g

商品ID：94539845 商品ID：94539848
型番：2336 型番：2386
JAN：4932828023366 JAN：4932828023861

オーサワオーサワの有機立科みそ

汁1食分(7.5g）

オーサワオーサワのわかめスープ

6.5g×7包

有機立科米みそ使用

お湯を注ぐだけで本格派みそ汁

芳醇な香りと野菜の旨み

国内産わかめ、有機白胡麻使用　わかめの食感よく風味豊か

型番：2334 型番：2335
JAN：4973839200063 JAN：4973839200032

みそ汁・スープ類＞みそ汁 みそ汁・スープ類＞スープ類

オーサワあおさのりスープ1食分

(3.5g)

オーサワ沖縄産もずくスープ1食分

(3.5g)

伊勢志摩産あおさのり使用　磯の風味とゆずの香り 沖縄産もずく使用　ゆずの香り際立つ

商品ID：94539836 商品ID：94539841

JAN：4932828023380 JAN：4932828023373

みそ汁・スープ類＞スープ類 みそ汁・スープ類＞スープ類

8種類の国内産雑穀入り　甘みとコクのある本格ポタージュ 国内産立科麦みそ・有機八丁味噌使用

商品ID：91451991 商品ID：93481524
型番：2338 型番：2337

かわしま屋　商品カタログ

みそ汁・スープ類＞スープ類 みそ汁・スープ類＞みそ汁

オーサワの八穀ポタージュ（粉

末）15g×5袋

オーサワの赤だしみそ汁7.5ｇ
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販売価格(税抜) 252円 販売価格(税抜) 207円

型番：6006 型番：6007
JAN：4905903000231 JAN：

オーサワ玄米と野菜のポタージュ

(かぼちゃ)180g

オーサワの有機みそ汁(生みそタイ

プ)52.5g(3食入り)

国内産原料100％　有機玄米と野菜の旨みたっぷり お湯を注ぐだけで本格派みそ汁　生みそタイプならではの香り高く深い味わい

商品ID：96356068 商品ID：96357558

かわしま屋　商品カタログ

みそ汁・スープ類＞スープ類 みそ汁・スープ類＞みそ汁
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販売価格(税抜) 2,980円 販売価格(税抜) 3,280円

商品ID：38674770 商品ID：43677796
型番：b0001 型番：b0002
JAN： JAN：

七国峠のさくらたまご（小林養鶏

農園） Lサイズ40個

七国峠のもみじたまご（赤卵） L

サイズ 40個【送料無料】

一流料理人たちが愛用する美味しくて健康的な極上たまご 一流料理人たちが愛用する美味しくて健康的な極上たまご

かわしま屋　商品カタログ

卵＞鶏卵 卵＞鶏卵
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販売価格(税抜) 592円 販売価格(税抜) 592円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 296円

販売価格(税抜) 640円 販売価格(税抜) 640円

販売価格(税抜) 208円 販売価格(税抜) 1,120円
JAN：4947765002398 JAN：4932828033310

海水塩「海の精」使用　ほどよい塩加減でまろやかな甘み 北海道産白いんげん豆使用　砂糖不使用

商品ID：92647554 商品ID：92647559
型番：1309 型番：3331

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞羊羹・あん

オーサワ直火炊き塩飴72ｇ（約

15粒入り）

オーサワの塩羊羹280ｇ

商品ID：92065132 商品ID：92065138
型番：6241 型番：6243
JAN：8032454040822 JAN：8032454051149

オーサワｽﾃﾗ&ｽﾃｯﾛ ｱｯﾌﾟﾙ&ｷｬﾛｯﾄ

ﾋﾞｽｹｯﾄ300ｇ

オーサワｽﾃﾗ&ｽﾃｯﾛ ｽﾍﾟﾙﾄ小麦の

粟入りﾋﾞｽｹｯﾄ300ｇ

有機小麦使用　砂糖・卵・乳製品不使用 古代小麦スぺルト小麦使用　砂糖・卵・乳製品不使用

型番：a1169 型番：6349
JAN：3258590000178 JAN：4932828063492

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

有機アガベチョコレート・クリーム

ヘーゼルナッツ(有機農畜産物加

工食品)350g

オーサワのレーズンパイ 60g

フランスの老舗ダーデン社製品です。砂糖の代わりに低ＧＩアガペパウダー使用。レシチ

ン・パーム油・グルテンも無添加です。

有機レーズンの自然な甘さが美味しい

商品ID：97170058 商品ID：91447998

JAN：3258590001366 JAN：3258590000192

お菓子＞ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

フランスの老舗ダーデン社製品です。砂糖の代わりに低ＧＩアガペパウダー使用。レシチン

も無添加です。原料はすべてオーガニックです。

フランスの老舗ダーデン社製品です。砂糖の代わりに低ＧＩアガペパウダー使用。原料は

すべてオーガニックです。

商品ID：97170051 商品ID：97170056
型番：a1166 型番：a1168

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞ お菓子＞

有機アガベチョコレート・ホワイト

(有機農畜産物加工食品)100

ｇ

有機アガベチョコレート・ミルク(有

機農畜産物加工食品)100ｇ
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販売価格(税抜) 104円 販売価格(税抜) 280円

販売価格(税抜) 104円 販売価格(税抜) 304円

販売価格(税抜) 213円 販売価格(税抜) 213円

販売価格(税抜) 480円 販売価格(税抜) 300円

型番：a1292 型番：730
JAN： JAN：4932828007304

徳之島産黒糖まめ30gx5袋 オーサワごまクッキー

徳之島産の黒糖100%。手作りの素朴な美味しさ黒糖まめです。 国内産小麦粉使用。砂糖不使用。ゴマの風味が香ばしい

商品ID：100454461 商品ID：86547325

JAN：4932828033341 JAN：4932828033334

お菓子＞豆菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

国内産有機玄米100％使用白胡麻の風味豊かで、サクッとした食感 国内産有機玄米100％使用黒胡麻の香り高く、サクッとした食感

商品ID：94925315 商品ID：94925317
型番：3334 型番：3333

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワ有機玄米白胡麻せんべい

60ｇ

オーサワ有機玄米黒胡麻せんべい

60ｇ

商品ID：93481512 商品ID：93833070
型番：6330 型番：3671
JAN：4932828063300 JAN：4958655700089

オーサワの有機ぶどう使用のゼリー

60ｇ

オーサワ天然美食 こしあん300ｇ

有機ぶどう果汁使用　砂糖不使用 すっきりとした甘さなめらかな口あたり

型番：6255 型番：6256
JAN：4932828062556 JAN：

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞羊羹・あん

オーサワの有機オレンジ使用のゼ

リー60ｇ

オーサワの寒天飴(穀物コー

ヒー)130ｇ

有機オレンジ果汁使用　砂糖不使用　爽やかな香りと程よい甘み ソフトな一口タイプの寒天ゼリー　穀物コーヒーの豊かな香り

商品ID：92647564 商品ID：92962821

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞あめ・寒天ゼリー
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販売価格(税抜) 478円 販売価格(税抜) 400円

販売価格(税抜) 1,190円 販売価格(税抜) 1,700円

販売価格(税抜) 314円 販売価格(税抜) 267円

販売価格(税抜) 438円 販売価格(税抜) 1,750円

商品ID：46476834 商品ID：50997215
型番：a0025b 型番：a0025c
JAN： JAN：

サタマメ（徳之島産純黒砂糖と

ピーナツだけでつくった黒糖ピーナ

ツ） 大 160g【5000円以上送

料無料】

サタマメ（徳之島産純黒砂糖と

ピーナツの黒糖ピーナツ） 大

160gｘ四袋セット【送料無料】

奄美産黒糖とピーナツをあわせたお菓子です。 奄美産黒糖とピーナツをあわせたお菓子です。

型番：a0074 型番：a0024
JAN：4571280164059 JAN：

お菓子＞豆菓子 お菓子＞豆菓子

梅飴ちゃん　12ヶ入り　（梅肉エ

キス飴）

サタマメ（徳之島産純黒砂糖と

ピーナツだけでつくった黒糖ピーナ

ツ） 小 70g

奄美産黒糖とピーナツをあわせたお菓子です。

商品ID：49278621 商品ID：44839257

JAN：4932828033655 JAN：

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞豆菓子

北海道産小豆使用。砂糖不使用。小豆と米飴の優しい甘さ 黒豆だけで練り上げた羊羹。黒豆鹿の子たっぷり

商品ID：86547352 商品ID：86547353
型番：3365 型番：3360

お菓子＞羊羹・あん お菓子＞羊羹・あん

オーサワの小豆羊羹 オーサワの純黒豆羊羹

商品ID：86547326 商品ID：86547329
型番：731 型番：732
JAN：4932828007311 JAN：4932828007328

オーサワあーもんどクッキー オーサワれーずんクッキー

国内産小麦粉使用。砂糖不使用。アーモンドの豊かな香り 国内産小麦粉使用。砂糖不使用。レーズンの甘味が美味。

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ
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販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 189円 販売価格(税抜) 198円

販売価格(税抜) 198円 販売価格(税抜) 180円

販売価格(税抜) 225円 販売価格(税抜) 315円
JAN：4947765003029 JAN：4932828007434

大根汁と生姜入りでのどにやさしい

まろやかな甘さと生姜のピリッとした辛味

国内産小麦粉使用

砂糖不使用

アーモンドの豊かな風味

商品ID：94538953 商品ID：94540040
型番：1275 型番：743

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞豆菓子

オーサワ大根生姜のど飴80g(17

粒)

オーサワアーモンドソフト80g

商品ID：94538945 商品ID：94538950
型番：812 型番：815
JAN：4932828008127 JAN：4932828008158

オーサワ玄米キャンディ（生姜）

50g(10～12粒)

オーサワの立科みそ飴（切飴）

120g

生姜のピリッとした辛さがおいしい　砂糖不使用 天然醸造「立科豆みそ」使用

甘辛風味の懐かしい味わい

砂糖不使用

型番：806 型番：811
JAN：4932828008066 JAN：4932828008110

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞あめ・寒天ゼリー

オーサワの塩飴（石垣の塩入り）

80g(約20粒)

オーサワ玄米キャンディ（バニラ）

50g(10～12粒)

オーサワの海水塩　石垣使用

ほのかな塩味が甘みを引き立てる

砂糖不使用

バニラの甘い香りが美味

砂糖不使用

商品ID：94538939 商品ID：94538942

JAN：4970289310502 JAN：4902444101298

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞あめ・寒天ゼリー

国産原料100％のハラール認証せんべいです。幻の酒造米である「山田錦」を原料に、

添加物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。味付けは素朴なサラダ味、食べ易い

一口サイズです。

麦炒り粉の香ばしさ

懐かしい味わい

商品ID：98896681 商品ID：94538935
型番：30004 型番：802

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞あめ・寒天ゼリー

アリモトハラール・山田錦せんべい

箱入３０枚【ムソー】

オーサワから芋飴（切飴）150g
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販売価格(税抜) 261円 販売価格(税抜) 252円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 207円

販売価格(税抜) 252円 販売価格(税抜) 360円

型番：1211 型番：1276
JAN：4560231461033 JAN：4510576000411

オーサワ玄米五穀ぽんせん（塩

味）24枚(2枚×12袋)

オーサワナチュラルクッキー野菜ミッ

クス100g

国内産有機玄米、雑穀使用香ばしくサクッとした食感 国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

野菜のおいしさいっぱい

商品ID：94540079 商品ID：94540082

JAN：4932828007663 JAN：4932816509537

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

国内産有機玄米100％使用

ポリポリした食感で香ばしい

コーンの甘さがおいしい

ノンフライのスナック

商品ID：94540066 商品ID：94540070
型番：766 型番：774

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワの炒玄米120g オーサワとうきびスナック15g

商品ID：94540054 商品ID：94540060
型番：753 型番：754
JAN：4932828007533 JAN：4932828007540

オーサワの玄米ポンセン8枚 オーサワの玄米ポンセン(黒豆入

り)8枚

国内産有機玄米100％使用　軽い食感とほどよい塩味 国内産有機玄米100％使用　軽い食感と黒豆の香ばしさ

型番：747 型番：748
JAN：4932828007472 JAN：4932828007489

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワ玄べい（醤油）60g オーサワ玄べい（うす塩）60g

国内産有機玄米100％使用　玄米と醤油の香ばしさ 国内産有機玄米100％使用ほどよい塩味ごま油の香り高い

商品ID：94540047 商品ID：94540051

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 256円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 306円

商品ID：94540101 商品ID：94540104
型番：1300 型番：1303
JAN：4510576000190 JAN：4971034750482

オーサワナチュラルクッキーアールグ

レイ100g

オーサワ直火焼きせんべい9枚

国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

有機アールグレイの芳醇な香り

国内産うるち米100％使用　　　香ばしいおこげ風味

型番：1298 型番：1299
JAN：4510576000022 JAN：4510576000046

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワナチュラルクッキーたんぽぽ

100g

オーサワナチュラルクッキーかぼちゃ

100g

国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

たんぽぽのほろ苦味と甘み

国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

有機かぼちゃの甘みと旨み

商品ID：94540096 商品ID：94540099

JAN：4902957099266 JAN：4510576000084

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

国内産うるち米100％使用辛みがきいたおとなの味 国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

玄米粉のコクのある旨み

商品ID：94540091 商品ID：94540094
型番：1296 型番：1297

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワ黒こしょうせんべい100g オーサワナチュラルクッキー玄米

100g

商品ID：94540085 商品ID：94540088
型番：1277 型番：1278
JAN：4510576000428 JAN：4580329332014

オーサワナチュラルクッキー珈琲

100g

オーサワアマニ＆十穀クッキー40g

国内産小麦粉使用

卵・乳製品不使用

有機コーヒーの

ほのかな苦みと香り

アマニのプチプチした食感

卵・乳製品不使用

サプリメント感覚のクッキー

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ
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販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 297円

販売価格(税抜) 369円 販売価格(税抜) 1,500円

販売価格(税抜) 246円 販売価格(税抜) 297円

販売価格(税抜) 297円 販売価格(税抜) 324円
JAN：4903176909480 JAN：4932828062396

国内産原料100％

国内産菜種油使用

ポリポリした食感とサツマイモの甘み

岩手産小麦粉・小麦全粒粉使用 　砂糖・卵・乳製品不使用　炒め玉ねぎの風味とコ

ショウの絶妙な味わい

商品ID：96356272 商品ID：96356278
型番：6192 型番：6239

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワ芋せん(千本)80g オーサワのﾎﾟﾘﾎﾟﾘｽﾃｨｯｸ(ｵﾆｵﾝ&

ﾍﾟｯﾊﾟｰ)50g

商品ID：96355548 商品ID：96356265
型番：6259 型番：6191
JAN：4546040310038 JAN：4903176909473

オーサワ生羅漢果＆Ｗショウガのど

飴48g(約13個)

オーサワ芋せん(名月)80g

金時生姜の辛味がきいた大人の味

生羅漢果エキスと2種の生姜使用

砂糖不使用

国内産原料100％

国内産菜種油使用

パリパリした食感とサツマイモの甘み

型番：745 型番：160681
JAN：4932828007458 JAN：4901735000371

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワ厚焼せんべい9枚 創健社 ビッグアーモンドチョコ

400G

有機玄米100％使用玄米と醤油の香ばしさしっかりとした食べごたえ 砂糖の代わりにパラチノース・還元麦芽糖水飴を使用。香ばしいアーモンドを粒のまま入れ

たビッグサイズのチョコレート。

商品ID：94541347 商品ID：97879771

JAN：4971034800347 JAN：4971034750147

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞チョコレート

国内産農薬不使用うるち米100％使用醤油の香ばしさが美味 玄米、はと麦、ひえ、アマランサス、胡麻入り

香ばしくあっさりとした塩味

商品ID：94540107 商品ID：94540109
型番：1304 型番：1306

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子

オーサワみちのくせんべい （小

丸） しょうゆ110g

オーサワ自然風味の五穀せんべい

100g
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販売価格(税抜) 324円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 180円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 360円

販売価格(税抜) 239円 販売価格(税抜) 189円

型番：6318 型番：6319
JAN：4900378304761 JAN：4900378304754

オーサワ焼き昆布20g オーサワ酢昆布12g

北海道函館産真昆布使用  パリッとした食感と香ばしい昆布の旨み 北海道函館産真昆布使用　米酢に浸けて約２ヶ月熟成　程よい酸味と凝縮された昆

布の旨み

商品ID：96356324 商品ID：96356330

JAN：4510576000435 JAN：4510576000336

お菓子＞その他 お菓子＞その他

国内産小麦粉使用　卵・乳製品不使用　有機アーモンドの香ばしい風味 国内産小麦粉使用　卵・乳製品不使用  バナナの甘い香りとやわらかな黒糖の風味

商品ID：96356317 商品ID：96356321
型番：6314 型番：6315

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワナチュラルクッキー  アーモン

ド100g

オーサワナチュラルクッキー  黒糖バ

ナナ100g

商品ID：96356304 商品ID：96356309
型番：6288 型番：6313
JAN：4560431840195 JAN：4510576000121

オーサワ小豆チップス20g オーサワナチュラルクッキー  しょうが

100g

北海道産小豆100％使用　小豆と食塩だけでつくった軽いスナック　小豆の風味、程よい

塩味

国内産小麦粉使用　卵・乳製品不使用　爽やかな生姜の風味、すっきりとした甘さ

型番：6240 型番：6257
JAN：4932828062402 JAN：4562439860038

お菓子＞ポテトチップス お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワのﾎﾟﾘﾎﾟﾘｽﾃｨｯｸ(ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

&ｿﾙﾄ)50g

オーサワ魚沼あられ素焼80g

岩手産小麦粉・小麦全粒粉使用 　砂糖・卵・乳製品不使用　程よい塩味とローズマ

リーの香り

新潟県魚沼産「こがねもち」100％使用　サクサクとした食感　米そのものの甘みと旨み

商品ID：96356285 商品ID：96356291

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ お菓子＞せんべい・あられ・米菓子
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販売価格(税抜) 270円 販売価格(税抜) 315円

販売価格(税抜) 171円 販売価格(税抜) 171円

販売価格(税抜) 261円 販売価格(税抜) 261円

販売価格(税抜) 378円 販売価格(税抜) 256円

商品ID：96356379 商品ID：96356385
型番：6376 型番：6387
JAN：4543928008063 JAN：4580329332021

オーサワ昔づくり玄米おかき(いづも

美人)100g

オーサワチアシード＆いちじくクッ

キー40g

島根産玄米100％使用　玄米の旨みと程よい塩味　サクサクした食感 チアシードといちじくのプチプチとした食感　卵・乳製品不使用　サプリメント感覚のクッキー

型番：6358 型番：6359
JAN：4560231461262 JAN：4560231461255

お菓子＞せんべい・あられ・米菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワじゃがいもぽん12枚入(2

枚×6袋)

オーサワさつまいもぽん12枚入(2

枚×6袋)

北海道産じゃがいも使用　サクッとしたソフトせんべい風　あおさの香りとほのかな塩味 鹿児島産さつまいも使用　サクッとしたソフトせんべい風　さつまいもの自然な甘み

商品ID：96356365 商品ID：96356374

JAN：4962724119054 JAN：4510576000459

お菓子＞ポテトチップス お菓子＞ポテトチップス

沖縄産黒糖使用

黒糖とくるみのやさしい甘さとコク

食べきりサイズ

国内産小麦粉使用　卵・乳製品不使用　ほんのり塩麹の風味

商品ID：96356355 商品ID：96356358
型番：6350 型番：6352

お菓子＞豆菓子 お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワくるみ黒糖33g オーサワ塩麹クッキー40g

商品ID：96356343 商品ID：96356351
型番：6341 型番：6347
JAN：4514632070103 JAN：4902957121134

オーサワこのまま食べれるひよこ豆

80g

オーサワ藻塩サラダせんべい88g

IMO認定ひよこ豆100％

ポリポリした食感で香ばしい

おやつや料理の素材に

国内産うるち米100％使用　旨みが凝縮された藻塩の風味と軽い食感

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞豆菓子 お菓子＞せんべい・あられ・米菓子
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販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 249円 販売価格(税抜) 162円

販売価格(税抜) 315円 販売価格(税抜) 200円

商品ID：96356946 商品ID：96356947
型番：6363 型番：6384
JAN：4932828063638 JAN：4932828063843

オーサワのデーツ寒天飴(石垣の

塩入り)130g

オーサワの全粒粉ビスケット(ﾚｰｽﾞﾝ

入り)2本

ソフトな一口タイプの寒天ゼリー　すっきりとした甘みとほのかな塩味　砂糖・動物性原料

不使用

国内産小麦全粒粉使用　砂糖・卵・乳製品不使用　全粒粉の豊かな風味　ザクザクとし

た食感で食べごたえがある

型番：6260 型番：6331
JAN：4932828062600 JAN：4932828063317

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞クッキー・パイ・ビスケ

オーサワの蓮根生姜飴100g オーサワのおやつ昆布10g

山口産蓮根・国内産生姜使用

やわらかな甘みと生姜の風味

砂糖不使用

日高産みついし昆布

食べやすい一口タイプ　調味料不使用

商品ID：96356899 商品ID：96356944

JAN：4562211693380 JAN：4562211693373

お菓子＞あめ・寒天ゼリー お菓子＞その他

国内産農薬・化学肥料不使用玄米・ひえを使用した甘酒ペースト　砂糖不使用 甘酒ペーストにココア・カカオ・キャロブを加え、チョコ味に仕上げた　砂糖不使用

商品ID：96356551 商品ID：96356557
型番：6360 型番：6361

かわしま屋　商品カタログ

お菓子＞チョコレート お菓子＞チョコレート

オーサワ麹スイーツ  みるく300g オーサワ麹スイーツ  チョコ300g
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販売価格(税抜) 300円 販売価格(税抜) 300円

販売価格(税抜) 300円 販売価格(税抜) 300円

販売価格(税抜) 300円 販売価格(税抜) 300円

販売価格(税抜) 2,800円 販売価格(税抜) 2,800円

型番：a0662 型番：a0663
JAN：4535523290288 JAN：4535523290301

有機家庭菜園セット（ルッコラ・カ

ラシ菜・コスレタス）【送料無料】

有機家庭菜園セット（ミックスグ

リーン・カラシ菜・コスレタス）【送料

無料】

有機家庭菜園セット。手軽でコンパクトです。 有機家庭菜園セット。手軽でコンパクトです。

商品ID：89703421 商品ID：89703422

JAN：4535523290233 JAN：4535523290134

園芸用品・種子＞種子 園芸用品・種子＞種子

ニンジン有機種子。手軽に家庭栽培できます ニラ有機種子。手軽に家庭栽培できます

商品ID：89703416 商品ID：89703419
型番：a0657 型番：a0660

園芸用品・種子＞種子 園芸用品・種子＞種子

有機種子「ニンジン」-0.25ml・約

200粒-【送料無料】*メール便で

の発送*

有機種子「ニラ」-0.5ml・約60粒

-【送料無料】*メール便での発送

*

商品ID：89703413 商品ID：89703415
型番：a0655 型番：a0656
JAN：4535523290080 JAN：4535523290240

有機種子「スイートバジル」-1ml・

約280粒（春・夏蒔き）-【送料

無料】*メール便での発送*

有機種子「ヒマワリ」-1ml・約10

粒-【送料無料】*メール便での発

送*

スイートバジル有機種子。手軽に家庭栽培できます ヒマワリ有機種子。手軽に家庭栽培できます

型番：a0653 型番：a0654
JAN：4535523290073 JAN：4535523290097

園芸用品・種子＞種子 園芸用品・種子＞種子

有機種子「ラディッシュ」-2.5ml・

約180粒-【送料無料】*メール便

での発送*

有機種子「ミズナ」-1ml・約360

粒-【送料無料】*メール便での発

送*

ラディッシュ有機種子。手軽に家庭栽培できます ミズナ有機種子。手軽に家庭栽培できます

商品ID：89699336 商品ID：89703412

かわしま屋　商品カタログ

園芸用品・種子＞種子 園芸用品・種子＞種子
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販売価格(税抜) 2,800円 販売価格(税抜) 480円

販売価格(税抜) 700円
JAN：4535523109061

ポリエステルフェルトで出来た「たためる」布プランターです。

商品ID：89731173
型番：a0666

園芸用品・種子＞園芸用品

たためる布プランター12L用1枚

商品ID：89703423 商品ID：89731171
型番：a0664 型番：a0665
JAN：4535523290295 JAN：4535523105193

有機家庭菜園セット（スイートバ

ジル・カラシ菜・コスレタス）【送料

無料】

たためる布プランター5L用1枚

有機家庭菜園セット。手軽でコンパクトです。 ポリエステルフェルトで出来た「たためる」布プランターです。

かわしま屋　商品カタログ

園芸用品・種子＞種子 園芸用品・種子＞園芸用品
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販売価格(税抜) 1,000円 販売価格(税抜) 330円

販売価格(税抜) 500円 販売価格(税抜) 500円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,200円

販売価格(税抜) 3,000円 販売価格(税抜) 1,200円
JAN：4981816110106 JAN：4510589400543

髪の保湿に最適。非加熱処理・無精製・玉絞りの最上級椿油 愛媛産ポンカンの皮を手でむき、抽出した精油をたっぷりと使用

商品ID：88996006 商品ID：89365612
型番：a0613 型番：a0621

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞入浴関連商品

さつま椿油（非加熱処理・無精

製・玉絞りの最上級椿油）鹿北

製油 90g【送料無料】

愛媛産ポンカンのバスソルト（無

茶々園）50gx5包入り

商品ID：88996003 商品ID：88996005
型番：a0610 型番：a0612
JAN：4539537006040 JAN：

桧水(お風呂用)-グリーンノート-

【送料無料】

さつま椿油（非加熱処理・無精

製・玉絞りの最上級椿油）鹿北

製油 25g

お風呂に少量いれるだけで、ヒノキ天然精油の贅沢な香りに。 髪の保湿に最適。非加熱処理・無精製・玉絞りの最上級椿油

型番：a0596 型番：a0608
JAN：4522412080044 JAN：

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞ヘルスケア

生薬 薬用浴用剤（いんやん倶

楽部）25g×2包【送料無料】*

メール便での発送*

よもぎ湯入浴パック-ゆいの里愛媛

県産自家栽培よもぎ100％使用

（15gX10パック入）【送料無

料】*メール便での発送*

10種類の漢方薬を配合した薬用浴用剤。身体を芯から温めます。 愛媛産よもぎ100%の香りと色合いが魅力の入浴パックです。

商品ID：88636332 商品ID：88996000

JAN：4984090555199 JAN：4932828007007

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞入浴関連商品

熟成1年。希釈一切なしの純粋木酢液 長崎産有機大根葉100％。天日乾燥。無蛍光木綿袋入り

商品ID：88636196 商品ID：88636197
型番：2470 型番：a0594

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞入浴関連商品

オーサワ木酢液550ml オーサワの長崎産大根干葉湯の

素100ｇ【送料無料】*メール便

での発送*
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販売価格(税抜) 328円 販売価格(税抜) 430円

販売価格(税抜) 675円 販売価格(税抜) 480円

販売価格(税抜) 930円 販売価格(税抜) 930円

販売価格(税抜) 930円 販売価格(税抜) 605円

型番：a1174 型番：a1175
JAN：4562134883219 JAN：4562134883479

竹布うるおいマスク薄墨（フリーサ

イズ）【送料無料】*メール便での

発送*

竹布清布ガーゼハンカチ山吹

（39*30cm）【送料無料】*

メール便での発送*

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370530 商品ID：98370531

JAN：4562134883233 JAN：4562134883226

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370527 商品ID：98370528
型番：a1172 型番：a1173

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹布うるおいマスク若竹（フリーサ

イズ）【送料無料】*メール便での

発送*

竹布うるおいマスク胡桃（フリーサ

イズ）【送料無料】*メール便での

発送*

商品ID：89932988 商品ID：91448393
型番：a0674 型番：702
JAN：4977605410120 JAN：4931860000236

桧湯玉-栃木県産ヒノキ100%-

（10個入）

オーサワ里芋粉200ｇ

ご家庭で簡単に桧風呂が楽しめます。　森林浴とストレス解消に。 国内産原料100％手当て法の里芋パスタが手軽にできる

型番：708 型番：a0647
JAN：4932828007083 JAN：4978609644009

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞ヘルスケア

オーサワ なすの黒焼（歯磨き

用）50g【送料無料】*メール便

での発送*

デンシー　歯磨き粉80ｇ

国内産天日乾燥なす使用。天然の歯磨き粉で健康な歯と歯茎に なすびの黒焼きを原料しとた自然派ハミガキ。

商品ID：89432946 商品ID：89731170

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞デンタルケア セルフケア＞入浴関連商品
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販売価格(税抜) 605円 販売価格(税抜) 605円

販売価格(税抜) 605円 販売価格(税抜) 605円

販売価格(税抜) 1,209円 販売価格(税抜) 1,209円

販売価格(税抜) 2,139円 販売価格(税抜) 2,139円

商品ID：98370543 商品ID：98370544
型番：a1182 型番：a1183
JAN：4562134885060 JAN：4562134885022

竹布腹巻ターコイズブルー（男女

兼用・ウエスト64～77cm）【送

料無料】*メール便での発送*

竹布腹巻クリーム（男女兼用・ウ

エスト64～77cm）【送料無料】

*メール便での発送*

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

型番：a1180 型番：a1181
JAN：4562134884179 JAN：4562134884193

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹布五本指ソックスライトグリーン

（22-24ｃｍ）【送料無料】*

メール便での発送*

竹布五本指ソックスブラック（22-

24ｃｍ）【送料無料】*メール便

での発送*

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370540 商品ID：98370542

JAN：4562134883493 JAN：4562134883455

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370537 商品ID：98370539
型番：a1178 型番：a1179

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹布清布ガーゼハンカチ若竹

（39*30cm）【送料無料】*

メール便での発送*

竹布清布ガーゼハンカチ紅梅

（39*30cm）【送料無料】*

メール便での発送*

商品ID：98370533 商品ID：98370534
型番：a1176 型番：a1177
JAN：4562134883462 JAN：4562134883486

竹布清布ガーゼハンカチ浅藍

（39*30cm）【送料無料】*

メール便での発送*

竹布清布ガーゼハンカチ洗柿

（39*30cm）【送料無料】*

メール便での発送*

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア
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販売価格(税抜) 2,139円 販売価格(税抜) 4,464円

販売価格(税抜) 1,209円 販売価格(税抜) 4,464円

販売価格(税抜) 4,464円 販売価格(税抜) 4,464円

販売価格(税抜) 4,000円 販売価格(税抜) 1,000円
JAN：4562139895118 JAN：4562139895125

「食べるための米ぬか」をギュッと絞った日本人の肌にあったスキンオイル 「食べるための米ぬか」をギュッと絞った日本人の肌にあったスキンオイル

商品ID：98984818 商品ID：98984819
型番：a1219 型番：a1220

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

ブラン ドリップ（米ヌカWhole

oil）100ml-リブレライフ特製-

【送料無料】

ブラン ドリップ（米ヌカWhole

oil）10mlミニサイズボトルx 2個

セット-リブレライフ【送料無料】

商品ID：98370550 商品ID：98370551
型番：a1194 型番：a1195
JAN：4562134883660 JAN：4562134883875

竹布清布竹のガーゼショール若竹

（68*190ｃｍ）【送料無料】

竹布清布竹のガーゼショール桜花

（68*190ｃｍ）【送料無料】

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

型番：a1192 型番：a1193
JAN：4562134884155 JAN：4562134883646

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹布五本指ソックスウオームグレー

（22-24ｃｍ）【送料無料】*

メール便での発送*

竹布清布竹のガーゼショール山吹

（68*190ｃｍ）【送料無料】

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370548 商品ID：98370549

JAN：4562134885046 JAN：4562134883882

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

竹から生まれた天然抗菌繊維TAKEFU（竹布）。原料を日本竹100％とし、竹の持つ

特性をそのまま生かしたお肌に優しい製品です。

商品ID：98370545 商品ID：98370547
型番：a1184 型番：a1185

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

竹布腹巻オレンジ（男女兼用・ウ

エスト64～77cm）【送料無料】

*メール便での発送*

竹布清布竹のガーゼショール浅藍

（68*190ｃｍ）【送料無料】
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販売価格(税抜) 2,826円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 1,440円

販売価格(税抜) 1,530円 販売価格(税抜) 1,440円

型番：a1241 型番：a1242
JAN：4560282580158 JAN：4560282580714

ウォーターハーブジェル・ラベンダー

500ｍｌ-樹万培【送料無料】

ラベンダーみつろうクリーム21ｍｌ-

樹万培【送料無料】

信州産ラベンダーを使用した肌にうるおいとやすらぎを与えるマッサージジェル 信州産ラベンダーと和蜜蜂のみつろうクリーム

商品ID：98984842 商品ID：98984843

JAN：4560282585788 JAN：4560282585795

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

国産無農薬栽培の花をたっぷり使用した化粧水 七つの花を冠に、甘いフローラルな香りと、保湿力の高い乳液

商品ID：98984840 商品ID：98984841
型番：a1239 型番：a1240

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

咲花化粧水200ml-樹万培【送

料無料】

咲花乳液100ml-樹万培【送料

無料】

商品ID：98984838 商品ID：98984839
型番：a1237 型番：a1238
JAN：4560282585313 JAN：4560282585320

ピュアローズエッセンス120ｍｌ-樹

万培【送料無料】

イングリッシュローズ化粧水150ml

（乾燥肌用）ピュアローズローショ

ン２ -樹万培-【送料無料】

朝摘みローズを使用した保湿用美容液 国産自然栽培のイングリッシュローズを使用した化粧水。芳香蒸留水（保湿成分）配

合で肌の潤いを重視しました

型番：a1235 型番：a1236
JAN：4560282581445 JAN：4560282584781

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

白樺派保湿用化粧水200ml-樹

万培【送料無料】

フラワーソープ「ローズ」100g -樹

万培【送料無料】

白樺樹液を活かした若々しい生命力と無農薬有機栽培の安心品質 稀少なダマスクローズを使用した手作り石けん

商品ID：98984835 商品ID：98984836

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア
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販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,530円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,280円

販売価格(税抜) 2,480円 販売価格(税抜) 1,780円

販売価格(税抜) 1,480円 販売価格(税抜) 1,800円

商品ID：100064989 商品ID：100065002
型番：a1272 型番：a1275
JAN：4523590000091 JAN：

ねんどのローション 120ml【送料

無料】

日の出 絹 腹巻 白 【送料無料】

*メール便での発送*

絹タンパク+4種の植物エキス配合のしっとり化粧水。うるおいが持続します。 お茶の水店のロングセラー＆1番人気腹巻！薄手シルクで年中使えます。

型番：a1267 型番：a1271
JAN：4520045000101 JAN：4524989000371

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ヘルスケア

吉野産 ひのき精油　20ml【送料

無料】

ナイアード 朝摘みばら水 100ml

【送料無料】

香りの良い吉野産のひのきから抽出した天然100％のひのき精油です。 朝摘みのダマスカスローズたっぷりの贅沢なバラ水です。

商品ID：100064980 商品ID：100064987

JAN： JAN：

セルフケア＞アロマ セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

伝統的な民間療法として古くから利用されてきたアロエ。そのアロエのエキスを抽出し、熟

成させた手作りのエキスです。

バリアーニオリーブオイルと水を原料とした無添加・自然派石鹸。洗顔にもお使いいただけま

す。

商品ID：99935446 商品ID：99935524
型番：a1254 型番：a1253

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ソープ

さくら堂　アロエエキス100ml バリアーニソープ（バリアーニオリー

ブオイル原料の石鹸）100g【送

料無料】

商品ID：98984846 商品ID：98984849
型番：a1243 型番：a1244
JAN：4560282580912 JAN：4560282580127

ピュアどくだみローション200ｍｌ-

樹万培【送料無料】

ウォーターハーブジェル・カモミール

500ｍｌ-樹万培【送料無料】

信州産どくだみを使用した肌にうるおいとやすらぎを与える化粧水 信州産カモミールを使用した肌にうるおいとやすらぎを与えるマッサージジェル

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア
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販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,780円

販売価格(税抜) 1,700円 販売価格(税抜) 828円

販売価格(税抜) 798円 販売価格(税抜) 798円

販売価格(税抜) 928円 販売価格(税抜) 1,880円
JAN：4582495380516 JAN：4515336005224

国産無漂白のネル地を使用。起毛した生地がふんわりと心地よいシンプルな布ナプキンで

す。

オーガニックコットン100％のスナップ付布ナプキン。夜用ロングタイプです。

商品ID：100065034 商品ID：100065045
型番：a1283 型番：a1286

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

布ナプキン 白うさぎ L 2枚入【送

料無料】*メール便での発送*

メイド・イン・アース 布ナプキン夜用

茶 （平織ハ゜ット゛ 1枚付）【送

料無料】*メール便での発送*

商品ID：100065021 商品ID：100065025
型番：a1280 型番：a1281
JAN：4515336006030 JAN：4515336006016

メイド・イン・アース リトル布ナプキン

太ホ゛ータ゛ー/茶×起毛/茶【送料

無料】*メール便での発送*

メイド・イン・アース リトル布ナプキン

ホ゛ータ゛ー/ク゛リーン×起毛/茶

【送料無料】*メール便での発送*

軽い日・おりもの用に手のひらサイズの布ナプキンです。 軽い日・おりもの用に手のひらサイズの布ナプキンです。

型番：a1278 型番：a1279
JAN：4515336003824 JAN：4582495380509

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

メイド・イン・アース パッド 4枚セット

起毛/茶

布ナプキン 白うさぎ M 2枚入【送

料無料】*メール便での発送*

メイド・イン・アースの布ナプキン本体ホルダーとセットでお使いいただくための替え用パッドで

す。

国産無漂白のネル地を使用。起毛した生地がふんわりと心地よいシンプルな布ナプキンで

す。

商品ID：100065012 商品ID：100065017

JAN： JAN：4562134883516

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

お茶の水店のロングセラー＆1番人気腹巻！薄手シルクで年中使えます。 ふんわりと柔らかな一枚布です。おしゃれに。冷え防止に。バッグに入れてあると便利。

商品ID：100065005 商品ID：100065009
型番：a1276 型番：a1277

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

日の出 絹 腹巻 ヒ゜ンク 【送料無

料】*メール便での発送*

TAKEFU 和布 （なごみぬの）

洗柿 45×125cm （洗柿）

【送料無料】*メール便での発送*
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販売価格(税抜) 1,580円 販売価格(税抜) 1,380円

販売価格(税抜) 3,380円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 880円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 3,980円 販売価格(税抜) 2,800円

型番：a1295 型番：a1296
JAN：4524989000234 JAN：4524989000111

ナイアード ヘナ＋木藍 徳用400g

【送料無料】

ナイアード ヘナ 100％ 徳用

400g【送料無料】

100％のヘナをベースに日本人の黒髪にもなじみやすい黒茶色に染まるようにブレンドしま

した。

天然ヘナ100％。明るく染めてトリートメントにもなる植物性染毛剤です。

商品ID：100065089 商品ID：100065095

JAN：4524989000012 JAN：4524989000029

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

天然ヘナ100％。明るく染めてトリートメントにもなる植物性染毛剤です。 100％ヘナより更にトリートメント効果をアップ。ダメージヘアが気になる方に。

商品ID：100065080 商品ID：100065085
型番：a1293 型番：a1294

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

ナイアード ヘナ 100％ 100g ナイアード ヘナ＋ 10種のハーブ入

り 100g

商品ID：100065071 商品ID：100065076
型番：a1291 型番：a1292
JAN：4524989000593 JAN：4524989000227

ナイアードアルガンオイル30ml【送

料無料】

ナイアード ヘナ＋木藍 100g【送

料無料】

「モロッコの黄金」とよばれるアルガンオイル100％。肌なじみがよく、ふっくらとみずみずしく整

えます。

100％のヘナをベースに日本人の黒髪にもなじみやすい黒茶色に染まるようにブレンドしま

した。

型番：a1287 型番：a1289
JAN：4515336002544 JAN：4571270044934

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

メイド・イン・アース パッド 4枚ｾｯﾄ

平織生成【送料無料】*メール便

での発送*

はっぴーONE お肌のナチュラル

ガード 100ml【送料無料】

メイド・イン・アースの布ナプキン本体ホルダーとセットでお使いいただくための替え用パッドで

す。

１００％天然成分、化粧品認可取得の肌にやさしい虫よけ

商品ID：100065049 商品ID：100065061

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞防虫・蚊よけ対策
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販売価格(税抜) 798円 販売価格(税抜) 1,580円

販売価格(税抜) 380円 販売価格(税抜) 2,800円

販売価格(税抜) 980円 販売価格(税抜) 1,480円

販売価格(税抜) 1,680円 販売価格(税抜) 798円

商品ID：100065560 商品ID：100065562
型番：a1284 型番：a1285
JAN：4515336005149 JAN：4515336005392

メイド・イン・アース ホ゜ケット付布ナ

フ゜キン昼用 茶 （平織ハ゜ット゛ 1

枚付）【送料無料】*メール便で

の発送*

メイド・イン・アース リトル布ナプキン

ホ゛ータ゛ー/茶×起毛/茶【送料無

料】*メール便での発送*

オーガニックコットン100％のスナップ付布ナプキン。 軽い日・おりもの用に手のひらサイズの布ナプキンです。

型番：a1302 型番：a1304
JAN：4524989000326 JAN：4523590000114

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

ナイアード アルガンクリーム お試し

8ml

ねんどのパック 300g【送料無料】

希少なアルガンオイルとミツロウのみでつくられた贅沢なクリーム。 石けんでは落ちにくい古い角質や毛穴の汚れに。

商品ID：100065118 商品ID：100065125

JAN：4524989000319 JAN：4524989000241

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オリーブオイルとアルガンオイルがベース。みずみずしい透明感タイプの優しい石鹸。 希少なアルガンオイルとミツロウのみでつくられた贅沢なクリーム。

商品ID：100065108 商品ID：100065114
型番：a1300 型番：a1301

セルフケア＞ソープ セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

ナイアード アルガン石鹸 お試しサ

イス゛40g

ナイアード アルガンクリーム 50ml

【送料無料】

商品ID：100065097 商品ID：100065101
型番：a1297 型番：a1298
JAN： JAN：4523590000220

東製油 椿油 （小） 55ml

（45g）

ねんどのフェイスソープ 130g【送料

無料】

貴重な国産の天然椿油100％です。石臼を使った「玉締め」法でしぼりました。 やわらかなクリームの泡立ちが心地よい洗顔用ソープです。

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ソープ
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販売価格(税抜) 578円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,780円 販売価格(税抜) 688円

販売価格(税抜) 1,700円 販売価格(税抜) 2,000円

販売価格(税抜) 250円 販売価格(税抜) 1,700円
JAN： JAN：4523590000237

 

UVカット効果：SPF20　 PA++。マットな使用感でテカりません。ねんどの働きで炎症も

抑えてくれます。

マットな使用感でテカりません。ねんどの働きで炎症も抑えてくれます。

商品ID：102634374 商品ID：102634382
型番：a1345 型番：a1346

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

ねんどの日焼け対策　お試し用

10ｇ

ねんどの日焼け対策　80ｇ

商品ID：102634355 商品ID：102634363
型番：a1342 型番：a1343
JAN：4571270044811 JAN：4571270044804

はっぴーONE アロマの日やけどめ

ベビー＆キッズ 30ml

はっぴーONE アロマの日やけどめ

DX　45ml

3か月以降のお子様から使える、乳液タイプのやさしい日焼け止めです。 紫外線によるダメージの修復や保湿成分を配合した肌にやさしい日焼け止め。

型番：a1303 型番：a1282
JAN：4523590000169 JAN：4582495380509

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

ねんどのミルキーローション 120ml

【送料無料】

ヤムヤム NATRACAREライナータ

イプ 30枚入【送料無料】*メール

便での発送*

乾燥がひどくないときの保湿液として。ねんどの被膜効果でしっとりが長持ち。 無漂白の綿状パルプ100％。化学物質や香料、蛍光剤不使用で、安心の紙ナプキンで

す。

商品ID：100065569 商品ID：100065729

JAN：4562134882496 JAN：4524989000302

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞サニタリー

最高の肌触りと乾きやすさを追求。天然の抗菌作用をもつTAKEFUの布ナプキンです。 オリーブオイルとアルガンオイルがベース。みずみずしい透明感タイプの優しい石鹸。

商品ID：100065564 商品ID：100065566
型番：a1288 型番：a1299

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞ソープ

TAKEFU 布ナプキン ホルダー【送

料無料】*メール便での発送*

ナイアード アルガン石鹸 145g
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販売価格(税抜) 450円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 3,808円 販売価格(税抜) 772円

販売価格(税抜) 3,808円 販売価格(税抜) 1,244円

販売価格(税抜) 3,808円 販売価格(税抜) 1,244円

型番：180994 型番：180995
JAN：4560358591033 JAN：4560358591064

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ立体

(3D)ｺﾄﾞﾓﾖｳ30

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ立体

(3D)ｺﾄﾞﾓﾖｳ10

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、５層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。立体構造で呼吸もしやすく、ノーズフィッターで隙間をなく

し顔全体をしっかりとガードします。子供用小さめサイズ。大容量３０枚入り。

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、５層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。立体構造で呼吸もしやすく、ノーズフィッターで隙間をなく

し顔全体をしっかりとガードします。子供用小さめサイズ。１０枚入り。

商品ID：98621820 商品ID：98621821

JAN：4560358591026 JAN：4560358591057

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、５層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。立体構造で呼吸もしやすく、ノーズフィッターで隙間をなく

し顔全体をしっかりとガードします。大容量３０枚入り。

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、５層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。立体構造で呼吸もしやすく、ノーズフィッターで隙間をなく

し顔全体をしっかりとガードします。１０枚入り。

商品ID：98621818 商品ID：98621819
型番：180992 型番：180993

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ立体

(3D)型30ｲﾘR

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ立体

(3D)型10ｲﾘR

商品ID：98621816 商品ID：98621817
型番：180988 型番：180989
JAN：4560358591019 JAN：4560358591040

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ平型ﾚｷﾞｭ

ﾗｰｻｲｽﾞ50ﾏｲ

創健社 ｲﾝﾌﾙﾗｲﾌｾｰﾊﾞｰ平型１０

枚入ﾚｷﾞｭﾗｰ

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、４層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。ノーズフィッターで隙間をなくし、顔全体をしっかりとガード

します。大容量５０枚入り。

静電気帯電特殊高機能フィルターをダブル採用し、４層構造特殊フィルターで０．１ミク

ロンの微細粒子を９９％カット。ノーズフィッターで隙間をなくし、顔全体をしっかりとガード

します。１０枚入り。

型番：a0615 型番：a0616
JAN： JAN：

セルフケア＞ヘルスケア セルフケア＞ヘルスケア

ゆずの種-島根県産無農薬栽培

の乾燥ゆず種-100g【送料無料】

*メール便での発送*

ゆずの種　（有機栽培のゆず種

乾燥タイプ）100g【送料無料】*

メール便での発送*

島根県産の無農薬栽培ゆず種100%使用。ゆず種化粧水づくりに 愛知県産有機ゆず種100%。化粧水づくりに最適

商品ID：89365597 商品ID：89365741

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア
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販売価格(税抜) 2,550円 販売価格(税抜) 1,530円

販売価格(税抜) 7,225円 販売価格(税抜) 12,750円

販売価格(税抜) 2,975円 販売価格(税抜) 4,505円

販売価格(税抜) 7,310円 販売価格(税抜) 10,200円

商品ID：98621862 商品ID：98621864
型番：190395 型番：190396
JAN：81903955 JAN：81903962

創健社 災害用ﾄｲﾚﾌﾟﾗﾀﾞﾝｾｯﾄｴｺ

ﾚｯﾄ10X3

創健社 災害用ﾄｲﾚﾌﾟﾗﾀﾞﾝｾｯﾄｴｺ

ﾚｯﾄ10X5

水に強く、丸洗いできるプラダンの、織り込むだけで簡単に組み立てられるトイレに、ワンパッ

ケージで可燃ごみとして処分できる災害用トイレ「エコレット」が３０回分付いたセットで

す。

水に強く、丸洗いできるプラダンの、織り込むだけで簡単に組み立てられるトイレに、ワンパッ

ケージで可燃ごみとして処分できる災害用トイレ「エコレット」が５０回分付いたセットで

す。

型番：190389 型番：190394
JAN：4560358591361 JAN：81903948

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞防災グッズ

創健社 災害用トイレプラダントイ

レ

創健社 災害用ﾄｲﾚﾌﾟﾗﾀﾞﾝｾｯﾄｴｺ

ﾚｯﾄ10X1

水に強く、丸洗いできるプラダンの、織り込むだけで簡単に組み立てられるトイレです。組み

立て前は幅５０ｍｍと薄型で省スペース。繰り返し使用できますので経済的です。

水に強く、丸洗いできるプラダンの、織り込むだけで簡単に組み立てられるトイレに、ワンパッ

ケージで可燃ごみとして処分できる災害用トイレ「エコレット」が１０回分付いたセットで

す。

商品ID：98621859 商品ID：98621861

JAN：4560358591347 JAN：4560358591354

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞防災グッズ

災害時や断水時に自宅や事務所、施設などのトイレをそのまま利用できるトイレ処理セッ

ト。排泄物の大小を選ばずワンパッケージで対応し、可燃ごみとして処分できます。優れた

抗菌・消臭機能。５０回分。

災害時や断水時に自宅や事務所、施設などのトイレをそのまま利用できるトイレ処理セッ

ト。排泄物の大小を選ばずワンパッケージで対応し、可燃ごみとして処分できます。優れた

抗菌・消臭機能。１００回分。

商品ID：98621855 商品ID：98621856
型番：190386 型番：190387

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞防災グッズ

創健社 災害用トイレセットエコレッ

ト50

創健社 災害用トイレセットエコレッ

ト100

商品ID：98621849 商品ID：98621853
型番：190382 型番：190384
JAN：4969402099097 JAN：4560358591323

創健社 備蓄用コンパクト毛布 創健社 災害用トイレセットエコレッ

ト10

さまざまな災害に対応できる、災害・緊急避難用の防災毛布。真空アルミパックで超コン

パクト、さらに長期保管ができます。収納に場所を取らないので、オフィスでの備蓄におすす

めです。

災害時や断水時に自宅や事務所、施設などのトイレをそのまま利用できるトイレ処理セッ

ト。排泄物の大小を選ばずワンパッケージで対応し、可燃ごみとして処分できます。優れた

抗菌・消臭機能。１０回分。

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞防災グッズ
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販売価格(税抜) 15,725円 販売価格(税抜) 504円

販売価格(税抜) 5,980円 販売価格(税抜) 13,800円

販売価格(税抜) 14,280円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 1,530円 販売価格(税抜) 1,170円
JAN：4514991010185 JAN：4984090555229

伊豆利島産無農薬椿油、オーガニックローズマリーエキス配合　しっとりとなめらかな洗いあ

がり

熟成1年

希釈一切なしの純粋竹酢液

商品ID：94539258 商品ID：94539260
型番：1559 型番：2471

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞入浴関連商品

オーサワハーバルボディソープ

500ml

オーサワ竹酢液550ml

商品ID：101722429 商品ID：94539256
型番：190381 型番：1558
JAN：4560358591316 JAN：4514991010178

創健社エコワン 防災２７点セット

【送料無料】

オーサワハーバルボディソープ

530ml

さまざまな災害に対応できるアイテムを厳選した、災害・緊急避難用防災セット。いざとい

う時のための２７点をセットにし、すぐに持ち出せるようリュックに入れました。

伊豆利島産無農薬椿油、オーガニックローズマリーエキス配合

しっとりとなめらかな洗いあがり

型番：190380 型番：190381
JAN：4560358591309 JAN：4560358591316

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞入浴関連商品

創健社 防災２２点セット【送料

無料】

創健社 防災２７点セット

さまざまな災害に対応できるアイテムを厳選した、災害・緊急避難用防災セット。いざとい

う時のための２２点をセットにし、コンパクトなので場所を取らず保管ができます。

さまざまな災害に対応できるアイテムを厳選した、災害・緊急避難用防災セット。いざという

時のための２７点をセットにし、すぐに持ち出せるようリュックに入れました。

商品ID：98621846 商品ID：98621848

JAN：81903979 JAN：

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞防災グッズ

水に強く、丸洗いできるプラダンの、織り込むだけで簡単に組み立てられるトイレに、ワンパッ

ケージで可燃ごみとして処分できる災害用トイレ「エコレット」が１００回分付いたセットで

す。

オーガニック認定品　100％天然成分　ハリのある美肌唇に　無香料

商品ID：98621865 商品ID：96357620
型番：190397 型番：6606

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞防災グッズ セルフケア＞リップ・バーム

創健社 災害用ﾄｲﾚﾌﾟﾗﾀﾞﾝｾｯﾄｴｺ

ﾚｯﾄ100

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ  ﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾑ(ﾍﾞ

ﾋﾞｰﾏｲﾙﾄﾞ)4g
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販売価格(税抜) 792円 販売価格(税抜) 840円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 2,250円

販売価格(税抜) 4,140円 販売価格(税抜) 3,420円

型番：985 型番：986
JAN：4945874800409 JAN：4945874800133

オーサワＯＳスキンクリーム・ホワイ

ト120g

オーサワＯＳスキンクリームＳ

100g

シジュウムエキス配合

ベタツキ感少なくしっとり潤う

シジュウムエキス配合スキンクリーム

ベタツキ感なくさっぱりとした使い心地

商品ID：94539690 商品ID：94539691

JAN：4560142440035 JAN：4945874800447

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

植物成分から作られた防虫スプレー シジュウムエキス配合

ベタツキ感少なくしっとり潤う

携帯に便利なチューブタイプ

商品ID：94539312 商品ID：94539689
型番：2481 型番：957

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワ防虫スプレー（ムシさんバ

イバイ）250ml

オーサワＯＳスキンクリーム・ホワイ

ト（チューブタイプ）60g

商品ID：94539302 商品ID：94539307
型番：2479 型番：2480
JAN：4560142440011 JAN：4560142440028

オーサワ防虫スプレー（ダニィーくん

バイバイ）250ml

オーサワ防虫スプレー（黒アリバイ

バイ）250ml

植物成分から作られた防虫スプレー 植物成分から作られた防虫スプレー

型番：2583 型番：2446
JAN：4526380001506 JAN：4580174450017

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策

オーサワキパワーバスソルト200g オーサワかえる印のナチュラルかとり

線香30巻

天日塩を独自高温焼成 天然除虫菊使用　着色料・殺虫剤不使用

商品ID：94539262 商品ID：94539299

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策
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販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 5,400円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,620円

商品ID：94539733 商品ID：94539735
型番：2679 型番：2682
JAN：4976858820281 JAN：4514991040014

オーサワエパック21ナチュラルハミガ

キ140g

オーサワビオ・ホワイトデンシーＳ

20g

クマザサエキス入り

歯周炎・歯肉炎の予防、口臭防止に

自然な爽快感

無添加のパウダー歯磨き

BIO清浄成分に植物性石けんの泡立ちをプラス

自然海塩とハッカ油の爽やかな香味

型番：2473 型番：2708
JAN：4945874800010 JAN：4945874800508

セルフケア＞デンタルケア セルフケア＞デンタルケア

オーサワ入浴用シジュウム

450g(15g×30包)

オーサワシジュウムゲル110g

シジュウム葉100％ シジュウムエキス配合

みずみずしく、さらっとした使い心地

商品ID：94539703 商品ID：94539704

JAN：4945874800232 JAN：4945874800362

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

シジュウムエキス配合

保湿性に優れたスキンクリーム

シジュウムエキス配合

商品ID：94539697 商品ID：94539698
型番：989 型番：996

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ヘルスケア

オーサワＯＳスキンクリーム・モイス

ト100g

オーサワオーエスアロマ1820ml

商品ID：94539693 商品ID：94539695
型番：987 型番：988
JAN：4945874800201 JAN：4945874800324

オーサワＯＳスキンソープ100g オーサワＯＳスキンローション

120ml

シジュウムエキス配合石けん シジュウムエキス配合化粧水

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ソープ セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア
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販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 2,070円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,080円
JAN：4514991030060 JAN：4514991030053

セミハードタイプ整髪剤

自然素材から作られたヘアムース

男女兼用

さらっとつやつや整髪剤　椿油のトリートメント効果を手軽に実感　伊豆利島産無農薬椿

油使用

商品ID：94539770 商品ID：94539773
型番：965 型番：967

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワミルキィスタイリングフォーム

200g

オーサワ椿油ヘアスプレー95g

商品ID：94539767 商品ID：94539768
型番：959 型番：962
JAN：4514991030169 JAN：4514991030107

オーサワ椿油ヘアースプレー45g オーサワヘアクリーム90g

さらっとつやつや整髪剤

椿油のトリートメント効果を手軽に実感

伊豆利島産無農薬椿油使用

ナチュラルスタイリング整髪料

型番：824 型番：831
JAN：4920441230537 JAN：4983169311230

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワティートリーシャンプー

260ml

オーサワアトココス ヘアーシャンプー

500ml

酢由来洗浄成分使用

髪や頭皮にやさしい

リンス不要で経済的

リンスのいらないヤシ油ベースの

純せっけんシャンプー

商品ID：94539765 商品ID：94539766

JAN：4514991040021 JAN：4920441230551

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

無添加のパウダー歯磨き　BIO清浄成分に植物性石けんの泡立ちをプラス　自然海塩と

ハッカ油の爽やかな香味

酢由来洗浄成分使用

髪や頭皮にやさしい

リンス不要で経済的

商品ID：94539737 商品ID：94539764
型番：2683 型番：822

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞デンタルケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワビオ・ホワイトデンシーＳ

20g

オーサワティートリーシャンプー

50ml
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販売価格(税抜) 1,485円 販売価格(税抜) 2,475円

販売価格(税抜) 2,178円 販売価格(税抜) 1,485円

販売価格(税抜) 2,475円 販売価格(税抜) 2,178円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 1,620円

型番：1479 型番：2549
JAN：4920441230544 JAN：4514991013070

オーサワティートリーシャンプー

420ml

オーサワリマナチュラルヘナ（イン

ディゴ）60g

酢由来洗浄成分使用

髪や頭皮にやさしい

リンス不要で経済的

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　ヘナで染める時に混ぜて使用、

または重ね染め等に

商品ID：94539784 商品ID：94539785

JAN：4514991010147 JAN：4514991010161

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合　まとまりやすい髪に 伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合　まとまりやすい髪に

商品ID：94539781 商品ID：94539782
型番：1476 型番：1477

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワマイルドリンス530ml オーサワマイルドリンス500ml

商品ID：94539778 商品ID：94539779
型番：1464 型番：1475
JAN：4514991010154 JAN：4514991010024

オーサワマイルドシャンプー500ml オーサワマイルドリンス300ml

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合　泡立ちよくすっきりとした洗

い心地

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合

まとまりやすい髪に

型番：1462 型番：1463
JAN：4514991010017 JAN：4514991010130

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワマイルドシャンプー300ml オーサワマイルドシャンプー530ml

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合

泡立ちよくすっきりとした洗い心地

伊豆利島産無農薬椿油・オーガニックローズマリーエキス配合　泡立ちよくすっきりとした洗

い心地

商品ID：94539775 商品ID：94539777

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

P.251　　　  　　



販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 2,250円

販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 2,880円

商品ID：94539803 商品ID：94539806
型番：2560 型番：2561
JAN：4514991013032 JAN：4514991013049

オーサワリマナチュラルヘナ（ナチュ

ラルダークブラウン）100g

オーサワリマナチュラルヘナ・お徳用

セット（ナチュラルオレンジ）

200g(100g×2袋)

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　黒めの茶色に インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　明るいオレンジ色に

型番：2558 型番：2559
JAN：4514991013018 JAN：4514991013025

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワリマナチュラルヘナ（ナチュ

ラルオレンジ）100g

オーサワリマナチュラルヘナ（ナチュ

ラルライトブラウン）100g

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選

化学染料不使用

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　明るめの茶色に

商品ID：94539799 商品ID：94539801

JAN：4514991010116 JAN：4514991010123

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

髪にボリュームが欲しい方用シャンプー　伊豆利島産無農薬椿油配合 髪にボリュームが欲しい方用リンス　伊豆利島産無農薬椿油配合

商品ID：94539793 商品ID：94539796
型番：2554 型番：2555

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワボリュームアップ シャンプー

400ml

オーサワボリュームアップ リンス

400ml

商品ID：94539787 商品ID：94539790
型番：2552 型番：2553
JAN：4514991010093 JAN：4514991010109

オーサワボリュームアップ シャンプー

400ml

オーサワボリュームアップ リンス

400ml

髪にボリュームが欲しい方用シャンプー

伊豆利島産無農薬椿油配合

髪にボリュームが欲しい方用リンス

伊豆利島産無農薬椿油配合

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

P.252　　　  　　



販売価格(税抜) 2,880円 販売価格(税抜) 2,880円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 669円 販売価格(税抜) 1,440円
JAN：4932828024950 JAN：4546201000655

柿タンニン・ミョウバン配合　合成添加物不使用 タイハーブ・みょうばん配合

デオドラントスプレー

アルコール不使用

商品ID：94539829 商品ID：94539833
型番：2495 型番：2681

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

オーサワオーサワの柿渋デオドラント

スプレー200ml

オーサワハーブディオ110ml

商品ID：94539822 商品ID：94539827
型番：2728 型番：2493
JAN：4580127310184 JAN：4546201000556

オーサワマックヘナハイブリッド

（ディープブラウン）ﾍﾅ50g＋ﾘﾝｽ

165ml

オーサワアロマ温パッド（生姜）

1ヶ（約345ｇ）

初めての方でも簡単　袋のまま直接塗布できる　落ち着いた暗いブラウン 電子レンジで温めるだけ

玄米と生姜使用

繰り返し使える

型番：2726 型番：2727
JAN：4580127310177 JAN：4580127310320

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘルスケア

オーサワマックヘナハイブリッド（ミ

ディアムブラウン）ﾍﾅ50g＋ﾘﾝｽ

165ml

オーサワマックヘナハイブリッド（マロ

ンブラウン）ﾍﾅ50g＋ﾘﾝｽ165ml

初めての方でも簡単　袋のまま直接塗布できる　爽やかな明るいブラウン 初めての方でも簡単　袋のまま直接塗布できる　暗めのブラウン

商品ID：94539816 商品ID：94539819

JAN：4514991013063 JAN：4514991013056

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　黒めの茶色に インド産ヘナの葉の部分だけを厳選　化学染料不使用　明るめの茶色に

商品ID：94539808 商品ID：94539812
型番：2562 型番：2563

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワリマナチュラルヘナ・お徳用

セット（ナチュラルダークブラウン）

200g(100g×2袋)

オーサワリマナチュラルヘナ・お徳用

セット（ナチュラルライトブラウン）

200g(100g×2袋)

P.253　　　  　　



販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 450円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 3,600円

販売価格(税抜) 4,050円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 1,440円

型番：992 型番：1572
JAN：4920441230230 JAN：4969059909213

オーサワハーティハートスキンロー

ション120ml

オーサワデュアロマ24薬用クリーム

40g

天然素材100％

純植物性

全身用基礎化粧品

老人介護施設で2000人以上を臨床して開発

肌あれ、あせも、しもやけ、ひび、あかぎれなどに

商品ID：94539981 商品ID：94539985

JAN：4920441230216 JAN：4920441230223

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ボディーケア

天然素材100％

純植物性

顔肌用基礎化粧品

天然素材100％

純植物性

頭皮用基礎化粧品

商品ID：94539975 商品ID：94539978
型番：990 型番：991

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワハーティハート化粧水

100ml

オーサワハーティハートヘアローショ

ン100ml

商品ID：94539968 商品ID：94539971
型番：982 型番：984
JAN：4539876000013 JAN：4539876000020

オーサワローズウォーター200ml オーサワローズウォーター500ml

リラックス効果のあるバラの肌水 リラックス効果のあるバラの肌水　ワンタッチキャップ付のお徳用

型番：840 型番：849
JAN：4524973000028 JAN：4524973000080

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

オーサワアレッポの石鹸 エキストラ

40180g

オーサワアレッポの石鹸 ライト

180g

ノーマルの約4倍の

ローレルオイル配合

オリーブオイルとローレルオイルの石けん　やさしい香り

商品ID：94539962 商品ID：94539964

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ソープ セルフケア＞ソープ

P.254　　　  　　



販売価格(税抜) 4,320円 販売価格(税抜) 4,320円

販売価格(税抜) 7,200円 販売価格(税抜) 2,880円

販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 720円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 2,520円

商品ID：94540008 商品ID：94540013
型番：963 型番：964
JAN：4514991030091 JAN：4514991030015

オーサワピュアミスト50g オーサワサンプロテクタークリーム

30g

ミクロの霧が肌にフィット

弱酸性の整肌ローション

白浮きせず、少量でさらっとのびて

肌を紫外線から守る（SPF34・PA++)

型番：960 型番：961
JAN：4514991030145 JAN：4514991010079

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

オーサワ椿油（全身ケア用）

80ml

オーサワピュアトリートメント ハンドク

リーム60g

椿油100％

さらっとして匂いも

気にならない精製美容オイル

乾燥や水仕事から手肌をまもる

天然保湿成分にこだわったハンドクリーム

商品ID：94539999 商品ID：94540004

JAN：4996383000118 JAN：4514991050037

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

天然由来物100％

海と大地の美容液

美白対策ケアと保湿が同時にできる美白美容液

トルマリン配合の泥エステパック

毛穴の奥の汚れまですっきり、

お肌しっとり潤う

商品ID：94539995 商品ID：94539996
型番：2711 型番：958

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワアマサーラ　ナチュラル ホワ

イトエッセンス60ml

オーサワプレミアムエステパック

120g

商品ID：94539988 商品ID：94539991
型番：2709 型番：2710
JAN：4996383000217 JAN：4996383000088

オーサワアマサーラ　ナチュラルトゥ

リークレンジング200ml

オーサワアマサーラ　ナチュラル シー

ローション（美容液・化粧水）

100ml

天然由来物100％

ひのき・菩提樹・白樺の美容液洗顔料

毎日エステ洗顔

天然由来物100％

和漢植物のとろとろ化粧水

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ソープ セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

P.255　　　  　　



販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 3,150円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 4,500円 販売価格(税抜) 1,080円
JAN：4514991020047 JAN：4514991030121

透明感とハリのあるお肌に導く

12種類のハーブブレンド美容液

椿油、オリーブスクワラン配合

製法にもこだわった化粧石けん

商品ID：94540033 商品ID：94540037
型番：975 型番：2572

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞ソープ

オーサワビューティエッセンス30ml オーサワカメリアビューティーソープ

100g

商品ID：94540026 商品ID：94540029
型番：973 型番：974
JAN：4514991020023 JAN：4514991020030

オーサワピュアミルクローション

100ml

オーサワエマルジョンクリーム30g

ふっくらとハリのある肌へ　椿油配合の乳液 うるおいをまもり、透き通るような肌へ　椿油とハーブの保湿クリーム

型番：971 型番：972
JAN：4514991020061 JAN：4514991020016

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワクレンジングフォーム125g オーサワピュアローション100ml

椿油配合の洗顔フォーム

きしみを抑えしっとりと洗いあげる

透き通るようなお肌に整える　無農薬ヘチマ水の化粧水

商品ID：94540020 商品ID：94540023

JAN：4514991030022 JAN：4514991020054

セルフケア＞ソープ セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

ミクロの霧が肌にフィット　弱酸性の整肌ローション 椿油配合の洗い流すメイク落とし

ツルツルとさっぱりした洗い上がり

商品ID：94540015 商品ID：94540017
型番：969 型番：970

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ソープ

オーサワピュアミスト180g オーサワクレンジングジェル120g

P.256　　　  　　



販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 7,650円

販売価格(税抜) 7,650円 販売価格(税抜) 29,907円

販売価格(税抜) 29,907円 販売価格(税抜) 8,330円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 2,070円

型番：6960 型番：6962
JAN：4562154690354 JAN：4514991040038

オーサワデントラクト（乳酸菌生成

エキス配合はみがき）70g

オーサワデンタルホワイト(ナチュラル

歯みがき)60g

「乳酸菌生成エキス」配合

刺激感がなく磨いた後も味覚が変わらない

BIO洗浄成分にパールとサンゴのパウダーを配合 天然酸性水フムスエキス使用 シトラスミ

ントの香り

商品ID：96355992 商品ID：96355993

JAN：4560337403043 JAN：4560337400073

セルフケア＞デンタルケア セルフケア＞デンタルケア

今話題のマイクロバブルシャワーヘッド。エミュール　マイクロバブルシャワーヘッドはナノサイズ

のバブル発生に加えて、酸化還元電位が下がり、水質まで変化します。毎日のシャワーが

まるでホームエステへ、うる肌・ツヤ髪へ誘います！

こんな入浴剤が欲しかった！「浴用・クレンジング・美容液」　ソルトレイクのミネラルと、１１

種類の植物エキスから作られた天然・無添加の本格美肌入浴剤。１５００ｇ（６０

回分：紙箱タイプのエコ仕様）

商品ID：98622034 商品ID：98622237
型番：182122 型番：191064

セルフケア＞入浴関連商品 セルフケア＞入浴関連商品

創健社 ｴﾐｭｰﾙﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙｼｬﾜｰﾍｯ

ﾄﾞﾋﾟﾝｸ

創健社 ｴﾐｭｰﾙミネラルバスパウダー

1500G

商品ID：98621772 商品ID：98622031
型番：170725 型番：182121
JAN：4995667065065 JAN：4560337403036

創健社 ﾅﾁｭｰﾙゲルホームクリーム

(ｼﾛ)700G

創健社 ｴﾐｭｰﾙﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙｼｬﾜｰﾍｯ

ﾄﾞﾌﾞﾛﾝｽﾞ

『浸透力＆保湿力』に優れた美肌成分を１４種類厳選配合。化粧水、乳液、美容液

が１つになったオールインワンタイプのゲル状保湿クリーム。詰め替え用。

今話題のマイクロバブルシャワーヘッド。エミュール　マイクロバブルシャワーヘッドはナノサイズ

のバブル発生に加えて、酸化還元電位が下がり、水質まで変化します。毎日のシャワーが

まるでホームエステへ、うる肌・ツヤ髪へ誘います！

型番：955 型番：170689
JAN：4977418815020 JAN：4995667065461

セルフケア＞メイクアップ化粧品 セルフケア＞入浴関連商品

オーサワ備長炭麗120g 創健社 ﾅﾁｭｰﾙゲルホームEX詰替

700G

紀州備長炭木酢液配合の線香

森のかおり

特許商品

『浸透力＆保湿力』に優れた美肌成分を１４種類厳選配合。化粧水、乳液、美容液

が１つになったオールインワンタイプのゲル状保湿クリーム。洗顔後のお手入れは、これ１つ

でＯＫ。詰め替え用。

商品ID：94540422 商品ID：98621750

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞アロマ セルフケア＞メイクアップ化粧品

P.257　　　  　　



販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 4,050円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 4,050円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 1,710円 販売価格(税抜) 1,260円

商品ID：96356047 商品ID：96356049
型番：6546 型番：6547
JAN：4560335220291 JAN：4560335220307

オーサワhearty シャンプードサロン

600ml

オーサワhearty シャンプードサロン

500ml

天然由来成分100%のせっけんシャンプー  保湿成分にマカデミアナッツ油を配合 天然由来成分100%のせっけんシャンプー  保湿成分にマカデミアナッツ油を配合

型番：6544 型番：6545
JAN：4580127310474 JAN：4580127310481

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ﾅﾁｭﾗﾙﾀﾞｰ

ｸﾌﾞﾗｳﾝ)-6ﾍﾅ60g*4 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

60g*4

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

ﾌﾞﾙｰ)-7400g(50g＋50g)×4

袋

植物性原料100％　化学染料不使用 植物性原料100％　化学染料不使用

商品ID：96356043 商品ID：96356046

JAN：4580127310450 JAN：4580127310467

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

植物性原料100％　化学染料不使用 植物性原料100％　化学染料不使用

商品ID：96356038 商品ID：96356041
型番：6542 型番：6543

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾄ

ﾌﾞﾗｳﾝ)-4400g(100g×4袋)

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗ

ｳﾝ)-5400g(100g×4袋)

商品ID：96356032 商品ID：96356035
型番：6540 型番：6541
JAN：4580127310436 JAN：4580127310443

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ﾅﾁｭﾗﾙｵﾚﾝ

ｼﾞ)-2400g(100g×4袋)

オーサワﾏｯｸﾍﾅ お徳用(ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾛ

ﾝｽﾞ)-3400g(100g×4袋)

植物性原料100％　化学染料不使用 植物性原料100％　化学染料不使用

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

P.258　　　  　　



販売価格(税抜) 1,710円 販売価格(税抜) 1,260円

販売価格(税抜) 427円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 427円 販売価格(税抜) 427円

販売価格(税抜) 427円 販売価格(税抜) 180円
JAN：4935137901608 JAN：4935137901684

コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用 コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用

商品ID：96356062 商品ID：96356063
型番：6977 型番：6978

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

オーサワﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ 生理用ﾅﾌﾟｷﾝ

(多い日の昼用羽つき)16個入

オーサワﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ生理用ﾅﾌﾟｷﾝ

(多い日の昼用羽つき)3個入3個

入

商品ID：96356059 商品ID：96356060
型番：6971 型番：6972
JAN：4935137901202 JAN：4935137901219

オーサワナチュラムーン 生理用ﾅﾌﾟ

ｷﾝ(普通の日用)24個入

オーサワナチュラムーン 生理用ﾅﾌﾟ

ｷﾝ(多い日の夜用)12個入

コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用 コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用

型番：6956 型番：6970
JAN：4935137901875 JAN：4935137901172

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

オーサワﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ生理用ﾅﾌﾟｷﾝ

(多い日の昼用羽なし)18個入

オーサワナチュラムーン(おりもの専

用シート)40個入

コットン使用　敏感肌の方にもやさしい　高分子吸収剤不使用 オーガニックコットン使用  敏感肌の方にもやさしい  無漂白　高分子吸収剤不使用

商品ID：96356054 商品ID：96356056

JAN：4560335220314 JAN：4560335220321

セルフケア＞サニタリー セルフケア＞サニタリー

天然由来成分100%のせっけんシャンプー用リンス　爽やかな森林の香り 天然由来成分100%のせっけんシャンプー用リンス　爽やかな森林の香り

商品ID：96356050 商品ID：96356052
型番：6548 型番：6549

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ヘアケア セルフケア＞ヘアケア

オーサワhearty リンスドサロン

600ml

オーサワhearty リンスドサロン

500ml
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販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 324円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,076円 販売価格(税抜) 1,076円

販売価格(税抜) 1,076円 販売価格(税抜) 1,250円

型番：6592 型番：6593
JAN：4560303913033 JAN：4560303913019

オーサワモリンガ香草蒸留水(レモ

ンティーツリー)200ml

オーサワモリンガ香草蒸留水(ロー

ズ)200ml

モリンガ、ローズマリー、レモンティーツリーを蒸留抽出したハーブウォーター　顔や髪、全身の

ケアに　柑橘系の爽やかな香り

モリンガ、ローズマリー、ダマスクローズを蒸留抽出したハーブウォーター　顔や髪、全身のケ

アに　ローズの華やかな香り

商品ID：96356196 商品ID：96356199

JAN：4560303913002 JAN：4560303913026

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

モリンガ、ローズマリーを蒸留抽出したハーブウォーター　顔や髪、全身のケアに　ほんのり

ローズマリーの香り

モリンガ、ローズマリー、ラベンダーを蒸留抽出したハーブウォーター　顔や髪、全身のケアに

やすらぐラベンダーの香り

商品ID：96356193 商品ID：96356195
型番：6590 型番：6591

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワモリンガ香草蒸留水(ベー

シック)200ml

オーサワモリンガ香草蒸留水(ラベ

ンダー)200ml

商品ID：96356186 商品ID：96356190
型番：6531 型番：6586
JAN：4996383002051 JAN：4571398950124

オーサワアマサーラ　ナチュラルスキ

ンプロテクションクリーム（お試しサ

イズ）10g

オーサワネロリジェイトライアルコフレ

(3点)1ｾｯﾄ

天然由来物100％

菖蒲根の保護クリーム

「保護・予防・保湿」の3つの効果

エコサート認証のオーガニックコスメ　熊本産甘夏みかんの花使用　お試し3点セット

型番：6522 型番：6530
JAN：4996383002044 JAN：4580166755182

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワアマサーラ　トライアルキット

（ナチュラルクレンジング・シーロー

ション）各20ml×1本

オーサワハンガリアンクリーム30ml

天然由来物100％

アマサーラシリーズの基本ケアお試しセット

携帯用としても

ハンガリアンウォーターの乳液

オーガニックホホバ油にフラワーエキス・ハーブ配合

さらっとした使用感で肌がしっとり潤う

商品ID：96356179 商品ID：96356185

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア
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販売価格(税抜) 3,780円 販売価格(税抜) 3,330円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 540円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 855円

商品ID：96356250 商品ID：96356253
型番：6597 型番：6598
JAN：4514991010192 JAN：4514991010208

オーサワ泡ハンドソープ250ml オーサワ泡ハンドソープ250ml

伊豆利島産無農薬椿油使用

敏感肌やお子様も安心して使用できる弱酸性タイプ

伊豆利島産無農薬椿油使用　敏感肌やお子様も安心して使用できる弱酸性タイプ

型番：6595 型番：6596
JAN：4514991394513 JAN：4514991394506

セルフケア＞ソープ セルフケア＞ソープ

オーサワルースパウダー専用 大型

パフ1個

オーサワリクイドファンデーション用

化粧筆1本

フィットしやすい弾力と大きさ　滑らかな肌触り 伝統工芸士が丁寧に手作りした化粧用筆　ファンデーションがムラなく塗れる

商品ID：96356242 商品ID：96356247

JAN：4571398950209 JAN：4514991230927

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

エコサート認証のオーガニックコスメ　熊本産甘夏みかんの花使用　肌にハリと潤いを与える 天然ミネラルパウダー配合

透き通るような光に満ちた肌へ　仕上げ用パウダー

商品ID：96356222 商品ID：96356239
型番：6607 型番：6594

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア

オーサワネロリジェイウォーター(化

粧水)80ml

オーサワルースパウダー10g

商品ID：96356204 商品ID：96356215
型番：6603 型番：6604
JAN：4571398950414 JAN：4539876001003

オーサワネロリジェイフローラルオイル

15ml

オーサワローズオットー ソープ90g

エコサート認証のオーガニックコスメ  熊本産甘夏みかんの花、オーガニックホホバオイル使

用　保湿効果が高く肌なじみがよい

プルガリア産ダマスクローズオイルを贅沢に使用　芳醇なバラの香り、豊かな泡立ち

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア セルフケア＞基礎化粧品・フェイスケア
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販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 504円

販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 810円

販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 810円
JAN： JAN：

オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　やすらぐラベンダーの香り オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　無香料

商品ID：96357627 商品ID：96357628
型番：6610 型番：6611

セルフケア＞リップ・バーム セルフケア＞リップ・バーム

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ﾗﾍﾞﾝ

ﾀﾞｰ)14g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ﾍﾞﾋﾞｰﾏｲﾙ

ﾄﾞ)14g

商品ID：96357622 商品ID：96357624
型番：6608 型番：6609
JAN： JAN：

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ﾛｰ

ｽﾞ)14g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ｼﾄﾗｽｵﾚﾝ

ｼﾞ)14g

オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　華やかなバラの香り オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　柑橘系の爽やかな香り

型番：6589 型番：6605
JAN：4514991390782 JAN：

セルフケア＞リップ・バーム セルフケア＞リップ・バーム

オーサワプレ・リップカラー3.6g オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ  ﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾑ(ﾁｪ

ﾘｰﾌﾞﾛｯｻﾑ)4g

香料・タール系色素・石油系鉱物油不使用　若々しい印象の仕上りに オーガニック認定品　100％天然成分　ハリのある美肌唇に　やさしい桜の香り

商品ID：96356898 商品ID：96357617

JAN：4514991390768 JAN：4514991390775

セルフケア＞メイクアップ化粧品 セルフケア＞リップ・バーム

香料・タール系色素・石油系鉱物油不使用　若々しい印象の仕上りに 香料・タール系色素・石油系鉱物油不使用　若々しい印象の仕上りに

商品ID：96356893 商品ID：96356894
型番：6587 型番：6588

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞メイクアップ化粧品 セルフケア＞メイクアップ化粧品

オーサワプレ・リップカラー3.6g オーサワプレ・リップカラー3.6g
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販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 810円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 9,000円

型番：6969 型番：6940
JAN：4973512450907 JAN：4997543113389

オーサワｱﾛﾏﾗｲﾌ Sleep herb(ｽ

ﾘｰﾌﾟﾊｰﾌﾞ)25ml

オーサワ除塩素シャワー（ＪＯＷ

ＥＲ） ホワイト1個

置くだけで香る天然アロマ 気持ちが穏やかになるやさしい香り　心地よくお休みになりたいと

きに

遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器

マッサージ水流・一時ストップ機能付

商品ID：96358227 商品ID：96359045

JAN：4973512450891 JAN：4973512450877

セルフケア＞アロマ セルフケア＞ボディーケア

置くだけで香る天然アロマ　爽やかな明るい香り　のんびりくつろぎたいときに 置くだけで香る天然アロマ 甘く優しい香り　リラックスしたいときに

商品ID：96358217 商品ID：96358221
型番：6967 型番：6968

セルフケア＞アロマ セルフケア＞アロマ

オーサワｱﾛﾏﾗｲﾌ Comfort

flower(ｺﾝﾌｫｰﾄﾌﾗﾜｰ)25ml

オーサワｱﾛﾏﾗｲﾌ Relax

lavender(ﾘﾗｯｸｽﾗﾍﾞﾝ

ﾀﾞｰ)25ml

商品ID：96358208 商品ID：96358212
型番：6965 型番：6966
JAN：4973512450884 JAN：4973512450860

オーサワｱﾛﾏﾗｲﾌ Clear

eucalyptus(ｸﾘｱﾕｰｶﾘﾌﾟﾀ

ｽ)25ml

オーサワｱﾛﾏﾗｲﾌ Refresh

citrus(ﾘﾌﾚｯｼｭｼﾄﾗｽ)25ml

置くだけで香る天然アロマ　すっきりした透明感のある香り　集中力を高めたいときに 置くだけで香る天然アロマ　さわやかな香り　リフレッシュしたいときに

型番：6612 型番：6613
JAN： JAN：

セルフケア＞アロマ セルフケア＞アロマ

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ﾁｪﾘｰﾌﾞﾛｯ

ｻﾑ)14g

オーサワｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞｰﾑ(ｻﾝﾀﾞﾙｳｯ

ﾄﾞ&ｼﾞｬｽﾐﾝ)14g

オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　やさしい桜の香り オーガニック認定品　100％天然成分　唇、手など全身に　ウッディな甘い香り

商品ID：96357630 商品ID：96357632

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞リップ・バーム セルフケア＞リップ・バーム
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販売価格(税抜) 9,000円 販売価格(税抜) 9,000円

販売価格(税抜) 9,000円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 1,890円

販売価格(税抜) 1,890円 販売価格(税抜) 1,890円

商品ID：96359403 商品ID：96359405
型番：6502 型番：6503
JAN：4560142440110 JAN：4560142440127

オーサワ防虫スプレー（黒アリバイ

バイ）400ml

オーサワ防虫スプレー（ムシさんバ

イバイ）400ml

植物成分から作られた防虫スプレー 植物成分から作られた防虫スプレー

型番：6500 型番：6501
JAN：4511126700027 JAN：4560142440103

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策

オーサワキッチンの虫よけ6個入 オーサワ防虫スプレー（ダニィーくん

バイバイ）400ml

ハーブのパワーで虫よけ

食器棚や引出し、流しの下などに置くだけ

清涼感のあるメントールの香り

植物成分から作られた防虫スプレー

商品ID：96359401 商品ID：96359402

JAN：4997543113396 JAN：4997543113433

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策

遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器　マッサージ水流・一時ストップ機能付 遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器　マッサージ水流・一時ストップ機能付

商品ID：96359051 商品ID：96359053
型番：6943 型番：6944

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア

オーサワ除塩素シャワー（ＪＯＷ

ＥＲ） ピンク1個

オーサワ除塩素シャワー・スキン

ビューティⅢ交換用カートリッジ1個

商品ID：96359046 商品ID：96359048
型番：6941 型番：6942
JAN：4997543113372 JAN：4997543113402

オーサワ除塩素シャワー（ＪＯＷ

ＥＲ） ブルー1個

オーサワ除塩素シャワー（ＪＯＷ

ＥＲ） グリーン1個

遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器　マッサージ水流・一時ストップ機能付 遊離残留塩素を除去するシャワー用浄水器　マッサージ水流・一時ストップ機能付

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞ボディーケア セルフケア＞ボディーケア
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販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 4,050円 販売価格(税抜) 3,240円

型番：6516 型番：6517
JAN：4938922150427 JAN：4571109280113

オーサワダニコナイ(15個入)15個

入

オーサワムシさんバイバイジェット

190ml

植物成分から作られた防虫剤　クローゼットの中やベッドの下、カーペットの上などに置くだ

け　お徳用

植物成分から作られた防虫噴射剤　お部屋の不快害虫を忌避　1缶で1部屋2ヶ月有

効

商品ID：96359408 商品ID：96359412

JAN：4511126700034 JAN：4938922110650

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策

植物由来成分100％

カーテン・衣服用虫よけスプレー

合成忌避剤・アルコール不使用

植物成分から作られた衣類用防虫剤　爽やかな森の香り

商品ID：96359406 商品ID：96359407
型番：6510 型番：6515

かわしま屋　商品カタログ

セルフケア＞防虫・蚊よけ対策 セルフケア＞防虫・蚊よけ対策

オーサワドクターハーブミントスプレー

（カーテン衣服用虫よけスプ

レー）250ml

オーサワ植物成分防虫剤（森の

香り）クローゼット用6本入(9g×

6本)
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販売価格(税抜) 6,720円 販売価格(税抜) 5,760円

販売価格(税抜) 4,800円 販売価格(税抜) 3,840円

販売価格(税抜) 6,480円 販売価格(税抜) 59,800円

販売価格(税抜) 60,000円 販売価格(税抜) 115,000円

型番：a1298 型番：3020
JAN： JAN：8809421191630

酵素玄米Pro2-酵素玄米炊飯

器-（SC06JP）【送料無料】

CUCKOO New圧力名人

DX(超高圧発芽玄米炊飯器)一

升炊き【送料無料】

酵素玄米づくりの為に設計された炊飯器です。玄米と小豆と塩で手軽に酵素玄米が炊け

ます。

玄米・発芽玄米が手軽に炊ける超高圧炊飯器です。おいしくもっちりと炊き上がります。酵

素玄米ごはんも炊飯でき、玄米・発芽玄米が8合まで炊飯できます。ソフトタッチボタンで

簡単操作！

商品ID：100959183 商品ID：101855788

JAN：4517799000853 JAN：8809019402674

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

炊く・煮る・炒める・ゆでる・焼く・蒸す　色々出来る優れ物 玄米・発芽玄米、寝かせ玄米、発酵発芽玄米が手軽に炊ける超高圧炊飯器です。おい

しくもっちりと炊き上がります。

商品ID：92647586 商品ID：98411725
型番：3853 型番：3019

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワマスタークック 6合肉厚浅

鍋2.2L【送料無料】

CUCKOO New圧力名人+酵素

玄米セット（自然栽培の玄米・小

豆・天日塩）【送料無料】

商品ID：92647578 商品ID：92647580
型番：3836 型番：3837
JAN：4932828038360 JAN：4932828038377

オーサワカムカム鍋Ⅱ3800型

（3.9合炊）

オーサワカムカム鍋Ⅱ2400型（2

合炊）

圧力鍋専用の陶器製の内鍋です。 圧力鍋専用の陶器製の内鍋です。

型番：3834 型番：3835
JAN：4932828038346 JAN：4932828038353

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワカムカム鍋Ⅱ8Ｗ型（9合

炊）

オーサワカムカム鍋Ⅱ5000型（6

合炊）

圧力鍋専用の陶器製の内鍋です。 圧力鍋専用の陶器製の内鍋です。

商品ID：92647570 商品ID：92647574

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン
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販売価格(税抜) 3,580円 販売価格(税抜) 2,480円

販売価格(税抜) 448円 販売価格(税抜) 3,480円

販売価格(税抜) 2,880円 販売価格(税抜) 64,000円

販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 2,250円

商品ID：98895338 商品ID：98895346
型番：64916 型番：64917
JAN：4906601002787 JAN：4906601002794

ゼンケンビクラ浄水ポット【ムソー】 ゼンケン ビクラ浄水ポット・カートリッ

ジ【ムソー】

清潔感あふれるガラスボディー、スッキリとしたフォルム。１日１.５Ｌでカートリッジ交換は

半年に１回

型番：a0678 型番：a1316
JAN：4977605100229 JAN：

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

木製豆腐作り器-高級スプルース

100%-

家庭用 電動穀物製粉機

「Fidibus21」【送料無料】

1回で２丁分の豆腐が作れる豆腐作り器です。 石臼で必要なだけ挽くから、新鮮な小麦を味わえます。ドイツ製のシンプルモダンな高品

質・製粉機

商品ID：89933166 商品ID：101207912

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

豆腐作りに便利なさらし布・こし袋のセット。新潟県燕市・吉田織物の綿100％の晒布。

きめ細やかなお豆腐ができます。

豆腐箱は鉄・ステンレス調理器具で定評のある、新潟県燕市の老舗メーカー若林工業

製の豆腐造り用型箱です

商品ID：101130724 商品ID：99341032
型番：a1315 型番：a1245

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞浄水器

豆腐作り用 さらし布・こし袋セット

【送料無料】*メール便での発送*

ステンレス製豆腐型箱（新潟県

燕市産）-若林工業特製-【送料

無料】

商品ID：80205514 商品ID：97688201
型番：h0018 型番：a0459
JAN： JAN：

豆腐手作りキット（国産有機大

豆、無添加国産にがり、豆腐箱）

【送料無料】

豆腐箱（紀州産尾鷲ひのき

100%の豆腐型箱）【送料無

料】

ご自宅で手軽に美味しい豆腐がつくれます 三重県産・尾鷲ヒノキ100%、無塗装の豆腐箱です。

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他
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販売価格(税抜) 3,150円 販売価格(税抜) 342円

販売価格(税抜) 124,200円 販売価格(税抜) 18,900円

販売価格(税抜) 20,700円 販売価格(税抜) 35,100円

販売価格(税抜) 37,665円 販売価格(税抜) 3,230円
JAN：4932828009407 JAN：4571213102011

遠赤外線効果 災害時だけでなく防犯用や停電時、アウトドアまで幅広く使える、充電ラジオライト。ハイ

パープチがリニューアルし、手回し発電に加えてソーラー発電もプラスされました。

商品ID：94539717 商品ID：98621851
型番：940 型番：190383

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

オーサワフィットアンポ（タイマー

付）1ｾｯﾄ

創健社 非常用充電ﾗｼﾞｵﾗｲﾄﾊｲ

ﾊﾟｰﾌﾟﾁ?

商品ID：94539251 商品ID：94539254
型番：894 型番：896
JAN：4978609644498 JAN：4978609644405

オーサワ平和圧力鍋ＰＣ-45Ａ8

合炊

オーサワ平和圧力鍋ＰＣＤ10Ｗ

15合炊

高温・高圧調理のアルミ製圧力鍋　玄米がもっちりと炊ける 高温・高圧調理のアルミ製圧力鍋　玄米がもっちりと炊ける

型番：1635 型番：893
JAN：4947765003739 JAN：4978609644481

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワMFG ｽｰﾊﾟｰﾗｼﾞｴﾝﾄﾋｰﾀｰ

FG-7001台

オーサワ平和圧力鍋ＰＣ-28Ａ5

合炊

低電磁波・次世代型クッキングヒーター　遠赤外線効果でおいしく料理　全ての鍋の材質

に適応

高温・高圧調理のアルミ製圧力鍋　玄米がもっちりと炊ける

商品ID：94539170 商品ID：94539248

JAN：4963001025204 JAN：4963001818028

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

ドロドロ油がサラサラに 汚れた油をリフレッシュ

コスロン油ろ過器専用濾過紙

商品ID：94539163 商品ID：94539167
型番：920 型番：924

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

オーサワコスロン油ろ過器1.2Ｌ オーサワコスロン交換用フィルター8

個入
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販売価格(税抜) 2,380円 販売価格(税抜) 20,250円

販売価格(税抜) 22,050円 販売価格(税抜) 27,000円

販売価格(税抜) 79,200円 販売価格(税抜) 24,300円

販売価格(税抜) 5,400円 販売価格(税抜) 13,500円

型番：64471 型番：64474
JAN：4906601003562 JAN：4906601003555

ゼンケン浄水シャワー・ピュアスト

リーム２【ムソー】

ゼンケンアクアセンチュリープラス・

カートリッジ【ムソー】

髪と肌にやさしいシャワーヘッドタイプの脱塩素シャワー。カートリッジ交換は６ヵ月に１回 すっきり置けるコンパクトデザインの少人数世帯向き浄水器。１日１９Ｌでカートリッジ交

換は１年に１回

商品ID：98894753 商品ID：98894757

JAN：4906601002442 JAN：4906601003548

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

４?５人家族用の高性能浄水器。１日３０Ｌでカートリッジ交換は２年に１回 すっきり置けるコンパクトデザインの少人数世帯向き浄水器。１日１９Ｌでカートリッジ交

換は１年に１回

商品ID：98894745 商品ID：98894748
型番：64918 型番：64473

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

ゼンケンスーパーアクアセンチュリー

【ムソー】

ゼンケンアクアセンチュリープラス【ム

ソー】

商品ID：98894734 商品ID：98894736
型番：64453 型番：64454
JAN：4978609644535 JAN：4978609644542

平和マジックブラウン圧力鍋・４．

５Ｌ【ムソー】

平和マジックブラウン圧力鍋・６．

０Ｌ【ムソー】

型番：190388 型番：64452
JAN：4560358591378 JAN：4978609644528

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

創健社 携帯ﾄｲﾚｴｺﾚｯﾄどこでもト

イレ

平和マジックブラウン圧力鍋・２．

８Ｌ【ムソー】

渋滞時など急なトイレに対応できるプラダントイレとトイレ処理のセット。軽量・コンパクトな

ので車にも積んでおけます。５回分セット。耐荷重２００ｋｇ。

商品ID：98621857 商品ID：98894731

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン
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販売価格(税抜) 11,520円 販売価格(税抜) 2,700円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 5,850円

販売価格(税抜) 54,900円 販売価格(税抜) 16,650円

販売価格(税抜) 16,650円 販売価格(税抜) 34,110円

商品ID：98894784 商品ID：98894786
型番：64872 型番：64875
JAN：4906601001964 JAN：4906601003234

ゼンケンアクアホーム・カートリッジ〈ミ

ネラル石入〉【ムソー】

ゼンケンタテ型低速ジューサーベジ

フルⅡ【ムソー】

刃を使用せず、スクリューによる毎分80回転の低速搾り方式で野菜の栄養を生搾りしま

す。タテ型タイプで使用時のスペースもコンパクトです。

型番：64871 型番：64923
JAN：4906601001384 JAN：4906601001360

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

ゼンケンアクアホーム・専用水栓型

【ムソー】

ゼンケンアクアホーム・カートリッジ

〈コーラルサンド入〉【ムソー】

商品ID：98894778 商品ID：98894780

JAN：4906601001667 JAN：4906601001308

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

商品ID：98894767 商品ID：98894769
型番：64467 型番：64464

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

ゼンケン浄水シャワーピュアストリー

ム・カートリッジ【ムソー】

ゼンケンバスシャワーレインボー・

カートリッジ【ムソー】

商品ID：98894762 商品ID：98894765
型番：64889 型番：64472
JAN：4906601002183 JAN：4906601003579

ゼンケンアクアセンチュリーレイン

ボー・カートリッジ【ムソー】

ゼンケン浄水シャワーピュアストリー

ム２・カートリッジ【ムソー】

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器
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販売価格(税抜) 28,800円 販売価格(税抜) 35,820円

販売価格(税抜) 31,500円 販売価格(税抜) 22,500円

販売価格(税抜) 32,400円 販売価格(税抜) 14,400円

販売価格(税抜) 20,520円 販売価格(税抜) 17,100円
JAN：4906601002503 JAN：4906601003241

電磁波９９％カットの電気毛布。希少価値の高いオーガニックコットンを使用しています。

サイズ130×180（cm）

おなかから足元まですっぽり包みこむ、あったか足温器。頭寒足熱でリラックスタイムやデスク

ワークにも最適です。

商品ID：98894817 商品ID：98894821
型番：64931 型番：64915

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン電磁波カット電気掛敷ｵｰ

ｶﾞﾆｯｸコットン毛布【ムソー】

ゼンケン電気足温器【ムソー】

商品ID：98894809 商品ID：98894814
型番：64930 型番：64867
JAN：4906601003531 JAN：4906601002770

ゼンケン超薄型 遠赤暖房器アー

バンホット【ムソー】

ゼンケン電磁波カット・足入れ電熱

マット【ムソー】

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むように暖める遠赤外線暖房器。暖房適

室４.５?７畳。遠赤外線の効果で部屋全体を優しく暖めます。本体の厚さがわずか7㎝

の薄型タイプです。

電磁波99％カットの電熱マット。冷える足元も芯からポカポカ。足先が冷えて、眠れない

方におすすめです。サイズ100×90（cm）

型番：64894 型番：64914
JAN：4906601003500 JAN：4906601003258

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン空気清浄機エアフォレスト

５層タイプ【ムソー】

ゼンケン電磁波カットカーペット・本

体のみ １畳用１８２×　　　８

５（ｃｍ）【ムソー】

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオイやホコリを除去します。シックハウス症候

群の原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去します。

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

商品ID：98894794 商品ID：98894804

JAN：4906601002152 JAN：4906601003517

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

カッターを使わない低速スクリューで野菜の栄養をそのまま生搾り。さらに、おろす・挽く・練

る・混ぜるなどクッカー機能をプラスしました。

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオイやホコリを除去します。シックハウス症候

群の原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去します。

商品ID：98894788 商品ID：98894792
型番：64890 型番：64893

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケンベジフル・ジューサー＆クッ

カー【ムソー】

ゼンケン空気清浄機エアフォレスト

６層タイプ【ムソー】
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販売価格(税抜) 18,900円 販売価格(税抜) 21,600円

販売価格(税抜) 15,120円 販売価格(税抜) 9,900円

販売価格(税抜) 8,550円 販売価格(税抜) 3,240円

販売価格(税抜) 15,120円 販売価格(税抜) 8,280円

型番：64587 型番：64563
JAN：4906601001520 JAN：4906601001186

ゼンケンクリスタル２１ＤＸ・カート

リッジ【ムソー】

ゼンケンＺＳ－２５００・カート

リッジ【ムソー】

商品ID：98895348 商品ID：98895351

JAN：4906601002671 JAN：4906601002107

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

商品ID：98895343 商品ID：98895347
型番：64459 型番：64896

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

ゼンケンスマート・カートリッジ【ム

ソー】

ゼンケンアクアセンチュリーポット・

カートリッジ【ムソー】

商品ID：98895341 商品ID：98895342
型番：64887 型番：64431
JAN：4906601002213 JAN：4906601001711

ゼンケンクリスタル２１ＳＤＸ・

カートリッジ【ムソー】

ゼンケンスリマー・カートリッジ【ム

ソー】

型番：64468 型番：64919
JAN：4906601002664 JAN：4906601002350

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器

ゼンケンアクアセンチュリースマート

【ムソー】

ゼンケンスーパーアクアセンチュリー・

カートリッジ【ムソー】

すっきり置けるコンパクトデザインの少人数世帯向き浄水器。１日１９Ｌでカートリッジ交

換は１年に１回

商品ID：98895336 商品ID：98895340

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞浄水器
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販売価格(税抜) 15,120円 販売価格(税抜) 27,900円

販売価格(税抜) 6,750円 販売価格(税抜) 4,320円

販売価格(税抜) 13,500円 販売価格(税抜) 18,000円

販売価格(税抜) 27,900円 販売価格(税抜) 40,500円

商品ID：98895359 商品ID：98895360
型番：64881 型番：64597
JAN：4906601003289 JAN：4906601003296

ゼンケン電磁波カットカーペット・無

地カバー付 １畳用本体182×

85(cm)カバー188×90(cm)【ム

ソー】

ゼンケン電磁波カットカーペット・無

地カバー付 ２畳用本体176×

176（ｃｍ）カバー180×180

（ｃｍ）【ムソー】

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

型番：64608 型番：64609
JAN：4906601003586 JAN：4906601003593

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン窓下ヒーター　９０ｃｍ

【ムソー】

ゼンケン窓下ヒーター　１５０ｃ

ｍ【ムソー】

窓際に設置するだけで冬の室内窓の結露を軽減し、サッシ枠のカビ予防になります。トイレ

や洗面所などの補助暖房としてもご使用いただけます。

窓際に設置するだけで冬の室内窓の結露を軽減し、サッシ枠のカビ予防になります。トイレ

や洗面所などの補助暖房としてもご使用いただけます。

商品ID：98895357 商品ID：98895358

JAN：4906601002237 JAN：4906601002176

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

高性能集塵力と脱臭力でお部屋の空気を徹底的にクリーンアップ。※ ZF-2000cはマル

チカバーカーボンフィルター付です。ZF-2000 では、このフィルターは別売オプションとなりま

す。

高性能集塵力と脱臭力でお部屋の空気を徹底的にクリーンアップ。※ ZF-2000cはマル

チカバーカーボンフィルター付です。ZF-2000 では、このフィルターは別売オプションとなりま

す。

商品ID：98895354 商品ID：98895355
型番：64891 型番：64892

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケンエアフォレストＺＦ－２０

００用ＨＥＰＡフィルター【ム

ソー】

ゼンケンエアフォレストＺＦ－２０

００用マルチパワーカーボンフィル

ター【ムソー】

商品ID：98895352 商品ID：98895353
型番：64571 型番：64922
JAN：4906601002633 JAN：4906601002657

ゼンケン共通Ａカートリッジ【ム

ソー】

ゼンケン野菜スープメーカー・スープ

リーズ【ムソー】

野菜を入れてわずか30分で本格野菜スープの出来上がり。ポタージュスープや具だくさん

の食べるスープ、おかゆやリゾット、赤ちゃんの離乳食までメニューいろいろ。

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞浄水器 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン
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販売価格(税抜) 31,500円 販売価格(税抜) 41,400円

販売価格(税抜) 17,100円 販売価格(税抜) 11,520円

販売価格(税抜) 16,200円 販売価格(税抜) 13,500円

販売価格(税抜) 51,300円 販売価格(税抜) 4,950円
JAN：4906601003302 JAN：4580162053725

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

遠赤外線陶器

コードに付けるだけ

心地よい環境づくりと省エネ対策に

商品ID：98895428 商品ID：96358189
型番：64598 型番：6930

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン電磁波カットカーペット・無

地カバー付 ３畳用本体１９５×

２３５（ｃｍ）カバー２００×

２４０（ｃｍ）【ムソー】

オーサワアーススタビライザー コード

タイプ1組

商品ID：98895368 商品ID：98895370
型番：64876 型番：64926
JAN：4906601002510 JAN：4906601002855

ゼンケン電磁波カット・１人用電

熱マット【ムソー】

ゼンケン電磁波カット・電気ひざか

け【ムソー】

電磁波９９％カットの一人用マット。軽量で持ち運びも簡単です。サイズ80×180

（cm）

電磁波99％カットの電気ひざかけ。優しい綿１００％で素材、ワイドサイズで暖かなひざ

かけです。サイズ100（フリンジ含む）×93（cm）

型番：64929 型番：64560
JAN：4906601002640 JAN：4906601002848

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン遠赤暖房器アーバンホット

スリム【ムソー】

ゼンケンスポットウォーム【ムソー】

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むように暖める遠赤外線暖房器。足元に優

しい暖かさを。片手で楽々持ち運びできるパーソナルタイプ。

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むように暖める遠赤外線暖房器。薄さ3cm

のスリム設計だからデスクやドレッサーの下に最適です。スチール製のデスクにはマグネットで

取り付け簡単。

商品ID：98895366 商品ID：98895367

JAN：4906601003265 JAN：4906601003272

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

電磁波９９％カットのホットカーペット。サイズは１畳?３畳。床面への放熱を抑える独自

の「高断熱構造」を採用。断熱、保温性が大幅アップ。従来品よりも約２０％の省エネ

効果を実現。クッション性もアップし、長時間座っていても快適です。

商品ID：98895362 商品ID：98895363
型番：64912 型番：64913

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

ゼンケン電磁波カットカーペット・本

体のみ ２畳用１７６×１７６

（ｃｍ）【ムソー】

ゼンケン電磁波カットカーペット・本

体のみ ３畳用１９５×２３５

（ｃｍ）【ムソー】
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販売価格(税抜) 4,950円 販売価格(税抜) 2,070円

販売価格(税抜) 585円 販売価格(税抜) 612円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 2,592円 販売価格(税抜) 1,440円

型番：7367 型番：7368
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 096味おろし1個 オーサワ森修焼 120おたま1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358264 商品ID：96358272

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358253 商品ID：96358260
型番：7364 型番：7366

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 044ｺｰﾋｰﾄﾞﾘｯ

ﾊﾟｰ(3つ穴ﾀｲﾌﾟ)1個

オーサワ森修焼 090ﾌｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ

白1個

商品ID：96358241 商品ID：96358246
型番：7362 型番：7363
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 042ｽﾌﾟｰﾝ 小1

個

オーサワ森修焼 043ｽﾌﾟｰﾝ 大1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：6931 型番：7361
JAN：4580162054128 JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワアーススタビライザー ブレー

カータイプ1個

オーサワ森修焼 041ｺｰﾋｰｾｯﾄ1ｾｯ

ﾄ

遠赤外線陶器

ブレーカーに付けるだけ

心地よい環境づくりと省エネ対策に

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358193 商品ID：96358236

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 792円 販売価格(税抜) 2,700円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 1,782円

販売価格(税抜) 1,332円 販売価格(税抜) 1,440円

販売価格(税抜) 1,152円 販売価格(税抜) 1,152円

商品ID：96358314 商品ID：96358321
型番：7375 型番：7376
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 403ﾅﾁｭﾗﾙ茶わん

小1個

オーサワ森修焼 404ﾅﾁｭﾗﾙ湯の

み1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7373 型番：7374
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 178汁わん 白1

個

オーサワ森修焼 402ﾅﾁｭﾗﾙ茶わん

大1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358300 商品ID：96358307

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358290 商品ID：96358295
型番：7371 型番：7372

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 174天才ｼｪﾌ ※

直送1個

オーサワ森修焼 177ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 白

1個

商品ID：96358278 商品ID：96358284
型番：7369 型番：7370
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 121ﾏﾙﾁｽﾌﾟｰﾝ1

個

オーサワ森修焼 147つけものおも

し(2個ｾｯﾄ)1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,152円 販売価格(税抜) 1,260円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 2,520円
JAN： JAN：

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358371 商品ID：96358379
型番：7383 型番：7384

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 412ﾌﾟﾚｰﾄ M1

個

オーサワ森修焼 413ﾌﾟﾚｰﾄ L1個

商品ID：96358358 商品ID：96358363
型番：7381 型番：7382
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 410ｽｰﾌﾟ皿1個 オーサワ森修焼 411ﾌﾟﾚｰﾄ S1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7379 型番：7380
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 408ﾎﾞｰﾙ M1個 オーサワ森修焼 409ﾎﾞｰﾙ L1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358341 商品ID：96358352

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358325 商品ID：96358331
型番：7377 型番：7378

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 405たま茶わん1

個

オーサワ森修焼 407ﾎﾞｰﾙ S1個
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販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,232円

販売価格(税抜) 585円 販売価格(税抜) 1,782円

販売価格(税抜) 1,512円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 2,700円

型番：7391 型番：7392
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 421保存容器

小1個

オーサワ森修焼 494保存容器

中1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358434 商品ID：96358442

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358418 商品ID：96358428
型番：7389 型番：7390

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 419ﾐﾆﾏｸﾞｶｯﾌﾟ1

個

オーサワ森修焼 524保存容器 ﾐ

ﾆ1個

商品ID：96358403 商品ID：96358411
型番：7387 型番：7388
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 416ﾍﾞﾋﾞｰｽﾌﾟｰﾝ

1個

オーサワ森修焼 418ﾅﾁｭﾗﾙﾏｸﾞｶｯ

ﾌﾟ1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7385 型番：7386
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 414ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ

大1個

オーサワ森修焼 415ﾗﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ

小1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358385 商品ID：96358394

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 630円

販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 6,930円

商品ID：96358496 商品ID：96358506
型番：7399 型番：7400
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 442なかよしｽﾌﾟｰ

ﾝ さかな1個

オーサワ森修焼 443なかよしｾｯﾄ

1箱

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7397 型番：7398
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 440なかよしｽﾌﾟｰ

ﾝ とり1個

オーサワ森修焼 441なかよしｽﾌﾟｰ

ﾝ いぬ1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358480 商品ID：96358487

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358467 商品ID：96358474
型番：7395 型番：7396

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 438なかよしﾌﾟﾚｰ

ﾄ1個

オーサワ森修焼 439なかよしﾏｸﾞ

ｶｯﾌﾟ1個

商品ID：96358447 商品ID：96358455
型番：7393 型番：7394
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 422保存容器

大1個

オーサワ森修焼 437なかよし茶わ

ん1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 3,420円 販売価格(税抜) 2,430円
JAN： JAN：

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358573 商品ID：96358581
型番：7407 型番：7408

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 451ﾄﾞｯｸﾞﾎﾞｳﾙ

L1個

オーサワ森修焼 452ｷｬﾆｽﾀｰ1個

商品ID：96358553 商品ID：96358564
型番：7405 型番：7406
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 449ﾄﾞｯｸﾞﾎﾞｳﾙ

S1個

オーサワ森修焼 450ﾄﾞｯｸﾞﾎﾞｳﾙ

M1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7403 型番：7404
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 447ﾅﾁｭﾗﾙ湯の

み 小1個

オーサワ森修焼 448ﾌﾟﾁ味おろし

1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358534 商品ID：96358546

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358518 商品ID：96358528
型番：7401 型番：7402

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 445ﾎﾟｯﾄ型急須

1個

オーサワ森修焼 446ﾏｸﾞｶｯﾌﾟのふ

た1個
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販売価格(税抜) 630円 販売価格(税抜) 855円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 2,070円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 1,512円

型番：7415 型番：7416
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 467ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 天

使の響き1個

オーサワ森修焼 473ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾏｸﾞ

ｶｯﾌﾟ1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358648 商品ID：96358653

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358628 商品ID：96358639
型番：7413 型番：7414

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 458らくらくﾎﾞｳﾙ

L1個

オーサワ森修焼 459両手ﾏｸﾞ1個

商品ID：96358610 商品ID：96358620
型番：7411 型番：7412
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 456らくらくﾎﾞｳﾙ

S1個

オーサワ森修焼 457らくらくﾎﾞｳﾙ

M1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7409 型番：7410
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 453ｽﾌﾟｰﾝ S1個 オーサワ森修焼 454ｽﾌﾟｰﾝ L1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358588 商品ID：96358602

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,692円 販売価格(税抜) 2,340円

販売価格(税抜) 810円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,070円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 2,700円

商品ID：96358694 商品ID：96358700
型番：7423 型番：7424
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 480ｽｸｴｱﾎﾞｳﾙ1

個

オーサワ森修焼 481ｶﾚｰﾎﾞｳﾙ1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7421 型番：7422
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 478ｽｸｴｱﾌﾟﾚｰﾄ

L1個

オーサワ森修焼 479ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358678 商品ID：96358685

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358670 商品ID：96358675
型番：7419 型番：7420

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 476ﾊﾞﾗｴﾃｨｰﾌﾟ

ﾚｰﾄ1個

オーサワ森修焼 477ｽｸｴｱﾌﾟﾚｰﾄ

M1個

商品ID：96358658 商品ID：96358662
型番：7417 型番：7418
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 474ｽﾏｰﾄﾏｸﾞｶｯ

ﾌﾟ1個

オーサワ森修焼 475ｽﾀｯｷﾝｸﾞｺｰ

ﾋｰｾｯﾄ1ｾｯﾄ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 1,152円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 5,769円
JAN： JAN：

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358729 商品ID：96358732
型番：7431 型番：7432

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 492取っ手付き

ﾌﾟﾚｰﾄ1個

オーサワ森修焼 493ﾅﾁｭﾗﾙｾｯﾄ1

箱

商品ID：96358724 商品ID：96358728
型番：7429 型番：7430
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 490お湯ひめ碗

(茶)1個

オーサワ森修焼 491お湯ひめﾏｸﾞ

ｶｯﾌﾟ(茶)1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7427 型番：7428
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 487片口ﾎﾞｳﾙ1

個

オーサワ森修焼 489お湯ひめ丼

(茶)1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358715 商品ID：96358719

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358705 商品ID：96358710
型番：7425 型番：7426

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 485ﾅﾁｭﾗﾙおわん

1個

オーサワ森修焼 486たまおわん1

個

P.283　　　  　　



販売価格(税抜) 2,304円 販売価格(税抜) 3,132円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 3,420円

型番：7439 型番：7440
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 526ﾌﾗﾜｰ小鉢

M1個

オーサワ森修焼 527お湯ひめ碗&

お湯ひめﾏｸﾞｶｯﾌﾟｾｯﾄ1箱

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358757 商品ID：96358760

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358749 商品ID：96358754
型番：7437 型番：7438

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 521ひかりのうつ

わ 大1個

オーサワ森修焼 525ﾌﾗﾜｰ小鉢

S1個

商品ID：96358742 商品ID：96358747
型番：7435 型番：7436
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 519ひかりのｺｺｯﾄ

1個

オーサワ森修焼 520ひかりのうつ

わ 小1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7433 型番：7434
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 512ﾅﾁｭﾗﾙ茶わん

&ﾅﾁｭﾗﾙ湯のみｾｯﾄ1箱

オーサワ森修焼 513ﾅﾁｭﾗﾙおわん

&ｽﾏｰﾄﾏｸﾞｶｯﾌﾟｾｯﾄ1箱

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358734 商品ID：96358738

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 4,050円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,700円

販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 1,080円

商品ID：96358782 商品ID：96358785
型番：7447 型番：7448
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 542ﾌﾗﾜｰ小鉢

SS1個

オーサワ森修焼 562ひかりのおわ

ん 小1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7445 型番：7446
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 539ｷｯﾁﾝﾏｸﾞｶｯ

ﾌﾟ なかよし1個

オーサワ森修焼 540ｷｯﾁﾝﾏｸﾞｶｯ

ﾌﾟ ﾅﾁｭﾗﾙ ※直送1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358778 商品ID：96358781

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358772 商品ID：96358775
型番：7443 型番：7444

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 537ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 陽

だまり1個

オーサワ森修焼 538木の葉ﾌﾟﾚｰ

ﾄ1個

商品ID：96358764 商品ID：96358767
型番：7441 型番：7442
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 535円すい形ﾄﾞ

ﾘｯﾊﾟｰ(1つ穴ﾀｲﾌﾟ)1個

オーサワ森修焼 536ﾎﾟｯﾄ(茶こし

付き)1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,080円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,260円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 2,250円
JAN： JAN：

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358807 商品ID：96358809
型番：7455 型番：7456

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 246旨陶取皿1

個

オーサワ森修焼 247旨陶中皿1

個

商品ID：96358801 商品ID：96358805
型番：7453 型番：7454
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 241旨陶100g

茶わん1個

オーサワ森修焼 242旨陶茶わん

1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7451 型番：7452
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 577七転び八起

き(2個)1ｾｯﾄ

オーサワ森修焼 578ｶﾌｪ茶わん1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358797 商品ID：96358799

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358787 商品ID：96358793
型番：7449 型番：7450

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 563ひかりのおわ

ん 大1個

オーサワ森修焼 564角二品皿1

個

P.286　　　  　　



販売価格(税抜) 2,970円 販売価格(税抜) 2,700円

販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 1,170円

販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 5,400円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 2,160円

型番：7463 型番：7628
JAN： JAN：4562335600882

オーサワ森修焼 257旨陶小皿1

個

オーサワ木製食器　ふかざら(ｳﾙｼ)

約φ14.5×高さ4.5cm

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358834 商品ID：96358912

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358828 商品ID：96358830
型番：7461 型番：7462

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 254旨陶福鍋

小 玄米2合炊1個

オーサワ森修焼 255旨陶福鍋

大 玄米3合炊1個

商品ID：96358820 商品ID：96358823
型番：7459 型番：7460
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 250旨陶どんぶり

1個

オーサワ森修焼 252旨陶はし置

き小鉢1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7457 型番：7458
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 248旨陶大皿1

個

オーサワ森修焼 249旨陶平鉢1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96358814 商品ID：96358818

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 1,170円

販売価格(税抜) 855円 販売価格(税抜) 855円

商品ID：96358947 商品ID：96358949
型番：7638 型番：7639
JAN：4562335600981 JAN：4562335600998

オーサワ木製食器　ほかほかフォー

ク(ｳﾙｼ)約長さ19×幅2.6cm

オーサワ木製食器　ほかほかフォー

ク(ｷﾅﾘ)約長さ19×幅2.6cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

型番：7634 型番：7635
JAN：4562335600943 JAN：4562335600950

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ木製食器　こひらざら(ｳﾙ

ｼ)約φ12×高さ2cm

オーサワ木製食器　こひらざら(ｷﾅ

ﾘ)約φ12×高さ2cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358935 商品ID：96358939

JAN：4562335600929 JAN：4562335600936

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358931 商品ID：96358932
型番：7632 型番：7633

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ木製食器　ひらざら(ｳﾙｼ)

約φ15×高さ2cm

オーサワ木製食器　ひらざら(ｷﾅﾘ)

約φ15×高さ2cm

商品ID：96358922 商品ID：96358927
型番：7630 型番：7631
JAN：4562335600905 JAN：4562335600912

オーサワ木製食器　こふかざら(ｳﾙ

ｼ)約φ11.5×高さ4cm

オーサワ木製食器　こふかざら(ｷﾅ

ﾘ)約φ11.5×高さ4cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 675円 販売価格(税抜) 675円

販売価格(税抜) 675円 販売価格(税抜) 765円

販売価格(税抜) 765円 販売価格(税抜) 765円

販売価格(税抜) 765円 販売価格(税抜) 1,260円
JAN：4562335601117 JAN：4562335601223

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358984 商品ID：96358993
型番：7649 型番：7653

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ木製食器　ぱくぱくフォーク

(ｷﾅﾘ)約長さ12×幅2cm

オーサワ木製食器 なかはし(ｳﾙｼ2

膳)長さ約20cm

商品ID：96358976 商品ID：96358979
型番：7647 型番：7648
JAN：4562335601094 JAN：4562335601100

オーサワ木製食器　ぱくぱくスプー

ン(ｷﾅﾘ)約長さ12×幅2.6cm

オーサワ木製食器　ぱくぱくフォーク

(ｳﾙｼ)約長さ12×幅2cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

型番：7642 型番：7646
JAN：4562335601025 JAN：4562335601087

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ木製食器　おやつフォーク

(ｳﾙｼ)約長さ14×幅1.8cm

オーサワ木製食器　ぱくぱくスプー

ン(ｳﾙｼ)約長さ12×幅2.6cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358958 商品ID：96358970

JAN：4562335601001 JAN：4562335601018

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358951 商品ID：96358954
型番：7640 型番：7641

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ木製食器　おやつスプーン

(ｳﾙｼ)約長さ14×幅2.2cm

オーサワ木製食器　おやつスプーン

(ｷﾅﾘ)約長さ14×幅2.2cm
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販売価格(税抜) 1,260円 販売価格(税抜) 1,170円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 163,800円

販売価格(税抜) 13,500円 販売価格(税抜) 9,000円

販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 4,725円

型番：6895 型番：6893
JAN：4517799000808 JAN：4580162054616

オーサワマスタークック フライパン

600ml

オーサワ味鍋プレミアム  フタ1個

遠赤外線効果でおいしく調理 遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お手入れ簡単

商品ID：96359386 商品ID：96379657

JAN：4580162054562 JAN：4580162054555

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お手入れ簡単

遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お手入れ簡単

商品ID：96359384 商品ID：96359385
型番：6891 型番：6892

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワ森修焼　味鍋プレミアム

2.6L(5合炊き)

オーサワ森修焼　味鍋プレミアム

1.4L(3合炊き)

商品ID：96359003 商品ID：96359055
型番：7657 型番：6945
JAN：4562335601261 JAN：4560243102740

オーサワ木製食器 こはし(ｷﾅﾘ2

膳)長さ約17cm

オーサワ浄水器 パンタレイ1台

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 安全でおいしい水をつくる浄水器　ろ材は風化花崗岩・活性炭使用

型番：7654 型番：7656
JAN：4562335601230 JAN：4562335601254

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞浄水器

オーサワ木製食器 なかはし(ｷﾅﾘ2

膳)長さ約20cm

オーサワ木製食器 こはし(ｳﾙｼ2

膳)長さ約17cm

薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96358995 商品ID：96359000

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

P.290　　　  　　



販売価格(税抜) 3,150円 販売価格(税抜) 6,120円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,700円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 3,420円

販売価格(税抜) 5,850円 販売価格(税抜) 1,800円

商品ID：96379788 商品ID：96379791
型番：7469 型番：7470
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 466お湯ひめ 湯

たんぽ1個

オーサワ森修焼 528蒸し台 小1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7467 型番：7468
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 463ｽｰﾊﾟｰﾁｯﾌﾟ

(8粒入)1個

オーサワ森修焼 183らくらく元気

棒1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379786 商品ID：96379787

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379780 商品ID：96379783
型番：7464 型番：7465

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 054ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄｴﾝ

ｼﾞｪﾙ1個

オーサワ森修焼 461まがたま 小1

個

商品ID：96379659 商品ID：96379779
型番：6894 型番：7365
JAN：4580162054609 JAN：

オーサワ味鍋プレミアム  フタ1個 オーサワ森修焼 086つけもの三昧

※直送1個

遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お手入れ簡単

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞その他
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販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 9,000円

販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 5,850円

販売価格(税抜) 1,350円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 9,000円 販売価格(税抜) 13,500円
JAN： JAN：

遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お

手入れ簡単

遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お

手入れ簡単

商品ID：96379806 商品ID：96379807
型番：7480 型番：7481

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワ森修焼 565味鍋ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

小 ※直送1個

オーサワ森修焼 566味鍋ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

大 ※直送1個

商品ID：96379800 商品ID：96379803
型番：7477 型番：7478
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 501ｱｰｽｽﾀﾋﾞﾗｲ

ｻﾞｰﾐﾆﾀｲﾌﾟ1個

オーサワ森修焼 502ｱｰｽｽﾀﾋﾞﾗｲ

ｻﾞｰｽﾄﾗｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7475 型番：7476
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 580陶器のﾀﾝﾌﾞ

ﾗｰ1個

オーサワ森修焼 581お湯ひめさま

(さくらいろ)1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379798 商品ID：96379799

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞その他

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 遠赤外線効果でおいしく調理　保温性・熱効率に優れた厚手構造で玄米をふっくら炊き

上げる　強度が高く、お

手入れ簡単

商品ID：96379792 商品ID：96379794
型番：7471 型番：7472

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞鍋・フライパン

オーサワ森修焼 529蒸し台 大1

個

オーサワ森修焼 567味鍋 なごみ

1個
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販売価格(税抜) 4,950円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 2,160円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 583円

型番：7494 型番：7495
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 591華小鉢 ※

直送1個

オーサワ森修焼 592はし&ｽﾌﾟｰﾝ

置き ※直送1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379819 商品ID：96379820

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379816 商品ID：96379817
型番：7492 型番：7493

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

オーサワ森修焼 589華茶わん ※

直送1個

オーサワ森修焼 590華ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

※直送1個

商品ID：96379813 商品ID：96379815
型番：7490 型番：7491
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 583ひめﾏｸﾞｶｯﾌﾟ

(さくらいろ) ※直送1個

オーサワ森修焼 588ﾄﾞｯｸﾞﾎﾞｳﾙ

ﾋﾟｯｺﾛ ※直送1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7484 型番：7489
JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 523ｱｰｽｽﾀﾋﾞﾗｲ

ｻﾞｰ ﾌﾞﾚｰｶｰﾀｲﾌﾟ ※直送1個

オーサワ森修焼 582ひめ茶わん

(さくらいろ) ※直送1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379811 商品ID：96379812

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 2,520円

販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 10,800円

販売価格(税抜) 10,800円 販売価格(税抜) 1,260円

販売価格(税抜) 4,950円

商品ID：96379867
型番：7466
JAN：

オーサワ森修焼 462まがたま 大1

個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

型番：7500 型番：7655
JAN： JAN：4562335601247

調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 548ほっとﾍﾟﾝﾀﾞﾝ

ﾄまがたま ※直送1個

オーサワ木製食器 なかはし(ｳﾙｼ1

膳/ｷﾅﾘ1膳)長さ約20cm

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 薬剤を使わない安全な木製食器  職人による手づくり品  シンプルで実用的なデザイン

商品ID：96379828 商品ID：96379830

JAN： JAN：

調理器具・雑貨＞その他 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

商品ID：96379824 商品ID：96379827
型番：7498 型番：7499

調理器具・雑貨＞鍋・フライパン 調理器具・雑貨＞その他

オーサワ森修焼 595ﾐﾆｼｪﾌ ※直

送1個

オーサワ森修焼 547ほっとﾍﾟﾝﾀﾞﾝ

ﾄ太陽 ※直送1個

商品ID：96379822 商品ID：96379823
型番：7496 型番：7497
JAN： JAN：

オーサワ森修焼 593ｶﾌｪ丼 ※直

送1個

オーサワ森修焼 594ｸﾞﾗﾀﾝ皿 ﾎﾜ

ｲﾄ ※直送1個

高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器 高純度天然石を原料とし、高温で焼き上げた陶器

かわしま屋　商品カタログ

調理器具・雑貨＞テーブルグッズ 調理器具・雑貨＞テーブルグッズ
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販売価格(税抜) 1,980円 販売価格(税抜) 1,150円

販売価格(税抜) 1,750円 販売価格(税抜) 2,450円

販売価格(税抜) 990円 販売価格(税抜) 648円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 522円
JAN：4983169311179 JAN：4982757814023

あらゆる汚れに対応

クリーニングのプロが生み出した液体石けん

界面活性剤不使用

油汚れもスッキリピカピカ

環境に優しく安全

商品ID：94540437 商品ID：94540440
型番：828 型番：1550

洗剤・洗浄用品＞万能洗剤 洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤

オーサワなにがなんでもせっけん1L オーサワクリーン 食器洗い機専用

洗浄剤500g

商品ID：94540432 商品ID：94540433
型番：821 型番：823
JAN：4920441230117 JAN：4920441230124

オーサワ洗たく粉60900g オーサワ洗い液60600ml

植物系自然派洗濯用洗剤 植物系自然派台所用洗剤　濃縮タイプ

型番：a1330_b 型番：a1347
JAN：4543804012047 JAN：4525048202453

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

消臭スプレー「藍消臭Safeeco」

240ml【送料無料】

がんこ本舗 海へ・・・ 500mlﾎﾟﾝ

ﾌﾟ付【送料無料】

環境にやさしい安全・安心性、高い消臭性を兼ね備えた環境にやさしい消臭剤です。 一日で97％、7日で100％生分解される環境に負担をかけない洗剤です。

商品ID：101855754 商品ID：102855348

JAN：4525048419806 JAN：4543804012030

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

一日で97％、7日で100％生分解される環境に負担をかけない洗剤です。 環境にやさしい安全・安心性、高い消臭性を兼ね備えた環境にやさしい消臭剤です。

商品ID：100065066 商品ID：101653245
型番：a1290 型番：a1330

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞その他

がんこ本舗 海へ・・・ 詰替

450ml【送料無料】

消臭スプレー「藍消臭Safeeco」

90ml
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 6,120円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 8,190円 販売価格(税抜) 1,980円

販売価格(税抜) 9,000円 販売価格(税抜) 405円

型番：2579 型番：2597
JAN：4964433100019 JAN：4512822001517

オーサワマザータッチ Ｎｏ．2200

Ｓ（強化タイプ）5L

オーサワクエン酸300g

マイナスイオンの力で汚れを落とす　高い安全性と優れた洗浄力　がんこな油汚れにも 天然素材100％　水垢・石けんカス・ポット内部の洗浄に

商品ID：94540457 商品ID：94540459

JAN：4964433100002 JAN：4964433200016

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞その他

マイナスイオンの力で汚れを落とす　高い安全性と優れた洗浄力　食器洗浄機にも使用

可

マイナスイオンの力で汚れを落とす

高い安全性と優れた洗浄力

がんこな油汚れにも

商品ID：94540452 商品ID：94540454
型番：2577 型番：2578

洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワマザータッチ ＮＯ．Ｋ

1200（キッチン用）5L

オーサワマザータッチ ＮＯ．2200

Ｓ（強化タイプ）1L

商品ID：94540448 商品ID：94540449
型番：2575 型番：2576
JAN：4964433850013 JAN：4964433150021

オーサワマザータッチ ＮＯ．1500

Ｒ（洗濯用）5L

オーサワマザータッチ Ｎｏ．Ｋ

1200（キッチン用）500ml

マイナスイオンの力で汚れを落とす　高い安全性と優れた洗浄力 マイナスイオンの力で汚れを落とす

高い安全性と優れた洗浄力

食器洗浄機にも使用可

型番：2447 型番：2574
JAN：4512822000671 JAN：4964433150014

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤

オーサワ天然重曹600g オーサワマザータッチ ＮＯ．1500

Ｒ（洗濯用）1L

料理やお菓子づくり、家中の掃除に マイナスイオンの力で汚れを落とす

高い安全性と優れた洗浄力

商品ID：94540442 商品ID：94540446

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤
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販売価格(税抜) 720円 販売価格(税抜) 990円

販売価格(税抜) 706円 販売価格(税抜) 882円

販売価格(税抜) 882円 販売価格(税抜) 1,260円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 540円

商品ID：94542079 商品ID：94542080
型番：2424 型番：2425
JAN：4512822001111 JAN：4512822000602

オーサワ天然重曹2㎏ オーサワ天然重曹1㎏

料理やお菓子づくり、家中の掃除に 料理やお菓子づくり、家中の掃除に

型番：2623 型番：2630
JAN：4536596300706 JAN：4536596300751

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞その他

オーサワユーカリプタススプレー

330ml

オーサワユーカリプタススプレー

600ml

自然素材100％

ユーカリオイル配合の生活ケアスプレー

洗浄・消臭に

自然素材100％　ユーカリオイル配合の生活ケアスプレー　洗浄・消臭に

商品ID：94540464 商品ID：94540468

JAN：4522994000515 JAN：4522994000126

洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤 洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤

PH12.5の強アルカリ洗浄水汚れ落とし、除菌・抗菌に　無刺激 PH12.5の強アルカリ洗浄水　汚れ落とし、除菌・抗菌に　無刺激

商品ID：94540462 商品ID：94540463
型番：2612 型番：2613

洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤 洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤

オーサワ超電水クリーンシュシュ

500ml

オーサワ超電水クリーンシュシュ1L

商品ID：94540460 商品ID：94540461
型番：2600 型番：2603
JAN：4571109280014 JAN：4983169311346

オーサワ美葉うぉっしゅ（粉せっけ

ん）1.2kg

オーサワなにがなんでもせっけん1L

青森ひば油を配合した

植物性リサイクル石鹸

界面活性剤不使用

あらゆる汚れに対応　クリーニングのプロが生み出した液体石けん

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞万能洗剤
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販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 16,830円

販売価格(税抜) 2,700円 販売価格(税抜) 855円

販売価格(税抜) 855円 販売価格(税抜) 630円

販売価格(税抜) 855円 販売価格(税抜) 765円
JAN：5412533408553 JAN：5412533403749

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　湯アカや石けんカスをすっき

り落とす　泡スプレータイプ

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　洗濯物を柔らかに肌触りよ

く仕上げる  無香料

商品ID：96359075 商品ID：96359078
型番：6556 型番：6557

洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ  ﾊﾞｽﾙｰﾑｸﾘｰﾅｰ

500ml

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙｾﾞﾛ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸｺﾝ

ﾃﾞｨｼｮﾅｰ(柔軟仕上剤)750ml

商品ID：96359069 商品ID：96359074
型番：6552 型番：6555
JAN：5412533004205 JAN：5412533408805

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ ｷｯﾁﾝｸﾘｰﾅｰ

500ml

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸｿﾌﾅｰ(柔

軟仕上剤)750ml

植物＆ミネラル由来原料ベース  環境と手肌にやさしい洗剤　レンジなどのしつこい油汚れ

に

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　洗濯物を柔らかに肌触りよ

く仕上げる

型番：6957 型番：6551
JAN：4571435720017 JAN：5412533004335

洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワアレルＧプラスミスト

300ml

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾅｰ

500ml

室内の花粉やハウスダストに吸着し、97％以上無害化   約1ヶ月以上効果が持続 植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　窓や鏡などの汚れ落としに

商品ID：96358203 商品ID：96359067

JAN：4512822001456 JAN：4560358591262

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤

天然素材100％　水垢・石けんカス・ポット内部の洗浄に 布団の上を滑らせるだけで、いつでもダニや細菌を除去できる寝具用掃除機です。「叩き」

「ＵＶ除菌」「強力吸引」の３つのステップで、布団の奥のダニ・ホコリ・細菌を徹底的に除

去します。

商品ID：94542081 商品ID：98621815
型番：2599 型番：180965

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞その他

オーサワクエン酸1kg 創健社 寝具用掃除機ケアウィン

ネオ
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販売価格(税抜) 1,620円 販売価格(税抜) 882円

販売価格(税抜) 522円 販売価格(税抜) 630円

販売価格(税抜) 684円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 1,188円 販売価格(税抜) 257円

型番：6976 型番：6979
JAN：4938922150502 JAN：4973512260285

オーサワカビコナイ2個入 オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ食器用洗

剤(ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ)300ml

植物成分から作られた防カビ剤　湿気の多い浴室などに置くだけ 植物性洗浄成分100％使用 環境と手肌にやさしい食器用洗剤  グレープフルーツの爽

やかな香り

商品ID：96359100 商品ID：96359103

JAN：4935137900885 JAN：4973512260377

洗剤・洗浄用品＞防カビ用品 洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤

石鹸ベースの洗浄剤と酸素系漂白剤を使用　洗濯槽の裏側の黒カビや汚れを除菌・洗

浄

植物性洗浄成分100％使用　環境にやさしいトイレ用洗剤　 尿石などの汚れをしっかり

落とす

商品ID：96359090 商品ID：96359092
型番：6954 型番：6963

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞掃除用洗剤

オーサワエコメイト洗濯槽クリーナー

500g(250g×2袋)

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ トイレ用洗

剤500ml

商品ID：96359085 商品ID：96359088
型番：6560 型番：6561
JAN：5412533401820 JAN：5412533001235

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ 食器用洗剤 ザク

ロ500ml

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸｿﾌﾅｰ ｻﾝ

(柔軟仕上剤)750ml

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　少量でしっかり油汚れを落

とし、泡切れもよい

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　洗濯物を柔らかに肌触りよ

く仕上げる　心やすらぐやさしい陽だまりの香り

型番：6558 型番：6559
JAN：5412533403725 JAN：5412533403008

洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙｾﾞﾛ ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾘｷｯ

ﾄﾞ(洗たく用液体洗剤)1500ml

オーサワｴｺﾍﾞｰﾙ ｾﾞﾛ 食器用洗剤

750ml

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　汚れをしっかり落とし、すっ

きり洗い上げる　無香料

植物＆ミネラル由来原料ベース　環境と手肌にやさしい洗剤　少量でしっかり油汚れを落

とし、泡切れもよい

商品ID：96359081 商品ID：96359082

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤
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販売価格(税抜) 301円 販売価格(税抜) 257円

販売価格(税抜) 301円 販売価格(税抜) 600円

販売価格(税抜) 429円 販売価格(税抜) 1,620円

販売価格(税抜) 1,440円 販売価格(税抜) 429円

商品ID：96359122 商品ID：96359126
型番：6986 型番：6987
JAN：4938922170524 JAN：4973512260223

オーサワ洗濯用フィトンα エコタイプ

720ml

オーサワハッピーエレファント 洗たく

パウダー720ｇ

植物性天然成分で消臭・抗菌　室内干しの臭いも防ぐ 天然洗浄成分と食品成分だけでできた洗濯パウダー　合成界面活性剤不使用確かな洗

浄力と優れたすすぎ性

型番：6984 型番：6985
JAN：4973512260339 JAN：4938922170500

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ(液体洗たく

用洗剤)720ml

オーサワ洗濯用フィトンα エコタイプ

800ml

植物性洗浄成分100％使用　環境と手肌にやさしい洗剤　肌ざわり・天然精油の香りが

心地よい

植物性天然成分で消臭・抗菌　室内干しの臭いも防ぐ

商品ID：96359117 商品ID：96359119

JAN：4973512260278 JAN：4973512260322

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

植物性洗浄成分100％使用 環境と手肌にやさしい食器用洗剤 ラベンダーのやわらかな

香り

植物性洗浄成分100％使用　環境と手肌にやさしい洗剤　肌ざわり・天然精油の香りが

心地よい

商品ID：96359109 商品ID：96359113
型番：6982 型番：6983

洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ食器用洗

剤(ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ)500ml

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ(液体洗たく

用洗剤)800ml

商品ID：96359105 商品ID：96359107
型番：6980 型番：6981
JAN：4973512260254 JAN：4973512260292

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ食器用洗

剤(ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ)500ml

オーサワﾊｯﾋﾟｰｴﾚﾌｧﾝﾄ食器用洗

剤(ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ)300ml

植物性洗浄成分100％使用 環境と手肌にやさしい食器用洗剤 グレープフルーツの爽

やかな香り

植物性洗浄成分100％使用 環境と手肌にやさしい食器用洗剤 ラベンダーのやわらかな

香り

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤 洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤
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販売価格(税抜) 360円 販売価格(税抜) 540円

販売価格(税抜) 342円 販売価格(税抜) 585円

販売価格(税抜) 1,665円 販売価格(税抜) 1,783円

販売価格(税抜) 754円 販売価格(税抜) 1,097円
JAN：4580174453001 JAN：4580174453025

イタリアのオーガニック認証洗剤

すっきりとした洗いあがり

オーガニックレモン精油のみずみずしい香り

イタリアのオーガニック認証洗剤

使いやすい液体タイプ

オーガニックミント＆ユーカリ精油のさわやかな香り

商品ID：96359147 商品ID：96359150
型番：6996 型番：6998

洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤 洗剤・洗浄用品＞食器用洗剤

オーサワフォーリア食器洗い用

1000ml

オーサワフォーリア食器洗浄機用

1000ml

商品ID：96359140 商品ID：96359145
型番：6994 型番：6995
JAN：4982757811145 JAN：4580174452998

オーサワアルカリウォッシュ3㎏ オーサワフォーリア洗濯用2000ml

重曹と炭酸ソーダでできた洗濯用洗浄剤　界面活性剤不使用　水に溶けやすく皮脂や

血液汚れに強い

イタリアのオーガニック認証洗剤

高い洗浄効果

オーガニックラベンダー精油のすがすがしい香り

型番：6992 型番：6993
JAN：4982757811183 JAN：4982757811114

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

オーサワアルカリウォッシュ500g オーサワアルカリウォッシュ1㎏

重曹と炭酸ソーダでできた洗濯用洗浄剤　界面活性剤不使用　水に溶けやすく皮脂や

血液汚れに強い

重曹と炭酸ソーダでできた洗濯用洗浄剤　界面活性剤不使用　水に溶けやすく皮脂や

血液汚れに強い

商品ID：96359134 商品ID：96359137

JAN：4512822001692 JAN：4512822001722

洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤 洗剤・洗浄用品＞洗濯用洗剤

料理やお菓子づくり、家中の掃除に 天然素材100％

水垢・石けんカス・ポット内部の洗浄に

商品ID：96359128 商品ID：96359132
型番：6988 型番：6989

かわしま屋　商品カタログ

洗剤・洗浄用品＞その他 洗剤・洗浄用品＞その他

オーサワ天然重曹380g オーサワクエン酸320g
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販売価格(税抜) 3,600円 販売価格(税抜) 1,160円

販売価格(税抜) 1,280円 販売価格(税抜) 1,592円

販売価格(税抜) 496円 販売価格(税抜) 1,096円

販売価格(税抜) 1,600円 販売価格(税抜) 1,400円

型番：a1135 型番：a1136
JAN： JAN：

真心が作る健康料理-東城百合

子-【送料無料】*メール便での発

送*

手作り食品-東城百合子-【送料

無料】*メール便での発送*

大変便利な自然家庭食のレシピ本 全ページカラーでイラスト・写真も増えて見やすくなりました。添加物なしの安全食品で健

康作りを

商品ID：94925421 商品ID：94925423

JAN： JAN：

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

いつまでも若く美しく。健康栄養教室。 心の健康は身体も健康に導く。

商品ID：94925416 商品ID：94925417
型番：a1132 型番：a1133

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

栄養生理学教科書-東城百合子

-【送料無料】*メール便での発送

*

マイナスもプラスに生きる-東城百

合子-【送料無料】*メール便での

発送*

商品ID：102852913 商品ID：94925419
型番：a1353 型番：a1134
JAN：1920077012005 JAN：

自然療法研究家・神谷富雄先生

の著書　ビワの葉温灸 ツボ療法

(158ページ)【送料無料】*メール

便での発送*

家庭でできる自然療法 改訂版－

誰でもできる食事と手当法 東城

百合子著-【送料無料】*メール便

での発送*

長年ビワの葉療法の普及に取り組んでこられた自然療法研究家・神谷富雄先生の著

書。ビワ療法の概要と症状別のツボについて詳しく説明しています。とても分かりやすく、初

めてビワ温灸を行う方にお薦めです。

あらゆる病気に対する自然療法の情報満載。一家に一冊必ず常備される事を強くお勧め

します

型番： 型番：a1152
JAN：9784906913466 JAN：

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

リマ・クッキングスクール500レシピ

単行本　（ソフトカバー）: 296

ページ

食べ物と自然療法東城百合子著

270Ｐ【送料無料】*メール便での

発送*

日本初のマクロビオティック専門料理教室リマ・クッキングスクールのレシピブックがついに誕

生!

自然食の第一人者が標す丁寧な解説書です。玄米の美味しい炊き方から季節ごとの献

立、調味料の選び方まで、とてもわかりやすい本です。

商品ID：95518155 商品ID：97170010

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍
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販売価格(税抜) 1,200円 販売価格(税抜) 1,000円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 1,800円

販売価格(税抜) 1,748円 販売価格(税抜) 686円

商品ID：94539342 商品ID：94539347
型番：1030 型番：1038
JAN：9784889210224 JAN：9784889211771

オーサワ正食医学　講義録 第一

集1冊

オーサワマクロビオティック・ムーブメ

ント1冊

マクロビオティック運動とその歴史がわかる本

型番：1007 型番：1016
JAN：9784889210071 JAN：9784889211269

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワ宇宙の秩序1冊 オーサワ食養読本（女性編）1

冊

商品ID：94539329 商品ID：94539332

JAN：9784889210040 JAN：9784889210064

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

商品ID：94539321 商品ID：94539326
型番：1004 型番：1006

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワ新食養療法1冊 オーサワ無双原理・易1冊

商品ID：94925425 商品ID：94925427
型番：a1137 型番：a1138
JAN： JAN：

自然の力-東城百合子-【送料無

料】*メール便での発送*

お母さんの栄養学-東城百合子-

【送料無料】*メール便での発送*

心は宇宙につながるエネルギー 自然に学び健康作りを

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍
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販売価格(税抜) 2,520円 販売価格(税抜) 677円

販売価格(税抜) 1,530円 販売価格(税抜) 9,000円

販売価格(税抜) 1,880円 販売価格(税抜) 270円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 2,682円
JAN：9784906913114 JAN：4582224462476

“ 陰陽の法則" がよく分かる短編物語 現代風にリメイクして復刊 “かんたん、きれいに自然食”

ダイエット、健康食、アレルギー体質の改善など、

あらゆる面でのヘルシーサポート料理ＤＶＤの決定版！

商品ID：94539379 商品ID：94539755
型番：1457 型番：1292

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞DVD

オーサワ魔法のメガネ(物の見方、

考え方)　リメイク版1冊

オーサワリマ・クッキングスクールの自

然食ＤＶＤ初級クラス1枚

商品ID：94539372 商品ID：94539376
型番：1447 型番：1456
JAN：9784763195975 JAN：9784889211870

オーサワ自然派ママの食事と出

産・育児1冊

オーサワマクロビオティック食材の陰

陽表1冊

体質や体調に応じた食材選びに  使いやすいＢ５版の三つ折り

型番：1043 型番：1069
JAN：4932828010434 JAN：9784889210101

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワＣｏｏｌ  Ｆｕｓｉｏ

ｎ1冊(A5判)

オーサワリマクッキング1冊

商品ID：94539357 商品ID：94539361

JAN：9784889211238 JAN：4910180471032

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

ベジタリアン向け専門雑誌　おしゃれで楽しいベジ＆エコな情報が満載

商品ID：94539349 商品ID：94539352
型番：1040 型番：1041

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワリマ・クッキングスクール教

本（初級・中級編）1冊

オーサワＶｅｇｇｙ  Vol.301冊
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販売価格(税抜) 2,682円 販売価格(税抜) 2,682円

販売価格(税抜) 7,920円 販売価格(税抜) 1,170円

販売価格(税抜) 1,080円 販売価格(税抜) 765円

販売価格(税抜) 1,170円 販売価格(税抜) 675円

型番：1002 型番：1003
JAN：9784889210026 JAN：9784889210033

オーサワ食養人生読本1冊 オーサワ生命現象と環境1冊

商品ID：94542091 商品ID：94542093

JAN：9784889210002 JAN：9784889210019

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

商品ID：94542086 商品ID：94542088
型番：1000 型番：1001

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワ魔法のメガネ1冊 オーサワ永遠の少年1冊

商品ID：94539762 商品ID：94542078
型番：1295 型番：1017
JAN：4582224462469 JAN：9784492501924

オーサワリマ・クッキングスクールの自

然食ＤＶＤＢＯＸ（3枚組）1

箱

オーサワ日本人には塩が足りない1

冊

体内のミネラルバランスと心身の健康の関わりや、塩の上手な選び方・とり方がこれ一冊で

分かる！

型番：1293 型番：1294
JAN：4582224462483 JAN：4582224462490

書籍・DVD＞DVD 書籍・DVD＞書籍

オーサワリマ・クッキングスクールの自

然食ＤＶＤ中級クラス1枚

オーサワリマ・クッキングスクールの自

然食ＤＶＤ上級クラス1枚

商品ID：94539757 商品ID：94539759

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞DVD 書籍・DVD＞DVD
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販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 675円

販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 874円

販売価格(税抜) 1,310円 販売価格(税抜) 1,350円

販売価格(税抜) 1,748円 販売価格(税抜) 1,620円

商品ID：94542111 商品ID：94542115
型番：1031 型番：1037
JAN：9784889210231 JAN：9784905247081

オーサワ正食医学　講義録 第二

集1冊

オーサワ桜沢如一。100年の夢。

1冊

型番：1028 型番：1029
JAN：9784889210262 JAN：9784889210286

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワ道の原理1冊 オーサワゼン・マクロビオティック1冊

商品ID：94542109 商品ID：94542110

JAN：9784889210347 JAN：9784889210293

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

商品ID：94542106 商品ID：94542107
型番：1019 型番：1020

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワマンガ　お産と育児の食養

生1冊

オーサワまんがマクロビオティッククッ

キングブック1冊

商品ID：94542095 商品ID：94542100
型番：1005 型番：1008
JAN：9784889210057 JAN：9784889210088

オーサワ東洋医学の哲学1冊 オーサワ病気を治す術・病人を治

す法1冊

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍
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販売価格(税抜) 2,250円 販売価格(税抜) 900円

販売価格(税抜) 1,800円 販売価格(税抜) 257円

販売価格(税抜) 257円

商品ID：96379668
型番：8299
JAN：

オーサワ医学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(第3回)い

のちを考える1冊

型番：1397 型番：8294
JAN：4932828013978 JAN：

書籍・DVD＞書籍

オーサワ一慧の穀菜食Ｂｏｏｋ・

手当法1冊

オーサワ医学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(第2回)

糖尿病1冊

商品ID：94542118 商品ID：96379667

JAN：9784889210095 JAN：9784889210217

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

商品ID：94542116 商品ID：94542117
型番：1071 型番：1080

かわしま屋　商品カタログ

書籍・DVD＞書籍 書籍・DVD＞書籍

オーサワマクロビオティック料理1冊 オーサワ健康の七大条件1冊
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販売価格(税抜) 1,720円

型番：53683
JAN：

有機梅醤-有機梅醤陽寿250g

【ムソー】

お湯を注いで手軽に飲める梅しょう番茶

商品ID：58253519

かわしま屋　商品カタログ

梅醤・梅エキス＞
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販売価格(税抜) 900円 販売価格(税抜) 1,700円

商品ID：97170041 商品ID：97170260
型番：a1163 型番：a1163b
JAN： JAN：4560368444138

彩穀13種類の穀物ブレンド（浦

部農園・有機農法・原種栽培）

250g

彩穀13種類の穀物ブレンド（浦

部農園・有機農法・原種栽培）

500g【送料無料】*メール便での

発送*

古代米浦部農園の有機米と有機大麦を使用し、13種類の穀物をブレンドしました。いつ

ものお米（白米または玄米）1合あたり大さじ1杯加えるだけで、さくら色に炊きあがりご飯

が大変おいしくなります。

古代米浦部農園の有機米と有機大麦を使用し、13種類の穀物をブレンドしました。いつ

ものお米（白米または玄米）1合あたり大さじ1杯加えるだけで、さくら色に炊きあがりご飯

が大変おいしくなります。

かわしま屋　商品カタログ

雑穀米＞ 雑穀米＞

P.309　　　  　　



販売価格(税抜) 948円
JAN：

現在の米品種にアレルギーのある、お米が食べられない米アレルギーの方にも安心して食

べて戴けます。古代米です。

商品ID：97170014
型番：a1155

かわしま屋　商品カタログ

古代米＞

朝日 玄米（おがた健康農園特

製 無農薬・無肥料栽培）900

ｇ
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