
「自然食品の店 アルスター」今週の新入荷商品のご案内（２０２３年５月１５日～５月１９日） 

今週の主な入荷商品のご案内です。なお、これ以外の商品については、当店のホームページ（ＵＲＬは、下記＜お問い合わせ先＞ご参照）をご覧下さい。 

長有研の新玉ねぎ 長崎県・長有研 キロ当たり４６５円 量り売り 

有機認証。九州の新玉ねぎが始まりました！ 

長有研は長崎県の島原半島の南端地域にあり温暖で作物がい

ち早く出荷されます。新玉ねぎも出荷開始です。 

3月の新玉ねぎは辛みが少なく甘みが目立ち、生で食べても美

味しいです。その後徐々に熟し、4月の終盤に入ると茶色い皮が

目立つようになり、同時に辛みとうま味が増し、より加熱料理に

向く玉ねぎになっていきます。 

薄くスライスしてツナ缶と混ぜるだけで（味付けはドレッシング、

マヨネーズなどご自由に！）血液サラサラ、簡単玉ねぎサラダの

できあがり。パンに挟んでも最高のメニューです。少々の辛みも

苦手な方は一度水にさらしてくださいね。 

品種は極早生の「スーパーアップ」。苦みが無く生食でも全然辛

くありません。この時期だけのフレッシュな玉ねぎ。サラダでどう

ぞ。 

長崎の春人参 〃 キロ当たり５３０円 量り売り 

無農薬・無化学肥料。アクの少ないフレッシュな春堀のにんじん

はいかがですか？ 

品種：ベータリッチ、彩誉 

九州から新人参のお届け！ 

九州など温暖などの地域では、この初春から春人参の出荷が

始まります。 

冬の寒さに当たりながらじっくり成長した春人参は甘く、水分が

多いため柔らかいです。サラダなど生でおいしく、加熱すればと

ても柔らかくなります！ 

長崎の新じゃが芋（ニシ

ユタカ） 
〃 キロ当たり５９８円 量り売り 無農薬・無化学肥料。九州から新じゃがの出荷が始まりました。 



肥後の有機トマト 熊本県・肥後あゆみの会 
１００ｇ当たり１２５

円 
量り売り 

有機認証。◆澤村さんの作る有機トマト 

トマトが作れればどんな野菜も作れる、と言われるほど高い技術

が必要なトマト栽培。加えて病害虫にも弱いトマトの有機栽培は

さらに困難。だから有機 JAS認証のトマトはとても希少で貴重で

す。 

熊本・宇城市の澤村さんはその困難なトマトの有機栽培に挑み

続け、その技術を惜しみ無く後輩に伝えるため多くの有機農家

に慕われている存在です。 

澤村さんのトマトは毎年 6月末で終わりになります。これは熊本

県のトマト農家で取り決めしたことで、病害虫を増やさないため

に、1か月間だけはこの地域からトマトの樹が無くなる時期をつく

るそうです。 

自家製ぼかし肥料と、夜明け前に山に入り掘り起こしたタケノコ

や山菜、カヤから抽出した天然エキスで作った液肥を「天恵緑

汁」と名付けて使用しています。昔、小川で冷やしていたトマトの

味がします。ぜひ味わってみてください。 

菜心（菜花） 福岡県・マム・ランド ２６５円 １５０ｇパック 

殺虫剤２回・化学肥料９割減。菜花の一種の中国野菜です。 

おひたし、炒め物、鍋物は何でも合います。天ぷら、炒飯に混ぜ

ても OK！！ 

茎を細かく切ると食感を楽しめます。茎を肉で巻いて焼いて食べ

る（アスパラみたいなイメージ）ので BBQや焼肉には good!!。 

ちょっと湯通ししてサラダでもバッチリなので和洋中なんでも合う

万能野菜です。 

沖縄のピーマン 沖縄県・真南風 ３１５円 １５０ｇパック 

農薬７割減・無化学肥料。生産者：真南風の会 渡真利貞光（沖

縄県宮古島） 喜友名朝雄（石垣島）品種：フルーピーレッド EX 

沖縄県の慣行栽培基準は農薬 52回ですので、8割減になりま

す。太陽のエネルギーを存分に浴びて育った無加温栽培のパプ

リカです。 



沖縄のゴーヤ 沖縄県・真南風 ３９８円 １本パック 殺虫剤３回・ＪＡＳ許容農薬１回・無化学肥料 

みちのくの有機長芋 岩手県・みちのく有機共同農場 ３９８円 ２００ｇパック 有機認証 

みちのくの有機ごぼう 〃 ２８２円 ２００ｇパック 有機認証 

坊主不知ねぎ 群馬県・利根川みどりの会 ３７３円 ３００ｇパック 

無農薬・無化学肥料。千葉の伝統野菜として有名ですが、群馬

県でも昔から栽培されてきました。ネギ坊主ができず、種採りで

はなく自家株分けで栽培保存してきました。 

沃土会のブロッコリー 埼玉県・沃土会 ３７３円 １個 殺虫剤３回・殺菌剤２回・無化学肥料 

きゅうり 埼玉県・ヘルシー深谷 ３９０円 ３本パック 

農薬７割減・化学肥料５割減。さっぱりと美味しい春きゅうりが順

調に出荷中です。きゅうりは不名誉にも「世界一栄養の無い野

菜」としてギネスブックに掲載されていますが、カリウムやビタミ

ン K、ビタミン C、食物繊維などはバランスよく含み、食欲がない

時でもさっぱりと食べられる、とても大事な野菜です。 

ヘルシー深谷は一万円札の顔になる渋沢栄一の故郷、深谷市

にあるグループで、有機肥料の研究に余念が無く、きゅうりをメ

インに美味しくて安全な野菜を 30年以上作り続けています。 

さんぶの有機ブロッコリ

ー 
千葉県・さんぶ野菜ネットワーク ４１４円 １個パック 有機認証 

さんぶの有機大根 〃 ３２４円 １本パック 有機認証。葉切り洗い。 

さんぶの有機玉ねぎ 〃 ３４８円 ５００ｇパック 有機認証 

さんぶのベビー白菜 〃 ３２４円 １個パック ＪＡＳ許容農薬４回・無化学肥料 

おかげさまの春キャベツ 千葉県・おかげさま農場 ３８２円 １個 無農薬・無化学肥料 

さつま芋（べにはるか） 〃 ５３０円 ７００ｇパック 無農薬・無化学肥料 

タテノファームの有機サ

ニーレタス 
山梨県・タテノファーム ２８０円 １個パック 有機認証 

ブロッコリーの新芽 岐阜県・サラダコスモ １５０円 ３０gパック 無農薬・無化学肥料 



生椎茸（原木栽培） 北海道・北上しいたけ園 ３７３円 １００ｇパック 

３８２円。無農薬栽培が可能と成る理由は、きのこを生らせる培

地（ナラの原木）の樹皮が自然の防波堤と成り害菌からホダ木

を守るので農薬を使わなくても栽培出来るのです。しかし、原木

の樹皮が外的要因で傷ついてしまうと、防波堤の役割が失わ

れ、害菌に汚染されて椎茸菌が死んでしまいます。 それを防ぐ

為に、水浸け発生の際には細心の注意を払い大事に取扱して

います。原木栽培のメリットは、濃厚な風味と味と食感。豊富な

アミノ酸。素材が美味しければ、そこから生み出される料理もさ

らに美味しく成る。 

信州のぶなしめじ 長野県・エムプランテイション ２６５円 ２００ｇパック 

無農薬・無化学肥料。 

長野県や新潟県に集中する、大メーカーも含めて群雄割拠のき

のこメーカーたち。その中で独自のきのこ栽培に挑んでいるの

が山内真之さん率いるエムプランテイション。近年、きのこ栽培

に使用する菌床には輸入のコーンコブ（コーンの芯を粉砕した資

材）を使うのが主流ですが、山内さんは全て国内の木材からの

おが粉と米ぬかを使い、過度な加湿を抑え極力自然のきのこの

状態に近い環境にして栽培。それがさらに強い香りと歯ごたえを

生み出します。 

飛騨のなめこ 岐阜県・なめこファーム飛騨 １４５円 １００gパック 

無農薬・無化学肥料。風と光と温度で生育した天然ものに近い

味わいの飛騨なめこ。飛騨なめこの特徴は“長い茎”。実は、こ

の茎の部分になめこの旨みがあります。特殊な生育ホルダーで

長い茎のまま断裁することでシャキシャキの食感が楽しめます。 

また「飛騨ジャンボなめこ」は、茎数を減らし、倍以上の大きさに

育てることで、1本に旨みが凝縮され、なめこそのものの味わい

を堪能できます。通常のなめこより 4〜5日熟成させた大粒なめ

こ。低温でじっくり育ち、水分も少なめで天ぷらなど揚げ物にも最

適！なめこ料理の幅が広がる一品です。今までにないプレミア

ムなめこをご堪能下さい。 



島根の有機ほうれん草 島根県・グリーンハート ３１５円 ２００ｇパック 有機認証 

島根の有機小松菜 島根県・グリーンハート ２７４円 ２００ｇパック 有機認証 

高知のなす 高知県・高生連 ３７３円 ３本パック 農薬７割減・無化学肥料 

根生姜 高知県・西村農園 ２０７円 １００ｇパック 殺虫剤２回・無化学肥料 

高知のミニトマト 高知県・大地と自然の恵み ３６５円 １５０ｇパック 有機認証 

 

 

 

＜今週入荷予定の主な商品のご紹介＞ 
１．埼玉の地豆腐 270g： ３４５円 

さいたま伝承大豆で作った朧（おぼろ）豆腐がリニューアル！ 

令和 4年度産の借金なし大豆＜無農薬・無化学肥料＞は天候にも恵まれ、とても優良な大豆が出来ました。 

三之助のつくり手がこの希少な「借金なし」大豆を使用し、大豆の深い甘みと風味のバランスがとれた朧とうふに仕上げます。 

大豆： 「借金なし」大豆は大正時代から埼玉県秩父地方で栽培されてきた「在来種」の大豆です。 

・「借金なし」名前の由来は、「なし」は秩父地方の方言で「なす＝返す」という意味。 

・比較的実なりが良く、「植えれば植えるほど実がなり、すぐに借金を返すことができる、より一層豊かになる」ということで命名されたとのこと。 

・添付のはつかり醤油（埼玉県川越市松本醤油店）との相性は抜群です。あまりかけすぎず、お好みにあわせて薬味をご用意して頂けますとより美味しく召し上

がれます。 

製造元：もぎ豆腐店株式会社。賞味期間：冷蔵６日 

２．御用蔵 しば漬 100ｇ： ５５６円 

紀州南高梅酢の爽やかな酸味と歯ごたえ 

香り高い梅酢と瑞々しいきゅうりとなすの食感、しその香りや生姜・みょうがなど香味野菜の自然な風味が活きています。 

そのままごはんのお供に。刻んで混ぜごはんやタルタルソースの具、そうめんの薬味やサラダパスタのトッピングにもよく合います。 

ヤマキの御用蔵シリーズのお漬物は、国産有機栽培・国産特別栽培を中心に旬の厳選された国産野菜を、ヤマキ醸造『御用蔵』の調味料で漬け込んでいます。 自

然の風味を大切に活かし、化学合成添加物などを使用せず、『安心』･『安全』･『健康』にこだわったお漬物。後味のすっきりした、飽きのこない味です。 

製造元：株式会社ヤマキ。賞味期間：常温６か月。 

３．チョーコー醤油 だし入り かけ醤油  400ml： ５０７円 

本醸造丸大豆こいくち醤油をベースに、かつお・昆布風味に仕上げた、甘口タイプの「かけ専用」醤油です。 塩分を８％におさえました。 

原材料： しょうゆ［本醸造（小麦・大豆：遺伝子組換えでないを含む］、みりん（国内産）、砂糖（国内産）、かつお節（国内産）、醸造酢（国内産）、魚貝エキ

ス（国内産）、食塩（メキシコ、国内産）、こんぶエキス（国内産）、酵母エキス（国内産）。 

賞味期限：製造日より５４０日。 



４．五目豆 100ｇ： ３９４円 

国産丸大豆をはじめ、具材はすべて国内産のものを使用。調味原料についても、化学調味料、添加物は一切使用していません。 

手間のかかる直火釜炊きで微妙な火加減調整をすることでふっくらと炊き上げました。 

[ 原材料 ] 

大豆（国内産）、発酵調味料、こんにゃく（群馬県）、ごぼう（国内産）、醤油、砂糖（種子島産）、にんじん、昆布（北海道産）、かつおだし、天日塩、寒天 

製造元：遠忠食品㈱。賞味期限：冷蔵９０日。 

５．フライ用あじ開き 210g（5〜6枚入り）： ６１７円 

新鮮な真アジ（山陰沖）を水揚げしてすぐに加工し、冷凍しました。あじの頭と内臓、骨をとって開いてあります。天ぷらやフライにどうぞ。肉厚で大変おいし

いお得なあじの開きです。 

※衣や下味はついていません。 

製造元：(有)タカショク。賞味期間：冷凍５か月。 

６．ざくろジュース１００％ ７２０ｍｌ： １,３５０円 

大切な成分が詰まっている「種」までギュッと搾ったペルシャ産の濃縮還元した果汁１００％のジュースです。ざくろには、特に女性の元気の素が多く含まれて

おり、活力が不足気味の方にはおすすめです。クウェートに駐在経験のあるお客様から、中近東では女性がこのざくろジュースをよく飲んでいて、駐在中いつも

飲んでいたと教えて頂きました。 

製造元：野田ハニー食品工業株式会社。賞味期間：常温３６０日 

７. 純正食品マルシマ 尾道いりこらーめん １１５g： ２６６円 

瀬戸内海産いりこ、有機純正醤油、オリーブオイルを使用したこだわりの濃厚スープと、国産小麦にかん水を使用せずカキ殻カルシウムでコシを出した麺の、だ

し香る即席麺です。賞味期限：製造日より１８０日 

８．ジャフマック 砂丘らっきょう 甘酢漬 １１０g： ４７６円 

ジャフマック 砂丘らっきょう ピリ辛 １１０g： ４７６円 

○砂丘で有名な鳥取県福部町産のらっきょうは砂丘地での栽培により、繊維質が柔らかく、快い歯触りが自慢です。このらっきょうを純米醸造酢と酵母液で味付

けしました。「ピリ辛」は国産唐辛子を加え、ピリ辛味にしました。 

○砂丘地での栽培により、繊維質が柔らかく快い歯ざわりです。 

○「らっきょう」はアリシンを含みます。 

○天然酵母液を入れていますので、味・風味・食感が良くなっています。 

○肥料にはバーク堆肥（針葉樹の皮にワラ・大豆かす等を自然発酵させた腐葉土）を使用しています。 

賞味期限：常温１８０日。 

9．雪塩 120ｇ： ７５６円 

サンゴ礁が隆起してできたと言われている宮古島。雪塩は島の海水を原料としています。ゆっくりと時間をかけ、サンゴ石灰岩を浸透ろ過してきた海水を濃縮し

そのままパウダー状に仕上げました。にがりを含んだ甘みを感じるまろやかな味が特徴です。[ 原材料 ]海水（宮古島） 

製造元：株式会社 パラダイスプラン 



１０．登喜和・北海道１００小粒カップ ３パック： ２６０円 

北海道十勝の小粒大豆は、タンパク質や糖質が多いため、納豆菌による発酵分解が活発に行われ、アミノ酸などの旨み成分が増えて、おいしい納豆になります。

環境に配慮した紙カップに仕込みました。 

製造元：株式会社 登喜和食品。賞味期間：冷蔵１０日 

１１．有機ひきわりカップみのり 30ｇ×2： ２０４円 

青森県北津軽郡で中里町自然農法研究所を営む三上さんが、農薬や化学肥料を全く使わない有機農法で栽培した「おおすず大豆」を、贅沢にも挽き割って使用し

ました。「おおすず大豆」は大きな莢（さや）が鈴なりになることから命名されたましたが、軟らかさ、風味、味共にこれまでの東北地方品種より優れています。 

量が多く食べられない小さなお子様（ご高齢の方も）向けに特化した、高品質ひきわり納豆です。 

製造元：株式会社 登喜和食品。賞味期間：冷蔵１０日 

１２．冷しらーめん しょうゆ味 １２３g： １８９円 

国内産小麦を使用し、熱風乾燥にてツルツルした食感とコシを出しました。爽やかな酸味の醤油だれが麺にぴったりです。 

製造元：桜井食品株式会社。賞味期間：常温６か月。 

１３．国産らっきょう田舎漬 １００ｇ： ６２１円 

低温の下漬の乳酸発酵がらっきょうの旨味を引き出します。醸造酢と三温糖のみの味付けです。化学調味料不使用。 

製造元：三里塚物産。賞味期限：冷蔵 5ヶ月。 

１４．花かつお「だしはこれ」 ６０ｇ： ７１２円 

鹿児島県枕崎製の一本釣荒節を使用した花かつおです。カビ付けをしていないかつお節（荒節）を使用したものが花かつおです。香り高く、ダシも良く出ます。 

出汁取りは短時間で取って下さい。 

[ 原材料 ] 

かつおのふし（鹿児島県産） 

[ 使い方 ] 

花かつおのだしは 1番だしのみです。 

水１Ｌに 15〜20gの花かつお使用。 

騰したお湯に花かつおを入れます。 

再びひと煮立ちしたら火を止め、こしてください。 

長時間のだし取りはしないで下さい。 

だし汁の保存は製氷皿などで冷凍庫へ。 

製造元：有限会社 タイコウ。賞味期間：常温 8ヶ月 

１５．よつ葉カマンベール非遺伝子組換え飼料使用 ９０g： ５２３円 

広大で清涼な空気と水に恵まれた北海道十勝で、自家生産の豊富な牧草を主体に「遺伝子組換え」の心配のないとうもろこし、大豆粕を含めた飼料を使う酪農家

を指定、良質で安全な生乳を原料にチーズの本場フランスでも名高いイズニー社との技術提携で丹念につくりあげました。 

製造元：よつ葉乳業（株）。賞味期間：冷蔵１２０日。 



１６．江戸風鰹醤油つけ麺 １２０g×２： ４７４円 

醤油ベースに、とんこつ白湯エキスをブレンドしたまろやかなコクと風味。そこへ鰹の魚粉を「たんまり」入れて香り豊かな逸品に仕上がりました。 

厳選した国産小麦とモンゴル産かん水が織りなす、ぷりぷりの食感とともに、大人が満足できる本格つけ麺をお楽しみ下さい。 

 [ 使い方 ] 

1.沸騰した多めの熱湯（2〜3リットル）に本品をほぐしながら入れ、時々箸でかきまぜながら約 3〜4分を目安に茹であげます。 

2.冷たく召し上がる場合は 1を冷水で洗い、よく水を切る。 

あつもり（温かい麺）にする場合は、そのまま湯切りする。 

3.2を皿に盛り付け、つけダレ用の器に添付のタレを 120〜130ccの熱湯でといて完成。 

お好みで焼豚、ネギ、タマゴ等、更にかねこ製麺特製調味料「ラ油」を加えますと、より一層美味しくいただけます。 

※タレは湯煎で温めておくと注ぎやすくなります 

製造元：有限会社 金子製麺。賞味期限：冷蔵２１日。 

１７．油あげ ２枚： ２７９円 

風味の良さと弾力性に富んだ食感が特長。ぜひ油抜きせず召し上がってみてください。 

香ばしい美味しさにご納得いただけます。お稲荷さんが作りやすいように中を開いてあります。製造元：もぎ豆腐店株式会社。賞味期間：冷蔵５日 

１８．よつ葉北海道十勝１００クリームチーズ ２００ｇ： ５４０円 

乳原料は、北海道十勝産を１００％使用。ミルクの風味が豊かなクリームチーズです。よつ葉独自の製法により、なめらかでありながら、ほどけるようなやわら

かさのクリームチーズに仕上げました。安定剤・保存料は使用していません。製造元：よつ葉乳業（株）。賞味期限：冷蔵１２０日。 

 

１９．東毛酪農 ピュアプレーンヨーグルト ４００ｍｌ： ３００円 

２０．東毛酪農 低温殺菌牛乳 １０００ｍｌ： ４２０円 

２１．平飼卵 ６個パック： ４４７円   

２２．東毛酪農 無塩バター ４５０ｇ： １,２８０円 

２３．よつ葉シュレッドチーズ ２５０ｇ： ７２０円 

２４．秋川谷の一穂のこんにゃく ２５０ｇ： ２３０円 

２５．三之助絹ごし豆腐 ３００ｇ： ３１０円  

２６．豆庵 木綿豆腐 ３００ｇ： ３４０円 

２７．豚小間切れ ２００ｇ： ５９６円 

 

＜配達・配送のご案内＞  

配達（さいたま市・蕨市・川口市内の配達は無料）・配送も承ります。配達は野菜１個、１本からお届けします。 

また、「アルスター・ボックス」という野菜と果物の詰め合わせセットの配達もございます。料金は１，０００円で、ご都合に合わせてお宅までお届けします。

配達頻度はご希望に合わせて、毎週、隔週、月１回などご自由に選べます。セットの内容もご希望があれば、事前にお伺いしてお届けします。  



 

＜お問い合わせ先＞  

「自然食品の店 アルスター」 TEL：090-17332919  FAX：048-8831173  E-Mail: alster_arao_0713@yahoo.co.jp  

URL: http://alster-arao.jimdo.com/  Ｆａｃｅｂｏｏｋページ： 自然食品の店アルスター 


