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自 然 農 の 畑 からあ な た の 肌 へ

木 の 花 の 咲 くや

生草花

オーガニックコスメや天然由来成分100％をうたう化粧品は数あれど、その原料
となる植物・作物のバックグラウンドにまで言及しているものはそうありません。
「木の花の咲くや、生草花」
シリーズの主原料は、私たちが作った自然農産の野菜
やハーブ。農薬・化学肥料を使わず、日本古来の在来種や固定種にこだわった作
物です。だから
「究極の」
天然成分コスメなのです。そのほかの成分も天然由来の
もの。使うほどに強くいきいきとした本来の肌がよみがえってきます。
パラベンフリー

天然由来成分100％

自然農作物が主原料

石油由来成分不使用

【豊受化粧品に使われているおもな成分】
名称

由来

エタノール

サトウキビから作る植物性アルコール

キサンタンガム

トウモロコシから作る多糖類

クエン酸

サツマイモから作る有機化合物

pH 調整 酸化防止
殺菌 収れん

クエン酸 Na

サツマイモから作る有機化合物

pH 調整

グリセリン

大豆油由来

保湿

ココイルアルギニンエチル P Ｃ A

ヤシ油から作る界面活性剤

保湿 コンディショニング材

水酸化 K

天然鉱物に含まれるカリウムの水酸化物

水添レシチン

ダイズから作るリン脂質、安定化成分

スクワラン

オリーブの実から作るオイル

ステアロイル乳酸ナトリウム

ヤシ、パーム、パーム核由来の保湿成分

トコフェロール

ダイズ、菜種由来のビタミンＥ成分

フェルラ酸

米ヌカから作るポリフェノール

プロパンジオール

トウモロコシから作るグルコース

ベヘニルアルコール

菜種から作る脂肪族アルコール、安定化成分

殺菌

増粘

保護

防腐

保湿

pH 調整

保湿

乳化

保湿
保湿

殺菌

収れん

酸化防止
酸化防止

紫外線吸収

保湿

抗菌

保湿

ペンタステアリン酸ポリグリセル -10

ヤシ、パーム、パーム核由来の界面活性剤

保湿

乳化

ペンチレングリコール

サトウキビ、トウモロコシから作る植物性アルコール

保湿

抗菌

ポリ - ε - リシン

トウモロコシから作るアミノ酸由来の保湿成分

ミリスチン酸ポリグリセリル -10

ヤシ、パーム、パーム核由来の界面活性剤

保湿

乳化

ラウリン酸ポリグリセリル -10

ヤシ、パーム、パーム核由来の界面活性剤

保湿

乳化

ラノリン

羊毛脂由来の保湿成分

・ハーブ、野菜、穀類のマザーチンクチャー
・ホメオパシー レメディー
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作用
乳化

保湿

保湿

※ その他にも、多くの天然由来成分を使用しています。

EYE SHADOW

紫芋と、紅花と、貝殻、そしてハーブ。

天然素材のア イ シ ャ ド ー で

目元を優しく彩りましょう。

ベニバナ
華やかな赤系の色素
紫イモ（サツマイモ根）
優しく温かい紫茶の色素
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
イチョウ
メラニンを抑制する
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ハマメリスエキス
シャドウ V

木 の 花 の 咲くや
5.2g

シャドウ P

ハイライト

アイシャドウ

¥3,300（税込）

肌をひきしめる
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

野菜から作ったお肌に優しい天然・無添加のアイシャドー 3 色セットです。紫芋から作ったパープルは、肌にの
せるとおしゃれなテラコッタパープルに。ベニバナピンクとグラデーションで、可愛らしい表情に。ホワイトは、
ハイライトとして鼻筋の上や顎先にのせて立体感を演出。また、眉毛の上や頬骨の一番高い部分、下まぶたの
上にのせるなど、様々な使い方ができます。ラメは貝殻から作りました。
木の花の咲くや シャドウ P 内容量 1.5g
全成分 硫酸 Ba( 硫酸バリウム塩由来）
、スクワラン（オリーブ由来）
、ヒマシ油（トウゴマ由来）
、ステアリン酸 Ca、ラウリン酸メチル
へプチル（ヤシ、パーム由来）
、ニンジン根末、ベニバナ花末、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、イチョウエキス、
エチナシ葉エキス、ハマエリスエキス、ニンジン葉エキス、ダイマージリノール酸（フィトステリル / イソステアリル / セチル / ステアリル
/ べヘニル）
、ラウロイルリシン、ヒノキチオール、トコフェロール、エタノール、水、酸化鉄（ベンガラ）
、ベニバナ赤、セルロース、マ
イカ（雲母）
、シリカ（ケイ素）
、タルク ( 硫酸バリウム塩由来）
木の花の咲くや シャドウ V 内容量 1.７g
全成分 硫酸 Ba( 硫酸バリウム塩由来）
、
ラウリン酸メチルへプチル
（ヤシ、
パーム由来）
、
ステアリン酸 Ca、
ステアリン酸 Ca、
ニンジン根末、
ベニバナ花末、サツマイモ根、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、イチョウエキス、エチナシ葉エキス、ハマエリス
エキス、ニンジン葉エキス、ダイマージリノール酸（フィトステリル / イソステアリル / セチル / ステアリル / べヘニル）
、スクワラン（オリー
ブ由来）
、ラウロイルリシン、ヒノキチオール、トコフェロール、エタノール、水、酸化鉄（ベンガラ）
、グンジョウ、マイカ（雲母）
、シリ
カ（ケイ素）
、タルク（鉱物（水酸化マグネシウムケイ酸塩）由来）
木の花の咲くや ハイライト 内容量２g
全成分 硫酸 Ba( 硫酸バリウム塩由来）
、ラウリン酸メチルへプチル（ヤシ、パーム由来）
、ステアリン酸 Ca、ヒマシ油（トウゴマ由来）
、
ニンジン根末、ベニバナ花末、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、イチョウエキス、エチナシ葉エキス、ハマエリ
スエキス、
ニンジン葉エキス、
ダイマージリノール酸（フィトステリル / イソステアリル / セチル / ステアリル / べヘニル）
、
スクワラン（オリー
ブ由来）
、ラウロイルリシン、ヒノキチオール、トコフェロール、エタノール、水、酸化鉄（ベンガラ）
、シリカ（ケイ素）
、タルク ( 硫酸バ
リウム塩由来）
、合成フルオロフロゴパイト（合成マイカ）
レメディー Sol.、Anag.、Valer.、Passi.、サポート心経、サポート祝詞など
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ギンコビローバ、エキネシア、ハマメリス、ダウクスカロ―タ（にんじん）
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LIQUID FOUNDATION
ベニバナ

「肌呼吸ができて、とても楽」。

天然由来成分に、レメディ・ハーブ・

マザーチンクチャーを配合。

華やかな赤系の色素
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
イチョウ
メラニンを抑制する
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
ニンジン根エキス

【色 味】
オークル
【明 度】
ミディアム

木 の 花 の 咲くや
30mℓ

肌荒れを防ぐ

リキッドファンデーション

¥3,960（税込）

肌のことを考えたレメディ—入りで、メイクし
ながらスキンケアしてくれる優れもの。敏 感肌
の方 でも安心してお 使 いいただけます。 色を
付 けてカバーするのではなく、 その人の肌 の
トーンを自然 に明るく均 一 に整える、 新しい
考え方のファン デ ーション。 キメが 整 い、 自
然なツヤとうるおいが 持 続。肌 呼 吸 ができる
ので、一日中楽なつけ心 地です。色は日本 古
来 より紅の原 料として 重 宝 されてきた「 最 上

とらこ先生おすすめの使い方
化粧下地：リキッドファンデーション
３：７の割合で！
リキッドファンデーションのフタをしっかり締めて
から、シャカシャカ振ってレメディーを活性化さ
せましょう。手のひらの上で化粧下地と一緒
に混ぜ指を使って顔になじませます。日常紫
外線からお肌を守りながらツヤとうるおいは持続。
敏感肌の方にも安心の優しいつけ心地です。

紅 花（ モガミベ ニ バナ）」 を 使 用して います。
全成分 水、ラウリン酸メチルヘプチル（ヤシ、パーム由来）
、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、窒化ホウ素（鉱物由来）
、エタノール（サ
トウキビ由来）
、
イソステアリン酸ソルビタン
（ヤシ由来）
、
トリイソステアリン酸ポリグリセリル -2
（ヤシ、
大豆由来）
、
グリセリン
（大豆油由来）
、
ポリリシノレイン酸ポリグリセリル - ６（ヤシ、トウゴマ由来）
、オリーブ果実油、ホホバ種子油、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオト
ギリソウエキス、イチョウエキス、エチナシ葉エキス、ハマメリスエキス、ニンジン葉エキス、イソステアリン酸ポリグリセリル -２（ヤシ、
大豆由来）
、オレイン酸ポリグリセリル -２（ヤシ、オリーブ油由来）
、ステアリン酸ポリグリセリル -２（ヤシ、大豆由来）
、ジステアルジモ
ニウムヘクトライト（ヤシ、鉱物由来）
、トコフェロール（大豆、菜種由来）
、ヒノキチオール（青森ヒバ由来）
、ポリヒドロキシステアリン酸（ヤ
シ、トウゴマ由来）
、硫酸Ｍｇ（＋／－）
、酸化鉄（ベンガラ）
、酸化セリウム、ニンジン根末、ベニバナ花末、シリカ（ケイ素）
レメディー Anag.、Valer.、Passi.、Sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ギンコビローバ、エキネシア、ハマメリス、ニンジン
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POWDER FOUNDATION

ベニ花、人参、ハーブで

素肌その も の の キ メ が

整ったよ う な 仕 上 が り に 。

時間とと も に 肌 に 馴 染 み 、

うるっと、しっとり。

ベニバナ
華やかな赤系の色素
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
イチョウ
メラニンを抑制する
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

木 の 花 の 咲くや
14g

パウダーファンデーションライト

¥3,850（税込）

毎日使うものだからこそ、ナチュラルな安心安全と肌への栄養にこだわりました。色味は明るいオー
クル系。サラッと軽いつけ心地でキメを整え、自然にカバーします。スキンケア効果もあり、時間
と共に肌になじみます。容器には富士山に住むと言われている日本の美を司る神様、木の花の咲
くや姫様が。あなたの本来の美しさを引き出します。色は日本古来より紅の原料として重宝されて
きた「最上紅花（モガミベニバナ）」を使用しています。

ご使用方法
ファンデーションの表面をなでるようにしてとり、ほほの内側から外側に向かってのばして
いきます。仕上げは手で顔全体をおおって優しくおさえ、余分な粉を落とすと、なじみよく自
然な感じに仕上がります。
全成分 硫酸 Ba（硫酸バリウム塩由来）
、
タルク
（鉱物
（水酸化マグネシウム、
ケイ酸塩）由来）
、
スクワラン
（オリーブ由来）
、
ヒマシ油（トウゴマ由来）
、ラウリン酸メチルヘプチル（ヤシ、パーム由来）
、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオト
ギリソウエキス、イチョウエキス、エチナシ葉エキス、ハマメリスエキス、ニンジン葉エキス、ヒノキチオール（青森
ヒバ由来）
、トコフェロール（大豆、菜種由来）
、エタノール、水（+/-）酸化鉄（ベンガラ）
、マイカ（雲母）
、シリカ（ケ
イ素）
、ベニバナ赤、ベニバナ花末、ニンジン根末、セルロース（植物繊維）
、ラウロイルリシン（ヤシ油由来）
レメディー Anag.、Valer.、Passi.、Sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ギンコビローバ、エキネシア、ハマメリス、ニンジン
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CHEEK COLOR

ベ ニ 花、人 参、ハーブ で 作った

ほんのり、温かみのある

自然な華 や か さ を 演 出 。

ベニバナ
華やかな赤系の色素
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
イチョウ
メラニンを抑制する
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

木 の 花 の 咲くや
4g

チ ーク

¥3,520（税込）

優しい血色感でくすみも疲れもなんのその。自然と笑顔がこぼれます。肌なじみのよい、
ピンク寄りのオレンジ系。年齢や肌色を問わず、明るく健康的な印象にしてくれます。色
は日本古来より紅の原料として重宝されてきた「最上紅花（モガミベニバナ）」を使用し
ています。

ご使用方法
ほお紅を、ブラシの両面に1回ずつ軽くなでるようにしてとり、ブラシ全体に、ほお紅を均一
に含ませたら、ほお骨の、一番高い位置よりやや下を中心に、内側から外側に向けてブラシを
動かします。最後に、指やパフで顔全体をなじませると、メーク全体が落ち着きます。

全成分 硫酸 Ba（硫酸バリウム塩由来）
、タルク（鉱物（水酸化マグネシウム、ケイ酸塩）由来）
、スクワラン（オリーブ油由来）
、
ヒマシ油（トウゴマ由来）
、ラウリン酸メチルヘプチル（ヤシ、パーム由来）
、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウ
エキス、イチョウエキス、エチナシ葉エキス、ハマメリスエキス、ニンジン葉エキス、ヒノキチオール、
（青森ヒバ由来）トコ
フェロール（大豆油、菜種由来）
、エタノール（サトウキビ由来）
、水（+/-）酸化鉄（ベンガラ）
、マイカ（雲母）
、シリカ（ケイ
素）
、ベニバナ赤、ベニバナ花末、ニンジン根末、セルロース（植物繊維）
、ラウロイルリシン（ヤシ、パーム由来）
レメディー Anag.、Valer.、Passi.、Sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ギンコビローバ、エキネシア、ハマメリス、ニンジン
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LIP STICK

ベニ花、人参、ハーブ

そし て 天 然 み つ ろ う で 作 り ま し た 。

くち び る を 保 護 し 自 然 で 明 る い 印 象 に

ふん わ り や さ し く や わ ら か い

ナチ ュ ラ ル ル ー ジ ュ 。

木 の 花 の 咲くや

ベニバナ
華やかな赤系の色素
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

口紅

¥3,080（税込）
血色がよく見えるきれいな赤は、日本古来より紅の原料として重宝されてきた「最上紅花（モガミ
ベニバナ）
」から。どんな肌色の方にも合う色味です。うるおいを与えるトウキンセンカ花エキス、
ハリ・ツヤを与えるセイヨウオトギリソウエキス、荒れを防ぐニンジン根エキスを配合。唇の事を
考えたレメディ—入りです。オリーブ果実油、マカデミア種子油、ホホバ種子油やミツロウなどが、
くちびるを乾燥や荒れから守ってくれます。
ご使用方法
キャップをとり直接唇に塗ってください。軽く塗るとリップ感覚に、二度塗り三度塗りするとしっかり
赤く艶のあるメイクアップリップに仕上がります。

全成分 オリーブ果実油、キャンデリラロウ（タカトウダイ草の蝋由来）
、マカデミア種子油、スクワラン（オリーブ由来）
、
ミツロウ、
ホホバ種子油、
水添ダイズ油（大豆由来）
、
水添ヒマシ油（トウゴマの種子（ヒマシ）由来）
、
カルナウバロウ（ヤ
シ由来）
、グリチルレチン酸ステアリル（甘草由来）
、水、トコフェロール（大豆、菜種由来）
、エタノール（サトウキビ
由来）
、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、ニンジン根エキス、ヒマシ油（トウゴマ由来）
、セルロー
ス（植物繊維）
、ベニバナ赤、酸化鉄（ベンガラ）
レメディー Cean.、Fucus.、Thyr-gl.、Cor-r.、Sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ニンジン
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LOTION

原材 料 の
％は自然農で育てた

「生 の ヘ チ マ 水 」

そし て 竹 水 と コ ラ ボ で 皮 膚 を 保 護 。

肌荒れを防ぎ、ハリ、うるおいを

与え て く れ る ！

90

ヘチマ水
ハリ・ツヤを与える
竹水
皮膚を保護する
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
クマザサエキス
皮膚を保護する
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

生草花 化粧水
80ml

¥3,190（税込）

日本古来より美人水と言われているヘチマ水を、煮沸しないで生のまま使用しました。ヘチ
マのうるおいがそのまま肌の奥まで届きます。カレンデュラ、エキネシア、クマザサなどのハー
ブ、美容ビタミンと呼ばれるβカロチンを含む豊受黒田五寸ニンジンのエキス、ミネラル豊
富な竹水、とらこ先生特選のレメディ—も入った、豊受自然農が自信をもってお勧めする自
然の恵みたっぷりの化粧水。あなたの肌が本来持っている肌力を目覚めさせ、いきいきした
健康美肌に。

ご使用方法

ボトルの底をトントンと2回叩いてから、洗顔後の顔全体に3〜5プッシュスプレーします。
手のひらで顔全体を覆いながら、ゆっくりとなじませます。
メイクの上からの水分補給にもお使いください。
人工的なライトの影響で疲れた肌にもおすすめです。顔だけでなく髪にもお使いいただけます。
全成分 ヘチマ水、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、竹酢液（竹水）
、ペンチレングリコール（サトウキビ、トウ
モロコシ由来）
、エタノール（サトウキビ由来）
、トウキンセンカ花エキス、ニンジン根エキス、エチナシ葉エキス、ク
マザサエキス、ポリ - ε- リシン（トウモロコシ由来）
、ココイルアルギニンエチル PCA（トウモロコシ、サトウキビ、タ
ピオカ、ヤシ由来）
、ラウリン 酸ポリグリセリル -10（ヤシ由来）
、クエン酸（サツマイモ由来）
、ベチバー（イネ科植物
根由来）
レメディー Valer.、Passi.、Sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、ササ、ニンジン
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EMULSION

豊受ヘチマと豊受キャベツ

そして竹水で水分保持力高め、

植物のチカラでうるおう美肌へ。

ヘチマ水
ハリ • ツヤを与える
竹水
ハリを与える
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
キャベツ葉エキス
うるおいを与える
カンテン
うるおいを与える

生草花 乳液
80g

¥3,190（税込）

豊受自然農のヘチマ水をベースに、優れた水分保持力を持つキャベツの葉エキスや天草由来
の寒天、皮脂に近いホホバ、ツバキ、コメヌカなどの植物由来油脂が入ったスーッと伸びの
良い乳液です。カレンデュラ、エキネシア、ハイペリカム、ハマメリスなど癒しのハーブも
配合。とら子先生特選のレメディ—入りで、あなたの健康美肌を守ります。
ご使用方法
化粧水の後に、1～2プッシュを手のひらにとって顔全体になじませます。
目元、口元など乾燥が気になる部分には、さらに1〜2プッシュをなじませてください。
顔だけでなく体にもお使いいただけます。

全成分 ヘチマ水、水、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、スクワラン（オリーブ由来）
、グリセリン（大豆油由来）
、
竹酢液（竹水）
、ホホバ油、カンテン（天草由来）
、水添レシチン（大豆由来）
、ミリスチン酸ポリグリセリル -10（パーム、
ヤシ由来）
、エタノール（サトウキビ由来）
、ハマメリスエキス、トウキンセンカ花エキス、エチナシ葉エキス、セイヨウオ
トギリソウエキス、シソエキス、キャベツ葉エキス、ラノリン（羊の毛の油）
、トコフェロール（大豆、菜種由来）
、ツバキ油、
コメヌカ油、キサンタンガム（トウモロコシ由来）
、ココイルアルギニンエチル PCA（トウモロコシ、サトウキビ、タピオカ、
ヤシ由来）
、クエン酸 Na（サツマイモ由来）
レメディー Calen.、Valer、Hyper. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、ハイペリカム、ハマメリス、キャベツ、シソ
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GEL SERUM

カ ン テ ン と ヘ チ マ 水・竹 水 の コ ラ ボ 。

海 の ミ ネ ラ ル と 、自 然 農 の 栄 養 を 、

オールインワン美容ジェル

ヘチマ水
ハリ・ツヤを与える
竹水
ハリを与える
カンテン
うるおいを与える
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ

生 草 花 天 草 ジェル

クマザサエキス
皮膚を保護する

C・R・T u
各80g

¥2,970（税込）

天草を原料とする寒天で、ジェル美容液にしました。海洋ミネラルを豊富に含み、さらりとし
た使い心地で肌に潤いを閉じ込める、顔にも全身にも使えるオールインワンジェルです。洗
顔後やお風呂上がりに。お肌だけでなく心も魂も喜ぶ３タイプをご用意。あなたの肌に必要
なレメディーからお選びください。C ( 普通肌用。皮膚を保護し、整える )、R ( 敏感肌用。皮
膚を柔らげ、肌荒れを防ぐ )、Tu ( 乾燥肌用。乾燥を防ぎ、肌荒れを防ぐ )
ご使用方法
1〜2プッシュを手のひらにとって顔全体になじませます。
目元、口元など気になる部分には、さらに1〜2プッシュを肌になじませてください。
顔だけでなく体にもお使いいただけます。
全成分 ヘチマ水、
水、
プロパンジオール
（トウモロコシ由来）
、
グリセリン
（大豆油由来）
、
竹酢液
（竹水）
、トウキンセンカ花エキス、
セイヨウオトギリソウエキス（C のみ配合）
、カンテン（天草由来）
、ハマメリスエキス、ハマメリス水、ニンジン根エキス、エ
チナシ葉エキス、クマザサエキス、キサンタンガム（トウモロコシ由来）
、エタノール（サトウキビ由来）
、クエン酸（サツマイ
モ由来）
、クエン酸 Na（サツマイモ由来）
、ココイルアルギニンエチル PCA（トウモロコシ、サトウキビ、タピオカ、ヤシ由来）
、
ベチバー（イネ科植物根由来）
レメディー ● C：Calen.、Calc-p.、Kali-s. 他
● Tu：Thuj.、Kali-s.、Calc-p.、Sil. 他

● Ｒ：Rhus-t.、Arn.、Hyper.、Kali-p. 他

マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、ハイペリカム（C のみ）
、ハマメリス、ニンジン、ササ
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MAKE-UP BASE
ヘチマ水

天然鉱物マイカ シリカと

ヘチマ水の自然農植物で肌を守る。

金属系の紫外線散乱剤は不使用。

ハリ・ツヤを与える
竹水
ハリを与える
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
ハマメリスエキス
肌をひきしめる
イチョウエキス
メラニンを抑制する
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ
シリカ
紫外線を反射

生 草 花 化 粧 下 地〈日 焼 け 止 め 入り〉
30g

カンテン
うるおいを与える

¥2,200（税込）

健康への影響が心配な、金属系の紫外線散乱剤は一切使わずに、天然鉱石マイカやシリカ（ケイ素）
、
そして米ヌカから抽出した天然由来の紫外線散乱剤・吸収剤のみで SPF10、PA ＋の日常紫外線カットを
実現。自然農のハーブと野菜の栄養が健康美を演出します。するすると伸び、洗顔料のみでオフできるの
も人気の秘密。ファンデーションを塗らないときにもおすすめ。お肌を乾燥や環境から守ります。
ご使用方法
適量を手のひらにとり、顔全体に薄くのばします。
リキッドファンデーションと混ぜてご使用いただけます。(7ページ参照)
全成分 ヘチマ水、
水、
プロパンジオール
（トウモロコシ由来）
、
エタノール
（サトウキビ由来）
、
グリセリン
（大豆油由来）
、
竹酢液
（竹水）
、
シリカ（ケイ素）
、マイカ（雲母）
、カンテン（天草由来）
、フェルラ酸（米ヌカ由来）スクワラン（オリーブ由来）
、ラウリン酸ポリ
グリセリル -10（ヤシ由来）
、キサンタンガム（トウモロコシ由来）
、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス、イチョ
ウエキス、エチナシ葉エキス、ニンジン根エキス、ハマメリスエキス、マグワ根皮エキス、ローズマリー葉エキス、水酸化カリウム（無
機物）
、ベチバー（イネ科植物根由来）
レメディー Sol.、Gunp.、Oxyg. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、ハイペリカム、ハマメリス、ギンコビローバ、ニンジン
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HAIR GEL

カ レ ン デ ュ ラ の １ ０ ０ ％天 然 色 素 が

ツ バ キ 油 で 抽 出 さ れ 髪 が 艶 や か に。

水や化粧水を加えた瞬間、

乳液に早変わり。

トウキンセンカ花エキス
（カレンデュラ）
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
ショウガ根エキス
弾力を与える
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ
ツバキ油
なめらかにする

生 草 花 ヘ アジェル
30g

¥1,485（税込）

うるおい成分を凝集した液晶ジェルが、濡れた髪に触れたとたんに乳液に変化し内部に浸透、髪の
ダメージを補修します。シャンプー後の髪を毛先までなめらかに、髪本来のハリ・コシを活かします。
手に残った乳化したジェルは乳液として顔や全身に。
ご使用方法
〈ヘアトリートメント〉

適量を手にとり水を加えて乳化させてから、髪や顔、体になじませます。

〈ヘアジェル〉

適量を手のひらになじませ、水を加えて硬さを調節してから髪全に薄くのばします。

〈クレンジング〉

（またはぬるま湯）
適量を手のひらにとって、水を加えて乳化させ、顔全体になじませて水
でしっかりすすぎます。

〈フェイシャルパック〉

生草花化粧水でお肌を整えた後に、顔全体に薄く伸ばします。洗い 流さず、そのまま寝ます。

全成分 ツバキ油、グリセリン（ヤシ、パーム由来）
、コメヌカ油、ミリスチン酸ポリグリセリル -10（パーム、ヤシ由来）
、トウキ
ンセンカ花エキス、トコフェロール（大豆、菜種由来）
、エチナシ葉エキス（エキネシア）
、ショウガ根茎エキス、ニンジン根エキス、
マヨナラ葉油（マジョラム )、レモングラス油、ヒノキチオール（青森ヒバ由来）
、香料
レメディー Bell.、Nat-m.、Bor.、Alum.、Merc-sol. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、ジンジバー、ニンジン
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HAND CREAM

豊受ヘチマと 豊受キャベツで作った

手肌にやさしいさらさらハンドクリーム

ヘチマ水
ハリ•ツヤを与える
竹水
ハリを与える
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
エチナシ葉エキス
皮膚を保護する
キャベツ葉エキス
うるおいを与える
ホホバ油
油分を補う
ベルガモット果実油
癒しの香り

生草花
30g

ハンドクリー ム

¥1,100（税込）

一度使ってこの心地よさを体感してください。クリームなのに、まるで水のような浸透力。その秘密は保湿効
果の高い生のヘチマ水。美肌効果の高い栄養素を含む自然農のキャベツや天然のシリカが豊富なカレンデュ
ラ、皮膚を保護するエキネシア、乳酸菌を含む竹水などを配合。伸びもよくべたつかず塗ってすぐ手作業でき
るサラサラなテクスチャー。ツバキ油も含まれますので、手だけでなく、顔や髪、全身のお手入れに。お肌の
弱い方にも。

ご使用方法
乾燥を感じた時、適量をとり、手のひら、手の甲、指や爪にものばしてやさしくいたわりながら全体に
なじませてください。

全成分 ヘチマ水、水、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、ツバキ油、竹酢液（竹水）
、ベヘニルアルコール（菜種由来）
、
ペンタステアリン酸ポリグリセリル -10
（ヤシ、
パーム由来）
、
ステアロイル乳酸ナトリウム
（ヤシ、
パーム由来）
、
スクワラン
（オリー
ブ由来）
、カンテン（天草由来）
、エタノール（サトウキビ由来）
、トウキンセンカ花エキス、エチナシ葉エキス、キャベツ葉エキス、
ハチミツ、ミツロウ、ホホバ油、ラノリン（羊の毛の油由来）
、キサンタンガム（トウモロコシ由来）
、ミリスチン酸ポリグリセ
リル -10（パーム、ヤシ由来）
、ベルガモット果実油、ココイルアルギニンエチル PCA（トウモロコシ、サトウキビ、タピオカ、
ヤシ由来）
、水酸化カリウム（無機物）
、香料
レメディー Thuj.、Nat-m.、Petr. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、エキネシア、キャベツ
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FACE & BODY CRAEM

ツバキ油
なめらかにする

天然由来１００％

お肌のタイプに合わせた

ミツロウクリームで

スキンケア＆レスキュー

ス パ ジリックビ ー

トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える

顔・体の保湿
リップクリーム
ポイントメイク直し
ヘアケア
ハンドケア
角質ケア

C 、G 、R 、T u

10g 小

各 ¥1,100（税込）

45g 大

各 ¥3,960（税込）

135g 特大 各 ¥7,700（税込）

C：乾燥、傷、かゆみ、やけどなど、すべてのお肌のレスキューに
G：硬い肌
R：敏感肌

黒ずみ、しみ、ひび割れ、お尻などデリケートな部分に

赤み、ザラザラ、プツプツ、肌荒れ、スポーツの後に

Tu：乾燥肌 ジュクジュク、ブツブツ、虫さされ、乾湿繰り返す混合肌に
天然材料のみ使用。無添加の安心！ 口腔内やデリケートゾーンなどにも使え、育児やペッ
トケアにもおすすめです。C・G・R・Tu

お肌のタイプ別にはレメディーがサポート。

お肌の状態に合わせ、併用もできます。
ご使用方法
適量を手のひらにとり、体温で溶かしながらよく伸ばし、顔や体になじませます。
テクスチャーが固めなので、手のひらで温めてやわらかくしてからお使いください。
手に余ったクリームはヘアクリームとして髪に薄くのばすとまとまりやすくツヤが出ます。

全成分 ツバキ油、ミツロウ、トウキンセンカ花エキス、セイヨウオトギリソウエキス【 C のみ 】
、
エタノール（サトウキビ由来）
、トコフェロール（大豆油、菜種油由来）
レメディー Arn.、Calen.、Hyper.、Hep.、Kali-i.、Lyc.、Both. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム【 C のみ 】

＊製造工程と商品の性質上、クリームがかたまりとして残るものがございますが品質には
問題ございません。ご使用時は良く伸ばしてお使いいただきますようお願いいたします。
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LIP CREAM

ベニバナ

スパジリックビーの

レメディー入りリップクリーム

華やかな赤系の色素
ビターオレンジ
（フロクマリンフリー）
爽やかな香り
トウキンセンカ花エキス
（カレンデュラ）
うるおいを与える
セイヨウオトギリソウエキス
ハリ • ツヤを与える
ニンジン根エキス
肌荒れを防ぐ
モモ果実エキス
うるおいを与える
[べにばなピンク]

[だいだいイエロー]

ベニバナと
モモ

生草花
各4.7g

カレンデュラと
ニンジン

リップクリー ム

ツバキ油
なめらかにする

べにばなピンク、だいだいイエロー

¥1,485（税込）

不測の際にはレスキューにも！すぐれものビーワックスリップクリーム
高温処理で安心のミツロウ、皮膚を柔らかくするツバキ種子油に、カレンデュラ、
ハイペリカム、ニンジン、橙、そしてレメディ—も加わったリップクリームです。
くちびるの皮が剥けたりなど荒れやすい状態の時には、グリーンの文字でスッキリ
した橙の香りの「だいだいイエロー」。くちびるが乾燥しやすく、循環が気になる状
態の時には、ピンクの文字で桃エキス配合の「べにばなピンク」をお試し下さい。
ご使用方法
キャップを外し、本体をおさえて底部を回転させて、中身のクリームを適度に出してお使い
ください。1日1～2回、乾燥する時期は3～4回、塗ります。
寒い時期、リップクリームが冷たくなっている場合は、先端を少し温めて、唇に適度な硬さにし
てからお使いください。中身のクリームを出し過ぎますと、根元から折れやすくなりますので、
ご注意してください。

全成分 ● カレンデュライエロー／ツバキ種子油、ミツロウ、ビターオレンジ果皮油、ラノリン（羊の毛の油由来）
、
エタノール（サトウキビ由来）
、トウキンセンカ花エキス、ニンジン根エキス、セイヨウオトギリソウエキス、トコフェ
ロール（大豆油、菜種油由来）● べにばなピンク／ツバキ種子油、ミツロウ、ビターオレンジ果皮油、ラノリン（羊
の毛の油由来）
、ベニバナ赤、エタノール（サトウキビ由来）
、トウキンセンカ花エキス、ニンジン根エキス、セイ
ヨウオトギリソウエキス、モモ果実エキス、トコフェロール（大豆油、菜種油由来）
レメディー Sol.、Gunp.、Titan、Zinc.、Oxyg.、Lyc. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、ハイペリカム、ニンジン
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髪と頭皮の栄養と健康を

一番に考えたヘアケアコンビ

SHAMPOO & CONDITIONER

ヘチマ水

ツバキ油

ハリ・ツヤを与える

なめらかにする
トウキンセンカ花エキス

トウキンセンカ花エキス

うるおいを与える

うるおいを与える

ス パ ジリック
200ml

石 け ん シャンプ ー

¥2,420（税込）

ス パ ジリック
200ml

コン ディショナ ー

¥2,420（税込）

コーティング剤を排除し、洗浄力の高い弱アルカリ性のシャンプーが皮脂汚れ

をオフ。自然農産の生ヘチマ水をはじめとした植物パワーのコンディショナー
で、毛髪と頭皮に活力を与え、理想の髪へ誘います。
ご使用方法
【シャンプー】
適量を手にとり、お湯を加えて泡立ててから予洗いした髪と頭皮になじませ指の腹を
使って洗います。洗い終わったら地肌と髪をよくすすぎます。
【コンディショナー】
適量を手にとり 水気を切った髪になじませたらヌルつきがなくなるまですすぎます。
乾 燥が気になる毛先にはたっぷりとなじませ、少しおくと 効果的です。

●スパジリック石けんシャンプー

●スパジリックコンディショナー

全成分 水、ヤシ脂肪酸 K（ヤシ油由来）
、グリセリン（大豆油
由来）
、ツバキ油、オリーブ油、トウキンセンカ花エキス、カプ
リン酸グリセリル（ヤシ由来）
、ラウリン酸ポリグリセリル（ヤシ、
パーム由来）
、ラウリン酸ポリグリセリル -2（ヤシ、パーム由来）
、
ラウリン酸ポリグリセリル -10（ヤシ、パーム由来）
、オレンジ油、
米ぬかエキス、グアーガム（グアー豆由来）
、香料

全成分 ヘチマ水、セテアリルアルコール＊（動物油、植物油由
来）
、グリセリン（大豆油由来）
、オレス -2 ＊、ステアリルトリモ
ニウムクロリド＊、エタノール（サトウキビ由来）
、ツバキ油、セ
テアリルグルコシド（トウモロコシ、ヤシ由来）
、カプリン酸グ
リセリル（ヤシ由来）
、ラウリン酸ポリグリセリル -2（ヤシ、パー
ム由来）
、ラウリン酸ポリグリセリル -10（ヤシ、パーム由来）
、
オレンジ油、マイカ（雲母）
、クエン酸（サツマイモ由来）
、香料
＊一部石油由来、動物由来成分を含みます

レメディー Hep.、Calc-p.、Calc-f. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ
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レメディー Sil、Sul-ac、Mur-ac. 他

HAIR&BODY SHAMPOO
竹水
ハリを与える
トウキンセンカ花エキス

髪も体もふわふわの泡でつつみ

こんで、 日の疲れと汚れを

洗い流しましょう。

1

うるおいを与える

木 の 花 の 咲くや

ツバキ油
なめらかにする
パチョリ
香料

洗 髪と洗 身（ ヘ ア ー ＆ ボ ディー シャンプ ー ）

泡ポンプフォーム専用ボトル 200ml
お徳用詰替パック

300ml

¥2,420（税込）
¥2,860（税込）

※詰替用商品は専用容器をご使用ください。

髪も体もふわふわの泡でつつみこんで、1 日の疲れと汚れを洗い流しましょう。
豊受自然農の癒しのハーブ、カレンデュラのエキス配合。敏感肌の方も安心してお使いいた
だけます。ツバキ油、ベルガモット、パチョリ、竹水など、100％植物由来にこだわった、
弱酸性のヘアー＆ボディーシャンプーです。洗顔フォームとしてもご使用いただけます。
心も体も爽やかにするレメディ—入り。専用の泡ポンプボトルをご使用ください。
ご使用方法
適量を頭皮になじませ、指の腹を使ってていねいに洗います。洗い終わったら地肌と髪をよく
すすぎます。
お湯を含ませたタオルやスポンジ、手にとって全身を洗います。泡が残らないようによく洗い
流します。
洗顔フォーム、ハンドソープとしてもお使いいただけます。

全成分 水、ココイルグルタミン酸 K（ヤシ油由来）
、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、ココイルグルタミン酸 Na（ヤ
シ由来）
、グリセリン（大豆油由来）
、竹酢液（竹水）
、オレイン酸ポリグリセリル -10（ヤシ、パーム、パーム核由来）
、ト
ウキンセンカ花エキス、ツバキ油、ベルガモット果実油、エタノール（レメディー）
、ポリ - ε- リシン（トウモロコシ由来）、
ココイルアルギニンエチル PCA（トウモロコシ、サトウキビ、タピオカ、ヤシ）
、香料（パチョリ）
レメディー Calen.、Hyper.、Hep.、Kali-i.、Calc-p. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ
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FACE&BODY SOAP

ツバキ油
なめらかにする

敏感なフェイス、

ボディーのケアに ！

自然素材の心地よさ。

木 の 花 の 咲くや
90g

トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える
米ぬか
なめらかにする

洗 髪と洗 身（フェイス＆ボディーソープ）

¥2,310（税込）

細やかな泡で保湿しながら洗浄
顔にも体もやさしい泡立ちと洗い心地の自然素材の石けんです。敏感な肌の方にも安心
してお使いいただけます。カレンデュラエキスの保湿効果で、つっぱり感もありません。
ご使用方法
手に少量の水
（またはぬるま湯）
とソープをのせて泡立て、泡で顔を包み込みながらやさしく洗顔
します。洗顔後、水
（またはぬるま湯）
でしっかりとすすぎます。

全成分 カリ含有石ケン素地（パーム、パーム核由来）
、スクロース（サトウキビ由来）
、グリセリン（大豆油由来）
、香料、
水、エタノール（サトウキビ由来）
、ツバキ油、トウキンセンカ花エキス、サンゴ末、ベントナイト、フィチン酸（コメヌカ、
トウモロコシ由来）
レメディー Aven.、Alf. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ
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DEODORANT

MIST

トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える

汗と匂いに植物由来成分が

やさしく香る。

レモン油
においをケア
タイム油
においをケア
ラベンダー油
においをケア
ゼラニウム油
においをケア

木 の 花 の か おりん（デオドラントスプレー）
スプレー 30ml

¥1,100（税込）

詰替用 100ml

¥2,200（税込）

※詰替用は専用容器
（スプレーボトル）
をご使用ください。

植物由来成分のレモン、タイム、ラベンダー、ゼラニウムで、わきや足など気になる
汗のにおいをケア。高密度ミストタイプだから効果が長持ち。携帯にも便利なミニボ
トルとお得な詰替用タイプをご用意しました。
ご使用方法
汗や水分をふきとり、適量をスプレーします。
気分転換に頭や体に降り注ぐように、適量をスプレーします。

全成分 水、エタノール（サトウキビ由来）
、オレイン酸ポリグリセリル -１０（ヤシ、パーム由来）
、ハマメリスエキス、
トウキンセンカ花エキス、プロパンジオール（トウモロコシ由来）
、グレープフルーツ果皮油、ニュウコウジュ油、テ
レピン油（松由来）
、セイヨウニワトコエキス、レモン油、タイム油、ローズマリー油、ラベンダー油、ゼラニウム油、
メボウキ油、ココイルアルギニンエチルＰＣＡ（トウモロコシ、サトウキビ、タピオカ、ヤシ由来）
、香料
レメディー Calen.、Bor.、Carb-v.、Kali-ar. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ
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BODY OIL
ツバキ油
なめらかにする

カレンデュラゴールドに

ビターオレンジの香り、

全身使える美容オイルです。

ホホバ油
油分を補う
トウキンセンカ花エキス
うるおいを与える

フロクマリン
フリー

使い方いろいろ
・顔・体・髪の保湿

木 の 花 の 咲くや
150ml

すりこみ 油

¥4,400（税込）

・頭皮や体のマッサージ
・メイクのクレンジング
・妊娠線ケアマッサージ
・角質ケア
・おへそや耳のおそうじ
・シャンプー後に頭皮の
保湿と髪のうるおいに
・シャンプー、コンディ
ショナーの代わりに

心が落ち着くビターオレンジの香りに、カレンデュラエキス、ツバキ油、ホホバ油、
マカデミア種子油、オリーブやヤシ由来の成分など健康にも理想の植物由来 100％
のオイルです。伸びがあり、肌にしっかり浸透、べたつきもなくマッサージやクレン
ジングにも使えます。肌のことを考えた嬉しいレメディー入り。
ご使用方法
適量を手にとり、顔や体になじませます。
ひじ、ひざ、かかとなど乾燥が気になる部分には重ね塗りをすると効果的です。
クレンジングとしてお使いいただく場合は、２プッシュ分を清潔な手のひらにとって
顔全体になじませ、水
（またはぬるま湯）
でしっかりすすぎます。
お風呂あがりのぬれた肌や髪ににすりこむとしっとりします。

全成分 ラウリン酸メチルヘプチル（ヤシ、ココナッツ由来）
、マカデミア種子油、ジインステアリン酸ポリグリ
セリル -10（ヒマ、ヤシ、パーム、パーム核由来）
、スクワラン（オリーブ油由来）
、ツバキ油、ホホバ油、エタノー
ル（サトウキビ由来）
、ビターオレンジ果皮油、ジヤシ油脂肪酸ポリグリセリル -3（ヤシ、パーム由来）
、トウキ
ンセンカ花エキス
レメディー Arn.、Calen.、Hyper.、Hep.、Kali-i.、Lyc.、Both. 他
マザーチンクチャー カレンデュラ

23

デイケア

ととのえる

癒す

ナイトケア

守る
乳液

日焼け止め

生草花 乳液

生草花 化粧下地
〈日焼け止め入り〉
30g ¥2,200（税込）

保湿液
〈さっぱ り〉

使用感など
お好みにあわせて
お選びください
生草花
天草ジェル
C・R・Tu
80g ¥2,970（税込）

〈しっと り 〉

80ml ¥3,190（税込）
スパジリックビー
C・G・R・Tu
木の花の咲くや

10g 各¥1,100（税込）

生草花 ヘアジェル

すりこみ油

45g 各¥3,960（税込）

30g ¥1,485（税込）

150ml ¥4,400（税込）

135g 各¥7,700（税込）

ボディケア
生草花 化粧下地
〈日焼け止め入り〉
30g ¥2,200（税込）

ハンドケア

リップケア

生草花
ハンドクリーム

生草花 リップクリーム

30g ¥1,100（税込）

4.7g ¥1,485（税込）

生草花 乳液
80ml ¥3,190（税込）
スパジリックビー
C・G・R・Tu

スパジリックビー
C・G・R・Tu

スパジリックビー
C・G・R・Tu

10g 各¥1,100（税込）

10g 各¥1,100（税込）

10g 各¥1,100（税込）

45g 各¥3,960（税込）

45g 各¥3,960（税込）

45g 各¥3,960（税込）

135g 各¥7,700（税込）

135g 各¥7,700（税込）

135g 各¥7,700（税込）
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SKIN CARE CHART
清める

洗う

うるおす

洗顔

クレンジング

癒す
化粧水

〈さっぱ り〉

木の花の咲くや
洗髪と洗身
200ml ¥2,420（税込）

生草花 ヘアジェル
30g ¥1,485（税込）

〈 しっと り 〉

木の花の咲くや
洗顔と洗身

生草花 化粧水

90g ¥2,310（税込）

80ml ¥3,190（税込）

木の花の咲くや
すりこみ油
150ml ¥4,400（税込）

ヘアケア／シャンプー
木の花の咲くや
洗髪と洗身
200ml ¥2,420（税込）

ヘアケア／トリートメント

ボディケア

スパジリック
コンディショナー

木の花のかおりん

200ml ¥2,420（税込）

30ml ¥1,100（税込）

スパジリックビー
C・G・R・Tu
スパジリック
石けんシャンプー
200ml ¥2,420（税込）
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10g 各¥1,100（税込）
生草花 ヘアジェル
30g ¥1,485（税込）

45g 各¥3,960（税込）

木の花の咲くや

135g 各¥7,700（税込）

すりこみ油
150ml ¥4,400（税込）

TOOTHPASTE

泡は立たないが

一本で口内トータルケア。

毎日使うものほど

無添加がいい。

無添加

人気 1
NO.

発泡剤
（界面活性剤）
、
乳化剤、安定剤、甘味剤
着色料、合成香料
防腐剤
（パラベン等）
、
フッ化物、
アルミニウム化合物

フェンネル
香料

ス パ ジリックトゥースペイスト
100g
7g

¥1,485（税込）
¥143（税込）

フッ素、界面活性剤、パラベン、安定剤、甘味剤、合成香料、着色剤などの添加物不使用。
口内の事をトータルで考えたレメディ—入り。歯石ケアだけでなく、オオバコエキスの収れん・
鎮静効果で歯茎ケアも同時にできます。味や香りもなく、泡立ちもないので、みがきやすい
歯磨き粉です。
ご使用方法
歯ブラシに適量
（1㎝程度）
とり、ブラッシングします。丁寧に歯および、歯ぐきを
ブラッシングした後、口をゆすいでください。

全成分 炭酸 Ca（鉱物由来／清掃剤）
、グリセリン（大豆油由来／湿潤剤）
、水、キサンタンガム（トウモロコシ
由来／粘結剤）
、香料（ウイキョウタイプ）
、トウキンセンカ花エキス（保湿剤）
、セイヨウオオバコエキス（保湿
剤）
、クエン酸 Na（サツマイモ由来／ PH 調整剤）
、エタノール（サトウキビ由来）
レメディー Plant.、Calc-p.、Calc-f 他
マザーチンクチャー カレンデュラ、プランターゴ
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REFRESH SPRAY

レモン油

R eフレッシュメントスプレ ー
スプレー100ml

¥1,980（税込）

詰替用 300ml

¥3,300（税込）

においをケア
タイム油
においをケア

静電気や電磁波対策に

ラベンダー油
においをケア

室内にこもった嫌なニオイを一吹きでリフレッシュ。
複数のハーブをブレンドした心安らぐ香りが瞬時に

ゼラニウム油

空間を浄化します。ルームフレグランスとしても使用

においをケア

可能です。
ご使用方法
床、家具、壁から離れたところで空中にスプレー
します。
窓やキッチンのシンク、トイレ、床などに一拭き
して乾いた布でふきとります。
家電製品など直接ふきつけられないものは、布
にスプレーをして使用します。木製製品、革製品
などは変色の可能性があるので注意が必要です。
※詰替用は専用容器
（スプレーボトル）
をご使用ください。

全成分 エタノール（サトウキビ由来）
、水、BG ＊、テレピン油
（松由来）
、セイヨウニワトコエキス、ハマメリスエキス、レモン
油、タイム油、ローズマリー油、ラベンダー油、ゼラニウム油、
メボウキ油
＊一部石油由来成分を含みます
レメディー Carb-v.、Elect.、Ozon. 他
マザーチンクチャー ハマメリス

KITCHEN SOAP

不使用
合成界面活性剤

キッチンソ ープ
290ml

¥858（税込）

橙油 配合

フロクマリンフリー

豊受の作るものは、海や川を汚さない
環境と生き物に、やさしいキッチンソープ
植物油脂由来の台所用せっけんです。泡立ちがよく、洗浄力
があり、お肌にもとてもやさしいキッチンソープです。きめ
細かい泡でしっかり汚れを落とせて、すすぎが簡単なのです。
橙の精油配合で、ほのかな香りは手肌も喜びます。

ご使用方法
食器、調理器具洗浄用として、水1リットルに5ml
（料理用
小さじ1杯ほど）
を目安に原液をスポンジ、タワシにつけ
てお使いください。
※お風呂の浴槽の掃除にもご使用いただけます。
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全成分 純石けん分（26％脂肪酸カリウム）
、
pH 調整剤
レメディー Germ.、Sil.、Ozon.、Calc-f.、Phos.、
Rainbow、Alum.、Magnet.、Pert.、Chlol. 他

DETERGENT

不使用

ほめ洗浄剤
1.2kg

界面活性剤
合成香料
蛍光増白剤

¥1,980（税込）

環境のことを考えて
人にもやさしい洗浄剤
界面活性剤・蛍光増白剤・香料不使用ながら皮
脂や食品のタンパク 質 汚 れ に 強 い の が 特 徴 で
す。水に溶けやすく泡立たないので、すすぎは
一回で充分。素材の風合いが活きた自然なやわ
ら か さ に 仕 上 が る た め 柔 軟 剤 も 不 要 で す。 衣
類の洗濯と同時に洗濯槽のカビもオフします。
また、お風呂にスプーン一杯入れると入浴剤になり
体ポカポカ。
製品の特徴
レメディーがお肌を守る
界面活性剤、香料、蛍光増白剤不使用。赤ちゃんの衣類洗いにも最適。お肌の弱い方にもお勧めです。
レメディーですっきり爽快
Rainbow
（レインボー）
などのレメディー入りで、洗い上がりの着心地も爽快に、心にもやさしいです。
驚きの洗浄力
皮脂や食品のたんぱく質汚れに強く、つけ置き洗いで汚れ落ちがさらにアップ。
洗たく粉がだまになりにくい
洗たく粉が、さらに溶けやすく、だまになりにくくなりました。
泡が立たないから
すすぎが1回で家計にやさしい。一度落とした汚れが再び服についてしまう
「再汚染」
を防ぐので、
溜めすすぎ１回でＯＫ。水道代・電気代を節約するとともに水資源も守れます。
環境にやさしい
生分解しにくい界面活性剤を含まないので環境負荷が大幅減、川を汚しません。
ふんわりやわらか柔軟剤いらず
素材の風合いを活かした自然な柔らかさに仕上がります。
部屋干しのいやな匂いが残らない
過炭酸塩にある酸化力が漂白剤、除菌剤、消臭剤として働いて、部屋干ししてもいやな匂いが残りませ
ん。
洗濯槽のカビも落とす
洗たくしながら洗たく槽やホースについたカビも落とします。
はじめてお使いの時は先に洗濯槽のカビ落としをしてください。

全成分 炭酸塩（アルカリ剤）
、セスキ炭酸塩（アルカリ剤）
、過炭酸塩（酸素系漂白剤）
、分散材、酵素
レメディー Germ.、Sil.、Ozon.、Calc-f.、Phos.、Rainbow、Alum.、Magnet.、Pert.、Chlol. 他
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CREANER

北海道洞爺のトドマツの蒸留水と精油で
生活空間の浄化をしながら心もリラックス。

浄化の木
200ml

¥1,760（税込）

布やお掃除したい場所に直接スプレーして、
台所の油汚れや家具の指紋汚れをサッとひと
拭き。鏡やガラスには直接スプレーせず、水
で薄めたもので布をゆすいで使用してくださ
い。こびりついた垢、見えない氣まで、スッ
キリ落として浄化します。
全成分 水、洗浄剤、トドマツ水、精油（北海道洞爺産
トドマツ）

ご使用方法
成分が下に溜まることがあります。ボトルを
よく振ってからお使いください。
メガネの掃除にもご使用いただけます。金
属のフレームには付けないようレンズ部分
のみそっとスプレーし、やわらかい布でふき
とってください。

生命の木
200ml

¥2,200（税込）

お家で手軽に森林浴！北海道洞爺の自然林の
トドマツとスーヤ、カモミラのほのかな香り
が、優しく空間をスッキリしていきます。
全成分 エタノール、蒸留水（スーヤ、カモミラ）
、ほめ水、ク
エン酸、精油（北海道洞爺産トドマツ）

ご使用方法
お部屋の空間や、カーテン、ソファー、衣服
など、臭いが気になる場所などに。
トイレ掃除にもご使用いただけます。
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良い菌を増やすことで
悪い菌からあなたを守る
カレンデュラエキス

エキネシアエキス

アートメジアエキス

ハイペリカムエキス

ミュルフォリュームエキス

プランターゴエキス

ダイオスコリアエキス

御古菌

菌 は 菌 で 愛 する
50ml

¥1,980（税込）

防衛の氣を触発する洞爺産トドマツの蒸留水と精油をベースに、S-Corona、御古菌と
カレンデュラ、アートメジア、エキネシアなど日々の健康に大切なマザーチンクチャー
を配合。
「殺菌・除菌」ではなく、
「助菌」で手指や、室内などの空気・菌環境を整える、
新しいライフスタイルに必携のスプレーです。
ご使用方法
片手にワンプッシュ。両掌で液体を伸ばしてください。空間にワンプッシュ。お
部屋全体にいきわたるようにスプレーしてください。香りは少しするとなくな
ります。
成分が下に溜まることがあります。ボトルをよく振ってからお使いください。
液体に色がついておりますのでご使用の際は衣服などに付かないようご注意ください。
精油入りのため、飲用はできません。

全成分 トドマツ水、エタノール、ハーブエキス（カレンデュラ、エキネシア、アートメジア、ハイペリカム、
ミュルフォリューム、プランターゴ、ダイオスコリア）
、御古菌、トドマツ精油
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自然林から抽出した精油でクリーン＆リフレッシュ！

豊受の精油

青森ひば

¥660（税込）

5ml

豊受の精油

5ml

木曽ひのき

¥770（税込）

豊受の精油

2ml

洞 爺スーヤ

¥1,100（税込）

日本古来の樹木の香り。防虫、

日本古来の樹木の香り。鎮静、
鎮痛、

誤った信仰心。神などいない。など

抗菌、抗カビ、消臭効果があり

強壮、血行促進効果もあるそうで

と誤った意識、価値観、正しい信仰心、

ます。自然にクリーン＆プロテ

す。自然にリラックス＆リフレッ

正しい神仏の働きを気づかせる効果

クト！

シュ！

があります。

豊受の精油

2ml

洞 爺トド マ ツ

¥1,100（税込）

豊受の精油

2ml

洞 爺 カラ マ ツ

¥1,980（税込）

豊受の精油

2ml

洞爺ホーリーバジル

¥1,100（税込）

第 7 チャクラに効果のあるトド

緊張と疲労にリラックス効果の

自分がどう見られているかという不

マツの精油。トドマツの香り成

あるカラマツの精油。免疫の強

安から神経が興奮している状態、疲

分がスギ花粉をコーティングし、

化、肺の活性。ナイーブなあな

労感などを優しくサポート

花粉のアレル物質の働きを低減

たを森林の香りがサポート。

することがわかっています。
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自然農で育てた在来種の大豆と小麦の生醤油

重 ね 仕 込 み 生揚げ二年熟成 200ml ¥1,598（税込）【冷蔵】
天然醸造によりできた豊受極上生醤油「生揚げ」を元に再仕込み、さらに
もう一年発酵・熟成しました。二倍の手間と材料をかけて完成した、豊受
の「重ね仕込み」
。火入れをしない生の醤油と、新たに仕込んだ麹の相乗
効果で、より一層のうま味を醸し出しています。体のことを考えたレメディ
−入り。
【生揚げとは】
昔から搾りたて醤油のことを生揚げ ( きあげ ) と呼んでいました。
加熱殺菌、成分調整などを行わないため、保存性や瓶詰の難しさにより、
蔵元でしか味わえなかった生醤油です。
原材料名 大豆
（静岡産）
、有機小麦
（北海道産）
、食塩（本商品に含まれているアレ
ルギー物質、大豆、小麦 ）＊アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

ビタミンとミネラルが豊富な
在来種の黒大豆「祝黒」を使用

黒大豆みそ

500g

¥1,234（税込）

主原料となっている黒大豆は、必須アミノ酸のバランスがよい良質なタン
パク質を多く含んでおります。その他にも、ポリフェノール、イソフラボン、
レシチン、ペプチド、ビタミン B・E、食物繊維、サポニン、オリゴ糖、ミ
ネラル、αリノレン酸など栄養が豊富です。
豊受の大豆は、農薬・化学肥料不使用、在来種の種を使用しております。
豊受オーガニクスレストランでも使用されている黒大豆みそは、お味噌汁はも
ちろん、生の野菜に付けてそのまま食べても美味しいと人気です。
原材料名 黒大豆、米、塩、丸麦、麹菌
（本商品に含まれているアレルギー物質
大豆）＊アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

自家製 豆腐

200g

￥324（税込）【冷蔵】

豊受自然農静岡産大豆・フクユタカと天然にがりで丁寧に手作りしました。濃密な味
わいが楽しめる豆腐です。 自然農で育てた大豆そのものの本来の甘さと味わい深い
風味を堪能していただけます。舌触りも逸品です。

原材料名：大豆、にがり
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オメガ３を豊富に含む
アマニ油がベース
ホ メガ オイル
180g

¥3,456（税込）

現代人に不足しがちな必須脂肪酸をバランスよく摂取できるオイル。
オメガ３を豊富に含む低温圧搾された良質なアマニ油をベースにオメ
ガ６、
９を配合。摂取過多になりがちなオメガ６は低配分にしています。

お召し上がり方
一日スプーン１杯
（約6㎎）
が目安です。そのまま飲んでいただくほ
か料理にもお使いいただけますが、加熱はしないでください。サラ
ダのドレッシングに混ぜたり、料理の上からかけたり、スープや穀
物コーヒーなどに混ぜたりしてお召し上がりください。

原材料名：食用アマニ油、食用ゴマ油、食用サフラワー油
（ハイオレイック）
、
食用月見草油、食用小麦胚芽油
※生麻オイルは製造販売終了しました

ピクル ス ビ ネ ガ ー
200ml

¥1,080（税込）

ハーブが香る人参と玉葱のドレッシング
230ml

¥950（税込）

エキネシア酵素酢、カレンデュラ酵素酢、ホーリー

豊受人参と玉葱のまろやかな甘みとハーブ生酵素酢

バジル酵素酢の3種類をブレンドした調味酢です。ピ

の爽やかな酸味がホメガオイル独自の旨味と混ざり

クルス作りに、または調味料として。

合って美味しいドレッシングになりました。

原材料名 :エキネシア生酵素酢、カレンデュラ生酵素酢、
ホーリーバジル生酵素酢

原材料名 :ホメガオイル、静岡県函南産野菜
（玉ねぎ、
人参）
、みりん糖、エキネシアハーブ生酵素酢、ハー
ブブレンド生酵素、柑橘果汁、海塩、にんにく、黒コ
ショウ
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ミネラル豊富な深海の海塩をそのままご家庭に。

深海塩

駿河湾海洋深層水 にがり
50ml

200ml

￥540（税込）

¥648（税込）

日本一深い海、駿河湾。環境汚染物質の影響を受けづら

海水から食塩を除いた、苦味たっぷりのドロッとし
た液体が
「にがり」
。塩化マグネシウムや硫酸マグ

い、極めて清らかな水質の駿河湾の深層水を加熱して、

ネシウム、塩化カリウムなどのミネラルがたっぷり。
炊飯時、お味噌汁に、お料理に数滴加えればうま

といわれている海から作られた天然の深海塩は、生命に

味が増す調味料です。

18g

￥864（税込）

口の中に広がる爽やかな味わい。
洞爺自然農園の香り豊かな、タイ
ム、ホーリーバジル、エキネシア、
レモンバーム、ラベンダー、マジ
ョラムの6種類のハーブと、豊受
の焼き塩を贅沢に合わせました。
下味から仕上げまで使えて、いつ
ものお料理が、風味豊かな味わい
に大変身します。
原材料名：焼き塩、ハーブ（タイム、
ホーリーバジル、エキネシア、マジョ
ラム、レモンバーム、ラベンダー）
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必要な栄養素を豊富に含んでいます。優しくまろやかな
味。料理をひと味もふた味もレベルアップしてくれます。

原材料名：海水（駿河湾海洋深層水）

ハ ーブ ソ ルト

5倍希釈の液体塩にしました。あらゆる生命の源である

原材料名：海水（海洋深層水）

焼き塩
60g

￥540（税込）

海洋深層水を自社で濃縮し
天日干しして作り上げた塩
をさらに焼いて作った豊受
の手作り塩。ほんのりと甘
く、さらさらとしています。
毎日の食事に欠かせないも
のだからこそ、ミネラル豊
富な天然塩にこだわりまし
た。
原材料名：海水（海洋深層水)

らぁ油
20g

￥378（税込）

豊受自然農が作ったラー油です。体
に必須ミネラルレメディー入り生麻
オイルと栄養豊富な豊受野菜、健康
と美容のためのごま油、ポリフェノ
ール・クエン酸を含む山ぶどうのマ
ザーチンクチャー入り。料理を引き
立てる優しい辛さに仕上げました。
原材料名：食用ゴマ油、食用麻の実
油、唐辛子、生姜、ニンニク、長ネギ、
玉ネギ、花山椒、八角、ヤマブドウ
エキス、ゴマ

FOOD&DRINK

陳 皮 パ ウダ ー
30g

￥410（税込）

みかんの皮を乾燥させた陳皮
（ちんぴ）
は漢方でも多
くの効能がある事で知られています。無農薬・無化
学肥料で育てたみかんの皮を、使いやすい粉にしま
した。お茶やお好きなドリンクに入れたり、お料理

うらべ に 紫 蘇
20g

￥648（税込）

豊受自然農のうら紅紫蘇と豊受の焼き塩で、
ごはんとの相性抜群の美味しいふりかけを作
りました。
原材料名：裏紅紫蘇（静岡県産）
、梅酢、食塩

のアクセントやお菓子作りにご活用ください。
原材料名：陳皮
（温州みかん、ポンカンの皮（静岡豊受
自然農園産）

ウコン パウダ ー
30g

￥864（税込）

インドでは香辛料として、また健康維持のために使
用されているウコンの根の部分を乾燥して粉にしまし
た。ポリフェノールの成分の１種クルクミンで、お料
理の色彩、
香味を鮮やかに演出。お飲み物に入れても。
毎日の心と体と魂を、美しく、健康に。
原材料名：ウコン（静岡豊受自然農園産）

生 姜 パウダ ー
30g

￥756（税込）

乾燥した生姜に含まれるショウガオールとジン
ゲロンで、三位一体美しく、健康に。お料理や
お飲み物の香味のアクセントに。

原材料名：生姜（静岡豊受自然農園産）
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万 能 だ れ 【冷蔵】
300g

￥734（税込）

豊受自然農特製ばんのうだれ。照り焼き･炒め物･

￥1,012（税込）

和え物に直接使用したり、そばつゆ･すきやき･煮

栄養価が高く、甘さ控えめのみりん糖ができま

物の隠し味にお使いいただければ料理がひときわ

した。砂糖の代わりにお料理に、温かい飲み物

美味しく仕上がります。

にどうぞ。

原材料名：醤油（小麦、大豆を含む）、粗糖、みりん、
料理酒、メープルシロップ(一部に大豆を含む)

醤 油 糀
160g

【冷蔵】

￥486（税込）

原材料名：有機もち米（国産）
、有機米麹（国産米）
、
有機米焼酎

塩 糀
130g

【冷蔵】

￥486（税込）

グルタミン酸の旨味成分が豊富な醤油糀は毎日の食

塩糀は、古くから愛されている日本の食に欠かせな

卓にかかせない発酵食品です。スティック野菜につ

い調味料です。素材の持つ自然の旨みを引き出して

けたり、お浸しと和えたり、お好みに合わせてお召

くれるので、さまざまな料理に活用し、毎日の真心

し上がりください。

健康食を楽しみましょう。

原材料名：米麹、醤油（小麦、大豆を含む）
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有 機 みりん 糖
100ml

原材料名：米麹、焼き塩、水

FOOD&DRINK

米糀生
100g

冷凍

冷凍

麦糀生

￥540（税込）

100g

￥540（税込）

豊受静岡函南農場産、自然農で

豊受静岡函南農場で自然農で育

育てた朝日米を使用し、米の糀

ったはだか麦マンネンボシで作

を作りました。味噌作り、甘酒

った糀です。味噌作りなどに。

作りなどに。
原材料名：静岡県函南産はだか麦
（マ
ンネンボシ）
、こうじ菌

原材料名：静岡県産朝日米、こうじ菌

豊受米
100g

米ぬか

￥324（税込）

豊受大麦
100g

はっ た い 粉

￥324（税込）

農林61
100g

ふ すま

￥324（税込）

無農薬・無化学肥料で育てた、

無農薬・無化学肥料で育てた、

無農薬・無化学肥料で育てた、豊

米ぬか。脂肪・たんぱく質など

豊受大麦の玄穀を焙煎した上で

受小麦の表皮・ふすまは、は食物

を多く含みます。飼料・肥料・

挽いた粉・はったい粉。団子や

繊維、鉄分、カルシウム、マグネ

漬物などに用いられ、美肌健康

クッキー、ケーキつくりなどに。

シウム、亜鉛、銅などの栄養成分

志向のお手伝いに。
原材料名：米ぬか（静岡県函南産
豊受米）

が豊富に含まれています。
原材料名：大麦（静岡県函南産
マンネンボシ）

原材料名：小麦（静岡県函南産
農林61号）
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大根葉とわかめの混ぜごはんの素

¥378（税込）

50g

ベータカロテンやビタミン・ミネラルを多く含み栄養豊富な、豊受自然農静
岡函南産の
「大根の葉」
と、強い抗酸化作用があるゴマリグナンを含み食物
繊維も豊富な、豊受自然農静岡函南産の
「白ゴマ」
と、食物繊維、アルギン酸、
フコイダンなどの栄養素、海のミネラルが豊富な
「わかめ」
と、快適な日々の
健康生活に大切な要素が豊富な
「みかんの皮
（陳皮）
」
を、細粒にしたふりかけ
です。あったかごはんに混ぜ込むと、わかめがふやけて美味しいです。おに
ぎり、お弁当にもうれしいですね。ご飯、パスタ、納豆、お味噌汁、お茶漬
けと多種多様に活用できる、食卓にかかせない一品です。
原材料名：大根葉、わかめ、白ゴマ 、塩、みかん の皮

豊受黒田五寸の

人参と人参葉とタイムのふりかけ
50g

¥378（税込）

ニンジンの根より栄養価が高いと言われるニンジンの葉には、カルシウム
を骨に沈着させる働きを持つビタミンKがニンジンのおよそ50倍。カリウム・
ビタミンEは、およそ2倍含まれています。タイムのハーブが入っていて、爽
やかな香りがふわっと口の中に広がり、ご飯が進みます。
原材料名：人参葉、鰹節、胡麻、ちりめんじゃこ、醤油（小麦、大豆
を含む）、食塩、粗糖（きび糖）、食用油（麻の実、胡麻の実含む）、
タイム

梅干し
250g

【冷蔵】

¥1,620（税込）

農薬･化学肥料不使用で自然栽
培した梅を、豊受自然農静岡産
の裏紅紫蘇と駿河湾の海洋深
層水の塩に漬け込み、シンプル
な美味しさに仕上げた昔ながら
の梅干しです。
原材料名： 梅
（群馬県産）、
紫蘇
（静
岡県産）、漬け原材料
（食塩）
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めんま
80g

¥410（税込）

新鮮な竹の子を、豊受の万能
だれ、エキネシア生酵素酢、
3種のハーブの生酵素で味わ
い豊かなめんまができまし
た。食卓のおかずに、晩酌の
おともにどうぞ。
原材料名： たけのこ、チキンブイヨン、万能たれ、酒、ごま油、
みりん、醤油糀、エキネシア生酵素酢、ハーブブレンド酵素、
海塩、しょうが、野菜ブイヨン、にんにく、唐辛子、こしょ

FOOD&DRINK

豊受 切干人参
50g

¥518（税込）

季節の野菜の旨みを旬の味のまま凝縮した、いつでも食べ
られる栄養価の高い保存食です。サラダやキンピラ、
汁物、
炊き込みごはんに、野菜炒め、酢の物など色んな料理に使
えます。
原材料名 : にんじん（静岡函南産）

豊受 切干大根
50g

¥518（税込）

固定種の種を、農薬や化学肥料を使わずに、自然農で育て
た
「大根」
の美味しさをそのままに乾燥しました。 水で戻
して、サラダ、煮物、炒め物、和え物など、豊富なレシピ
で、体・心・魂が喜ぶ、豊受真心健康食です。
原材料名 : 大根（静岡函南産）

豊受生姜100％使用
140g

がり 【冷蔵】

¥486（税込）

豊受自然農産の生姜を100％使用、化学調味料不使用。
生姜本来の味わいが深く楽しめる“がり”です。
原材料名：しょうが（豊受自然農静岡函南産）、米酢、粗糖（さとうき
びの粗糖）、塩（海洋深層水塩）
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江戸時代からのウルチ米在来種を豊受
自然農園静岡の湧水で作った農薬、化学
肥料を使わず丹精込めて作りました。
豊受米
精米

1kg ¥1,296（税込）

玄米

1kg ¥1,188（税込）

モチ米品種との交配がない高アミロース米のため、
デンプンの吸収がゆっくりですので、糖が気になる
方などにもお勧め、体にやさしいお米です。

伝統食、古代米で栄養成分をおいしく補給
ほ めっこ米
500g

¥2,052（税込）

ほめっこ米は、健康維持に良い古代玄米
（赤米・黒米）
と10種類の穀物をバランスよく合わせた豊受厳選のブ
レンド米です。古代玄米は、体作りに大切な役割を果
たします。香り米は美味しさの風味を増し、発芽玄米・
そば米により栄養価も高くなっています。2種の古代
玄米と10種類の穀物には、現代人に不足しがちなミネ
ラルがたっぷり含まれています。
お召し上がり方
1.あらかじめといだお米１合に対して本品30～40ｇ		
を混ぜます。
2.お好みで塩ひとつまみを入れて炊きあげます。
＊本品や水の量はお好みで調節してください。
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原材料名：黒玄米、赤玄米、発芽玄米、
胚芽押し麦、丸麦（米粒麦）
、押し麦（サン
バーレ）
、アワ、キビ、ヒエ、
そば米、はと麦、
香り米
※ほめっこ米は、豊受自然農産のお米ではありませ
ん。日本全国の選りすぐりのお米からできております。
そのため、減農薬生産のお米を主に使用しております。

FOOD&DRINK

生のまま三年 漬け込 んだ、非加 熱 の 生きて
いるハーブ生酵素。
栄養満点、元気促進。健康のためスプーンに
とってそのまま、またはいつものドリンクに
入れて毎日お飲みいただく、料理の仕上げやア

生酵素

豊受自然農・静岡函南農場で育てたハーブを

クセントにもご利用いただけます。
【ハーブ生酵素のとり方の目安】
大さじ 1 ～ 2 杯ほどを水やジュースなどに入
れて薄めてお飲みいただくか、または同量を
直接スプーンでお口に入れてお飲みください。
飲む時間、回数などにつきましては、ご自身
の体調や好みに合わせて調節してください。

カレン デュラ 生 酵 素
200 ml
500 ml
１リットル

【冷蔵】

￥2,700（税込）
￥5,400（税込）
￥9,720（税込）

＊スピリチュアルメッセージ；自分は要らない・
必要とされない・存在する価値がないなど、
自分はたいした存在じゃないと思い、また人から
もそう思われているように感じて怖気づき、気力
がんどんなくなった状態・落ち込んだ状態を元に
戻す・回復する力がある。恐れの感情を癒す。
原材料名：粗糖、豊受カレンデュラ（静岡函南産）

人 参と人 参 葉 生 酵 素
200 ml
500 ml
１リットル

【冷蔵】

￥2,700（税込）
￥5,400（税込）
￥9,720（税込）

＊スピリチュアルメッセージ ; 相手に対してよく
思えるようになる。認められるような気持ちに
なり、外に対してポジティブに捉えることによっ
て霊的に強くなる。障りに対して霊的な抵抗
力、ブロックする力が強くなる。

原材料名：粗糖、豊受黒田五寸人参（静岡函南産）
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エ キ ネシア生 酵 素
200 ml
500 ml

【冷蔵】

￥2,700（税込）
￥5,400（税込）

＊スピリチュアルメッセージ；気持ちや意識が
ネガティブになる、霊性が下がって、魂の力・
エネルギーが落ち、霊性の高い考え方ができ
なくなる、相手と調和 をはかる・許す・受け
入れることができにくくなってしまう、愛が少な
くなってしまう。そうした霊性的によくない状
態を元に戻す働きがある。
原材料名：粗糖、豊受エキネシア
（静岡函南産）

ホ ーリー バ ジ ル 生 酵 素
200 ml
500 ml

【冷蔵】

￥2,700（税込）
￥5,400（税込）

＊スピリチュアルメッセージ；自分は誰からも
相手にされない・人から好かれ流ものを何も
持っていない・自分は価値がないなどの自己否
定、自己卑下の意識に対し、そんな自分だけど、
自分なんだと思える力を与えてくれる。
原材料名：粗糖、豊受ホーリーバジル
（静岡函南産）

さ つま い もつる生 酵 素
200 ml
500 ml

【冷蔵】

￥2,700（税込）
￥5,400（税込）

＊スピリチュアルメッセージ ; その人の中にある
恐れ、悲しみの感情（恐れ六割、悲しみ四割）
で助けてもらえない恐れ、悲しみが癒えるだろ
う。幼少期に親や周囲の大人があまり助けて
くれなかった。大事にしてもらえなかった、
やさしくしてもらえなかった、親が無関心、
ネグレクト気味だった場合、自分は愛される
価値がないと思っている人に効果がある。
原材料名：粗糖、豊受さつまいもつる
（静岡函南産）
★ 100ml 商品は、200ml 商品に移行しました。
・ハーブをご利用の際は、妊娠中、通院中、お薬を服用中の方は、事前に医師、薬剤師、専門家の意見も参考の上、ご使用ください。
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生酵素酢

エ キ ネシア生 酵 素 酢
200 ml
500 ml

【冷蔵】

カレン デュラ 生 酵 素 酢

¥ 972（税込）
¥ 2,160（税込）

＊スピリチュアルメッセージ：感情の乱れ、
精神的ショックで魂の働きが弱って霊性が
落ちてしまったとき、霊性をあげて魂を健
やかにする 。

原材料名：豊受エキネシア
（静岡函南産）、
エキネシア生酵素

200 ml
500 ml

【冷蔵】

¥ 972（税込）
¥ 2,160（税込）

＊スピリチュアルメッセージ：自分はダメな
やつだと感じて自信を無くしている。誰からも
相手にされない悲しみと恐れで、精神的に
不安定になっている。そういう状態を癒して
くれる。

原材料名：豊受カレンデュラ（静岡函南産）、
カレンデュラ生酵素

Toyouke Natural Herbs
アメリカンイン

古代 エジプトでクレオ

インドの 伝 統 医 学アーユ

ディア ン が 最

パトラも愛 用し、太 陽

ルヴェーダで最も重 視し、

も 重 視 し、 あ

が 宿る花として、健 康

５千 年 以 上 にわたり神 聖

らゆる 場 面 で 活 用されて

と美 の 多方 面で活用されてきた

きたハーブ「エキネシア」

ハーブ「カレンデュラ」

なる 植 物として あら ゆ る
場面で活用されてきたハーブ「ホー
リーバジル」
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非加熱の、生きているハーブ生酵素から生まれた
生酵素酢。若さと健康、そして美しさを保つため
にお好みの香りをお楽しみください。

しそ 生 酵 素 酢
200 ml
500 ml

【冷蔵】

¥ 972（税込）
¥ 2,160（税込）

ホーリーバジル 生酵 素 酢
200 ml
500 ml

【冷蔵】

¥ 972（税込）
¥ 2,160（税込）

＊スピリチュアルメッセージ：自分 体内の
pH 調整される。
「価値観、間違ったことを
してはならない、間違ったことをする奴を許
せない」がゆるむ。自分の思い通りにしたい
意識がゆるんで、自分の邪魔をする奴が許
せないという意識がゆるむ。丸くなる。

＊スピリチュアルメッセージ：自分の考えや
価値観では許せない、受け入れられない人
に対し、許せる、受け入れられる器が少し
ずつ大きくなっていって、不満や怒りを緩め
てくれる。不満や怒りが減り、喜びが増える。

原 材 料 名：豊 受しそ
（ 静 岡 函 南 産 ）、
しそ 生 酵 素

原材料名：豊受ホーリーバジル
（静岡函南産）、
ホーリーバジル生酵素

【ハーブ生酵素酢のとり方の目安】
毎日スプーン１杯飲む習慣、これから始めて
みませんか。料理の美味・栄養にアクセント
をつけるナチュラルな調味料としてもお楽しみ
ただけます。それぞれに味が全く異なるので、
組み合わせても楽しめます。

お料理での使用例は Youtube
とようけチャンネル
「とらこ先生クッキング」
無料動画もご覧ください。

★ 100ml 商品は、200ml 商品に移行しました。
・ハーブをご利用の際は、妊娠中、通院中、お薬を服用中の方は、事前に医師、薬剤師、専門家の意見も参考の上、ご使用ください。
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豊受野菜の
ミネ ストロ ー ネ
200g

豊 受 特 製 野 菜と
【冷蔵】

大 豆 の カレ ー
200g

¥432（税込）

豊受ハーブの
セージの葉入り

【冷蔵】

¥432（税込）

豊受レトルト一番人気！自

豊受レトルトの定番！固定

然農で育てた豊受野菜が

種在来種の種からこだわり

ゴロゴロ入った辛味の少な

自然農で育てた、栄養豊富

い和風カレー。セージの風

な豊受野菜のうま味がぎゅ

味が効いてます。大豆は遺

ーっと凝縮された、豊受特

伝子組み換えではない
「福

製ミネストローネです。一

豊」
を使用。お子様から年

度食べたらまたリピートし

配の方まで満足いただける

たくなる美味しさ。パンに

栄養満点カレーです。

もご飯にも合う食べるスー
プです。
原材料名 : 野菜（タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、キャ
ベツ）、鶏ガラスープ、有機トマトソース、無塩バター（乳
を含む）、ケチャップ、にんにく、オリーブオイル、食塩、
マジョラム

人 参と豆 乳 の ス ープ
200g

【冷蔵】

¥432（税込）

原材料名 : チキンブイヨン、豊受野菜
（じゃがいも、人参、ご
ぼう、玉ねぎ、レトルト大豆）トマトミックスソース、万能だれ、
甘酒、りんご、無塩バター、ケチャップ、カレーパウダー、
にんにく、生姜、中濃ソース、片栗粉、野菜ブイヨン、食塩、
ガラムマサラ、セージ、唐辛子

どっさり大 麦と
野 菜 のリゾット
200g

¥432（税込）

目覚めよ、腸脳力！美味しい

豊受固定種のにんじん
「黒

だけじゃもう満足しないあな

田五寸」
と、大豆
「フクユタ

たに。カロリー控えめ、食物

カ」をたっぷり凝縮、コク

繊維やタンパク質たっぷり、

のあるまろやか健康スープ

栄養豊富、もちもちの大麦が

を作りました。栄養満点な

どっさり入ってます。ビタミ

のでお腹も心も大満足。年

ンＢ群も豊富。大麦に多く含

齢問わず、幅広く長く愛

まれる水溶性食物繊維βグル

されている豊受定番の味

カンは、糖や脂肪の分解や吸

です。

【冷蔵】

収に大きく関わっている胆汁
酸の新陳代謝を促進。腸の
働きも助けます。

原材料名 : 人参（静岡県函南産 黒田五寸）
、豆乳(静岡県函南産
大豆 フクユタカ使用）
、玉ねぎ
（静岡県函南産 ）
、鶏スープ、野菜
ブイヨン、無塩バター、塩、胡椒

原材料名 : うるち性（裸麦）・マンネンボシ、野菜ブイヨン
（液
体）、にんじん、玉ねぎ、ゴボウ、しいたけ、野菜ブイヨン
（顆粒）、
塩、ブラックペッパー、サンショウ
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鯖の味噌煮
1切

豊受ハーブの
セージの葉入り

【冷蔵】

¥432（税込）

筑前煮
150g

【冷蔵】

¥432（税込）

和食の定番をもっと気軽に

固定種、在来種、自家採種

食卓に。人工的な添加物不

の種にこだわり、農薬や化

使用。脂ののった鯖を、豊

学肥料を使わずに育てた、

受黒大豆みそで煮込みまし

自然農の野菜のうまみに、

た。
上品な甘さが絶妙です。

豊受万能だれの味が染みこ
み、安心の美味しさ。シン
プルだから、素材の良さが
引き立ちます。ベジタリア
ンの方も満足の一品です。

原材料名：さば(ノルウェー産)、
黒大豆みそ
（大豆を含む）、
粗糖、みりん、酒、ショウガ、セージ

よ み が えり野 菜 ス ープ 【冷蔵】
500ml

¥432（税込）

大根、大根葉、人参、ゴボウ、
椎茸を煮込んで、滋味あふれ
る野菜スープを作りました。
飲みやすく、吸収しやすく、
栄養満点の御古菌入りスープ
です。冷たいままでも、温め

原材料名 : じゃがいも 、人参 、ごぼう、しいたけ、こんにゃく 、
たけのこ、万能だれ（みりん 、粗糖 、酒）

炊 き 込 みご は ん の 素
380g

【冷蔵】

¥734（税込）

たけのこ、ごぼう、しいたけ、
ひじき、切干人参、切干大
根と具材たっぷり2合のご飯
と一緒に炊いてよく混ぜて
お召し上がりください。心
がほっとする味わいです。

ても。野菜ダシとして料理に
もご使用いただけます。

原材料名：大根、大根葉、人参、
ごぼう、干し椎茸
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原材料名 : 具（たけのこ、ごぼう、ひじき、切干人参、切干大根、
しいたけ）、調味醤油、塩麹、酒、油揚げ、ごま油、出汁：か
つお、こんぶ
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きん ぴらご ぼう
80g

【冷蔵】

¥378（税込）

卯 の 花（ お から）
100g

【冷蔵】

¥378（税込）

有機農業で元気に育ったごぼうと人参で丁寧

遺伝子組み換えではない自家採種で育てた大豆

に仕上げた美味しくてヘルシーな きんぴらご

のおからを、栄養価の高い豊受黒田五寸にんじ

ぼうです。もう一品 欲しい時に、お 弁当に

んと一緒に炊いた、具だくさんな卯の花です。

も重宝します。

しっかり味でご飯に合います。ベジタリアンの方
にも。

原材料名:ごぼう、人参、万能だれ
（醤油、粗糖、
みりん、料理酒、みりん糖）、白ごま、海塩、昆
布濃縮だし、唐辛子

人 参 サラダ
100g

【冷蔵】

¥378（税込）

生でも美味しい豊受黒田五寸ニンジンに、ホメガ
オイルとマジョラムを加えた、栄養たっぷりで健
康な、ドレッシング要らずのサラダです。サラダ
として、おつまみとして、ご飯にも合う美味しい
一品です。
原材料名：人参（静岡県函南産黒田五寸にんじん）、
塩糀、ホメガオイル、みりん糖、ブレンド酵素酢、昆
布粉、マジョラム、乾燥人参葉

原材料名：おから、糸こんにゃく、人参、みりん、
醤油、人参葉、粗糖、油あげ、干し椎茸、なたね油、
海塩、ごま油

ベ ジ マヨ ポ テ サ ラ
120g

【冷蔵】

¥410（税込）

豊受自然農育ちの野菜たちを皮ごとたっぷり入
れました。バランスよく体に優しいオイルを使用。
栄養満点、べジタリアンも満足の食感が楽しい
新感覚サラダです。
原材料名：じゃがいも、大豆、人参、ひじき、オ
リーブ油、豆乳、ゴーヤ、橙果汁、米酢、ホメガ
オイル、塩、にんにく、みりん糖、ブレンド酵素、
味噌、胡椒
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豊受豆腐の 厚揚げ
1個

【冷蔵】

¥378（税込）

野沢菜漬け
50g

豊 受自然 農 産 大 豆フクユタカを
10 0％使用した豊受豆腐を、非遺
伝子組み換えなたね油で揚げまし
た。煮たり焼いたり、アレンジがき
くヘルシー食品です。

【冷蔵】

¥378（税込）

ご飯のおともに、しっかり味の
染みた野沢菜漬けを。お茶漬け、
おにぎりなどにもぴったりです。
麺類にも合います。ごまの風味
が効いてます。

原材料名：豊受豆腐（豊受自然農産
大豆フクユタカ）

原材料名： 野沢菜、漬け原材料（焼
き塩、昆布、柿の皮、鷹の爪）、醤油（小
麦、大豆を含む）、みりん、ごま油、し
ろごま

あじわい煮豆

蒟蒻の甘辛煮

75g

【冷蔵】

¥378（税込）

100g

【冷蔵】

¥378（税込）

豊受自然農園静岡自家採種の種か

コンニャクを豊受の生揚げしょう油

ら育てた大豆フクユタカ100%使

と、みりん糖でやさしい味わいに仕

用のとても優しい味がする煮豆で

上げました。もう一品欲しい時に、

す。ごはんにまぜたり、サラダに

お弁当にも重宝します。

トッピングしたりとお好みでお使
いください。
原材料名： 大豆、醤油（小麦、大
豆を含む）
、清酒、みりん、粗糖、
メープルシロップ、昆布
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原材料名： コンニャク、醤油
（小麦、
大豆を含む）
、粗糖
（きび糖）
、みりん、
酒、メープルシロップ(一部に大豆を
含む)、ゴマ油、鷹の爪

FOOD&DRINK

豊受自然農特製オーガニック麺＆スープ

豊 受 麺 ス ープ
500ml

【冷蔵】

¥486（税込）

エキネシア生酵素、カレンデュラ生
酵素、ホーリーバジル生酵素など、
豊受の生ハーブの酵素と酢が味にア
クセントをつけた、鶏ガラベース、
豊受野菜もしっかりあわせた豊受麺
用スープです。麺スープ以外にも出
汁にもどうぞ。
原材料名:鶏ガラスープ、みりん、食塩、
野菜ブイヨン
（顆粒）、にんにく、しょうが、
エキネシア生酵素、カレンデュラ生酵素、
ホーリーバジル生酵素、ごま 油
※この商品は、鶏、ごまを使用しており
ます。アレルギーをお持ちの方はご注意
ください。

豊受麺
100g

冷凍

¥194（税込）

豊受自然農園産の小麦ミナミノカオリ
を100％使用した体にやさしく、とっ
てもヘルシーなもちもち麺です。豊受
野菜ラーメンに、夏は冷やし中華に、
つけ麺にも。豊受麺スープでより一層
美味しさが際立ちます。
原材料名:小麦粉（準強力粉 静岡函南産ミ
ナミノカオリ）、水、塩、蒙古かん水
※この商品は、小麦を使 用しております。
アレルギーをお持ちの方はご注意ください。
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豊受 小麦粉
各種500g

¥540（税込）

農薬・化学肥料を使わない豊受自然農法で
栽培した、体に優しい小麦です

小麦本来の風味と豊かなコクが特徴の品種

オメガ

ωグリアジン
フリー

「農林 61 号」を、栄養価の高い外皮も丸ご
と自家製粉して、ビタミンとミネラルたっ
ぷりの全粒粉に仕上げました。
「農林 61 号」
は小麦の国内主力品種で、小麦タンパク（グ
ルテン）の量が少なめの中力粉です。主に
うどん等の麺類用として使用し、パンの原
料にも利用され、天ぷらに使用すればとて
もカラっと揚がります。過去に世界で行わ
れた緑の革命（戦後の小麦の品種改良）以降、
現在栽培されている小麦のほとんどにグリ
アジンという物質が含まれるようになりま

全粒粉
農林 61 号

した。最近の研究では、このグリアジンの
中でもω（オメガ）- グリアジンがアナフィ

オメガ

ωグリアジン
フリー

ラキシーショックなど食物アレルギーの原
因に関係していることが分かったそうです。
「農林 61 号」はこのω - グリアジンを含ま
ない品種として、現在栽培されている小麦
の中では数少ない昔ながらの品種の１つで
す。全粒粉はお菓子作りやパン作りに、薄
力粉は天ぷらやフライなど普段のお料理に
どうぞ。

薄力粉
タンパク質が豊富な「豊受小麦」を、農薬
･ 化学肥料を使わない豊受自然農法で栽培
し自家製粉した準強力粉です。
「豊受小麦」
は、小麦タンパク（グルテン）の量が多く、

農林 61 号

もちもちとした触感の美味しいパン作りに
最も適しており、麺やピザ生地作りにも合
うのが特徴です。過去に世界で行われた緑
の革命（戦後の小麦の品種改良）以降、現
在栽培されている小麦のほとんどにグリア
ジンという物質が含まれるようになりまし
た。最近の研究では、このグリアジンの中
でも ω ( オメガ )- グリアジンがアナフィラ
キシーショックなど食物アレルギーの原因
に関係していることがわかったそうです。
「豊受小麦」はこのω - グリアジンを含む量
が少ない品種とされています。

準強力粉
豊受小麦
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バター、乳（デイリー）を使わない、
全粒粉を使った手作りクッキー

全 粒 粉 クッキ ー
各1枚

¥185（税込）

オメガ

ωグリアジン
フリー

マーブル

カレンデュラ

ヘンプ

全粒粉とココアが描くマーブル模様クッ

天然のカロチノイドを多く含むカレン

良質なタンパク質、必須アミノ酸、必須

キーにバイタルソルトの粉糖を贅沢にま

デュラの爽やかな風味。食欲がないと

脂肪酸などをバランスよく含んだ麻の実

ぶしました。ほどよい甘さとサクサクと

きでも思わず手が出る美味しさです。

でクッキーを作りました。栄養たっぷり

した食感でお子さまにも人気です。

のヘンプクッキーで心も体も元気に!

共通原材料名： 小麦 ( 農林 61 号 )、菜種油、粗糖、片栗粉、自家製豆乳、水、塩、ベーキングパウダー ( アルミフリー ) ・ヘンプ：
食用ヘンプ・マーブル：ココア、粉糖 ( バイタルソルト )・カレンデュラ：カレンデュラ
※表記以外の全粒粉クッキーの製造・販売を終了しました。

農 6 1クッキ ー
ジンジャー＋ウコン
10個入り

￥540（税込）

ωグリアジンを含まない昔ながらの
小麦『農林61号』を使用

オメガグリアジンを含まない小麦「農林 61 号」の全粒粉と薄
力粉から、新サク！クッキーが誕生しました。ジンジャーとウコ
ンのさわやかな甘みと小麦の深い味わいが人気です。小麦が苦手
な方にもきっと満足いただけます。カシューナッツも入ってます。
原材料名：薄力粉、
全粒粉
（静岡函南産小麦農林61号）、
バター、カシューナッツ、粗糖、バニラエキストラクト、
ジンジャー粉末、ウコン粉末
※農61プレーン味、チコリー味は製造・販売を終了しました。

サン キューブ
6個入り

¥421（税込）

サンキュー太陽。サンキュー自然。
Sol.バイタルソルト、Parathyr-gl.のレメディー入りエナジーバー

豊受の考えるバランス栄養補助食品。抗酸化ビタミン
やカルシウムが豊富な野菜や果物、タンパク質や食物
繊維が豊富な穀類に、必須脂肪酸を含むホメガオイル、
ハーブ生酵素、12 種類のミネラル、御古菌も入れまし
た。体に心に魂に、
リチャージ活力。緊急時の非常食に、
空腹時のエネルギー補給に。ベジタリアンの方も大満
足のエナジーバーです。
原材料名：薄力粉
（豊受小麦）、みりん糖、、カシューナッツ、柚子ジャム
（柚
子皮、果汁、粗糖、ジンジャーシロップ）、きな粉
（豊受大豆）、ごま、ブ
レンド酵素、ホメガオイル、野菜他粉末
（かぼちゃ、大根、しいたけ、カレ
ンデュラ、人参、カモミラ）、カツオ風味だし、ワカメ粉末、ひじき粉末、
御古菌
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発芽玄米餅米粉を使用した
もっちもちの生地
豊 受 食 パン
1斤（250g）

冷凍

お召し上がり方
冷凍庫から出し自然解凍 2時間ほどでおいしくお召し上がり
いただけます。
お好みで蒸したりトースター等で温めてお召し上がりください。

冷凍

豊受あんぱん

オメガ

ωグリアジン
フリー
1個（80ｇ） ¥259（税込）
【ショップ販売限定単位】

¥540（税込）

¥1,296（税込）
【 モール冷凍便限定単位】

カレンデュラの花びらを練り込み

80g × 5個

ました。噛むほどに広がる深い味

国産小豆の餡をぎっしり詰め込んで美味しい

わいのもっちり食パンです。

あんぱんを焼きました。

原材料名：強力粉、小麦全粒粉、玄米餅米粉、サラダ
油、酵母、塩、カレンデュラ

豊 受 酒 蒸しパ ン

冷凍

1個（50g）¥237（税込）
【ショップ販売限定】

50g × 5個

¥1,188（税込）
【モール冷凍便限定単位】

豊受原酒の酒粕を使った
風味豊かな蒸しパンです。

原材料名：小麦粉
（豊受農林61号小麦）
、粗糖、酒粕
（豊
受原酒）
、酒
（豊受原酒）
、ベーキングパウダー
（アルミ
フリー）
、重曹、御古菌
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原材料名：強力粉、小麦全粒粉、玄米餅米粉、サラダ油、酵母、
塩、カレンデュラ、
小豆、粗糖

豊 受 まん

冷凍

1個（63g） ¥280（税込）
【ショップ販売限定】
63g × 5個

¥1,404（税込）
【 モール冷凍便限定単位】

「野沢菜の漬物」
を炒めて、
「農61小麦」
で包ん
だ豊受自然農素材100％使用の
『中華風惣菜
まんじゅう』おやつでも、主食でもどうぞ。

原材料名：小麦粉
（豊受農林61号小麦）
、粗糖、酒粕
（豊受原酒）
、
酒
（豊受原酒）
、ベーキングパウダー
（アルミフリー）
、重曹、御古
菌、具材
〈野沢菜、漬け原材料
（焼き塩、昆布、柿の皮、鷹の爪）
、
醤油
（小麦、大豆を含む）
、みりん、ごま油、白ごま〉

FOOD&DRINK

豊受自然農からの、心をこめた贈り物
フェイスチョコウィズリキュール【冷蔵】
60g

￥972（税込）

コアントロー（リキュール）を麦芽糖にからめ、
Faith チョコに閉じ込めました。チョコレートは、
糖の悪さをしない希少糖「みりん糖」を使用した
自然な甘さとほろ苦さ、ゆっくりと余韻を楽しめ
る深い味わい。喜びで心が一杯に！信仰心を呼び
覚ますチョコレートです。
原材料名：有機チョコレート、みりん糖、ココナッツオイル、
マカダミアナッツオイル、糀、ココア、ウコン、

畑のカップケーキ
1個（約70g）

【冷蔵】

￥648（税込）

乳（デイリー）を使わない、原材料もシンプルに
フクユタカ大豆、農林 61 号小麦をベースに、黒
大豆みそを加えました。幸せになるケーキです。
豆乳
（静岡県豊受自然農産大豆 フクユタカを使用）
、卵、粗糖、薄力粉
（静
岡県豊受自然農産小麦 農林61号を使用）
、レモン汁
（静岡県豊受自然農産
レモンを使用）
、柚子マーマレード
（柚子
（皮、果汁）
、粗糖、ジンジャーシロ
ップ）
、寒天、カレンデュラ生酵素、コアントロー、味噌（静岡県豊受自然
農産 黒大豆を使用、米、塩、丸麦、麹菌）

豆乳チーズA
100g

【冷蔵】

￥972（税込）

豆乳チーズB
100g

【冷蔵】

￥972（税込）

豊受自然農のフクユタカ大豆100％の豆乳と御古菌Aで作った濃

豊受自然農のフクユタカ大豆100％の豆乳と御古菌Bで作った芳

厚なチーズです。深いコクと塩気があり、ほんのりと甘くまろや

醇なチーズです。さわやかな酸味がありフルーティーな風味。動

かな味。動物性のものは全く使用していませんのでヴィーガンの

物性のものは全く使用していませんのでヴィーガンの方にも。ワ

方にも。ワインにも料理にも、パンやフルーツとも合います。

インにも料理にも、パンやフルーツとも合います。

原材料名：発酵豆乳
（静岡県産大豆、遺伝子組み換えではない）
、カシューナッ

原材料名：発酵豆乳
（静岡県産大豆、遺伝子組み換えではない）
、カシューナッ

ツ、ココナッツオイル、塩糀、ホメガオイル、ひまわりの種、ニュートリショナ

ツ、ココナッツオイル、塩糀、ホメガオイル、ひまわりの種、ニュートリショナ

ルイースト、にがり、味噌、ジャガイモデンプン、ハーブソルト、ウコン

ルイースト、にがり、味噌、ジャガイモデンプン、ハーブソルト、ウコン
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豊受自然農の無添加３種ゼリー 柚子、うら紅紫蘇、
チコリコーヒーゼリー

柚 子 ゼリー
90g

うら紅 紫 蘇 ゼリー

【冷蔵】

￥410（税込）

90g

￥410（税込）

自然農園育ちのまっさらな、柚子が香る

豊受自然農育ちのうらべに紫蘇の癒しの

ゼリーです。

香りのゼリーです。

原材料名：粗糖、柚子
（果汁、果皮）
、ジンジ
ャーシロップ
（粗糖、静岡県豊受自然農園産シ
ョウガ、リンゴ酢、クエン酸、クローブ、シ
ナモン、コショウ、ローリエ）
、寒天

豊 受 ゼリー セット

【冷蔵】

原材料名：うら紅紫蘇ゼリー：しそ濃縮
（粗糖、
裏紅紫蘇、リンゴ酢）
、レモン果汁、寒天

チコリーコーヒーゼリー

【冷蔵】

￥410（税込）

６個セット￥2,462（税込）

90g

柚子ゼリー、うら紅紫蘇ゼリー、チコリコーヒー

焙煎チコリー根の風味豊かなゼリーです。

ゼリー各２個入り
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【冷蔵】

原材料名：チコリ抽出液、粗糖、寒天

FOOD&DRINK

※写真はイメージです。

オランジェット（ 季 節 限 定 ）

柚子マーマレード
（季節限定）

【冷蔵】

￥486（税込）

90g

粗糖に漬けこみ、有機のココアパウダーでコーティン

自然農育ちの柚子の皮も果汁もたっぷり。ビタミンＣが

グしました。お子様から年配の方まで幅広く楽しめる、
素朴なお菓子です。お茶のお供にはもちろん、お酒に
も合います。

￥486（税込）

いっぱい詰まったマーマレードです。
原材料名：柚子（皮、果汁）、粗糖、ジンジャーシロップ

原材料名：甘夏（静岡県函南産）
、
粗糖、コアントロー、ココアパウダー

乾燥みかん

（ 無 添 加ドライフ ル ー ツ ）

￥270（税込）

林 檎と無 花 果

（ 無 添 加ドライフ ル ー ツ ）

￥594（税込）

豊受自然農静岡函南の農場で育った、無農薬無化学肥

農薬も化学肥料も使わず、自然農で育てたリンゴとイ

料のみかんを季節を問わず食べられるように、また、

チジクを、干しただけのシンプルなおやつです。やわ

持ち歩きしやすい、小腹が空いたときのおやつ替わり

らかくて、歯切れもよく、自然な甘みが美味しいです。

にもぜひカバンに一つ、必須携帯保存食品をどうぞ。

子供からお年寄りまで安心な、体に優しいおやつです。

原材料名：温州 みかん（静岡県函南産）

原材料名：リンゴ、イチジク

56

FOOD&DRINK

豊 受 お か きしょうゆ 味

豊 受 お かき塩 味

90g ￥540（税込）
国産有機もち米使用。油で揚げずにオーブンでしっか

90g

りカリッと仕上げたくせになるおかきです。

りカリッと仕上げたくせになるおかきです。

原材料名：もち米（国産）
、醤油（豊受生揚げと重ね仕込
みブレンド・原材料に大豆を含む）
、カレンジュラ生酵素、

さや 煎り落 花 生
80g

￥324（税込）

原材料名：もち米（国産）
、海洋深層水塩、昆布濃縮だし

５G
150g

￥648（税込）

豊受自然農で育てた栄養価の高い落花生を、てい

豊受の５Gが登場！朝日米、黒米、大麦、小麦、玄米

ねいに煎りました。香ばしく、甘味があり、後ひく

の5種類のグレイン
（穀物）
をポン菓子にしました。その

美味しさ。えぐみがないので薄皮も食べられます。

ままポリポリ、または豆乳をかけておやつや朝食にも。

原材料名：落花生（栽培時、農薬・化学肥料不使用）
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￥540（税込）

国産有機もち米使用。油で揚げずにオーブンでしっか

原材料名：豊受あさひ米、豊受あさひ米玄米、黒米、大
麦（マンネンボシ）
小麦（農林６１号）
、有機みりん糖（有
機もち米、米糀、有機米焼酎）

HERB

酵素が生きてる豊かな味わいの、ローハーブティー。
自然農で育てた10種類のハーブをブレンドしました。
バ イタル ハ ーブ
15g

¥1,080（税込）

洞爺自然農園産の10種類のハーブを混ぜ合わせた健康ブレンドティー。色鮮やかな
ハーブが混ざり合うことで、味と香りと癒しが、一層高まります。

・ハーブをご利用の際は、妊娠中、通院中、お薬を服用中の方は、事前に医師、薬剤師、専門家の意見も参考の上、ご使用ください。
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北海道の太陽を燦々と浴びて育った、ハーブの力
洞 爺 産 ロ ー ハ ーブ
各 1袋

¥515（税込）

※種類によって内容量は異なります。季節により種類は変わります。

洞爺自然農園産の各種ハーブを30℃の低温でじっくり乾燥 。生ハーブにひけをとらない、
酵素がいきたローハーブです。旬の旨味と薬効を1年中お楽しみください。

アルファルファ

エキネシア

イラクサ

オレンジジェムマリーゴールド

ホーリーバジル

スギナ

コモンマロウ

ミュルフォリューム

ヨモギ

カレンデュラ

ハイペリカム

ス パ イス ハ ーブ
各 5g

¥648（税込）

料理の深みがグッと増 す
自然農で育った、
元気いっぱい気がいっぱい
の乾燥ハーブを、料理の隠し味に。
ご使用方法
オレガノ … ピザやパスタ、
ドレッシング作りに。
タイム … ロースト系の料理やスープに合います。
ホーリーバジル … タイ・インド料 理 。魚やレバーの臭い消しに。

各原材料名：オレガノ、タイム、ホーリーバジル

・ハーブをご利用の際は、妊娠中、通院中、お薬を服用中の方は、事前に医師、薬剤師、専門家の意見も参考の上、ご使用ください。
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北海道洞爺の自然農園で育ったハーブから生まれた蒸留水です。
ハーブ蒸留水

100ml

カラマツ

¥1,100（税込）

ハーブ蒸留水

100ml

カシス

¥1,100（税込）

ハーブ蒸留水

100ml

オレガノ

¥1,100（税込）

ハーブ蒸留水 アップルミント

100ml

¥1,100（税込）

●スピリチュアルメッセージ： ●スピリチュアルメッセー

●スピリチュアルメッセー

●スピリチュアルメッセー

恐れが緩む。恐れがある人に さいなことでも嬉しい気持

覚めさせ、神仏を否定する

自分だけを愛してという意

人から嫌われ、見捨てられる ジ： ハ ッ ピ ー に な れ る。 さ
一歩踏み出せる勇気を与える。 ちにさせてくれる働きがあ
る。

ハーブ蒸留水 ペパーミント

100ml

¥1,100（税込）

●ハーブティーやアロマだ
けでなく、身の回りのさま
ざまな用途に。アンチエイ
ジングにもおすすめです。

ハーブ蒸留水 マジョラム

100ml

¥1,100（税込）

ジ：眠っている信仰心を目
意識が緩み、真の愛に気付
く。

ハーブ蒸留水

100ml

ドクダミ

¥1,100（税込）

ジ：自分だけを見つめて。
識がゆるんで、嫉妬心が減
る。

ハーブ蒸留水

100ml

トドマツ

¥1,100（税込）

●スピリチュアルメッセージ： ● ス ピ リ チ ュ ア ル メ ッ セ ー

●スピリチュアルメッセー

と思うようになる。

緩み、損をしてもいいと思

慈悲の心。人に対する無関心が ジ：人から馬鹿にされても、 ジ：利他の精神が育つ。他
ゆるみ、他者を助け、守りたい どんなに挫折しても、やり直 者に見返りを求める意識が
そうと思う勇気を与える。

えるようになる。
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ハーブ蒸留水

ハーブ蒸留水 ワイルドベルガモット

100ml

¥1,100（税込）

100ml

ルータ

¥1,100（税込）

ハーブ蒸留水

100ml

ヨモギ

¥1,100（税込）

ハーブ蒸留水 ホーリーバジル

100ml

¥1,100（税込）

●スピリチュアルメッセージ：クン

●ヨーロッパでは古くは衣

●スピリチュアルメッセー

●スピリチュアルメッセージ：こ

ストラルエネルギーの滞りを減ら

お酒の風味づけなどに利用

す。人が不幸になることを

己卑下からなる自分は相手にされ

ダリーニエネルギー、プラーナ、ア

類の防虫や、魔除け、料理、

し、気の流れをよくする働きがある。 された長く活用されている
ハーブです。

ハーブ蒸留水

100ml

スーヤ

¥1,100（税込）

ジ：人を恨み、憎む心を癒
喜ぶ魂を汚す意識を浄化し、
利他の心に変える。

のままの自分でいいと思える。自
る価値のない人間なんだという意

識が緩み、相手に評価を求めなく
なる。

ハーブ蒸留水 フェンネル

100ml

¥1,100（税込）

●スピリチュアルメッセージ：誤った信仰心。神などい

●スピリチュアルメッセージ：他者は自分を助けてくれる

神は罰を与える。差別する。えこひいきする。神は恐い。

ればいけないという殿様意識、お姫さま意識が強く、周囲

を改めさせ、正しい信仰心、正しい神仏の働きを気づか

意識を緩め、特別扱いされたい意識が減り、生きやすくす

ない。そんな物信じたところで意味がない。効果がない。

はず、よくしてくれるはずだという自分を特別扱いしなけ

無慈悲だ。残酷だ。などと誤った意識、価値観、考え方

から疎まれて嫌われて、浮いた存在になっている人に殿様

せる効果がある。

る働きがある。偉ぶりたい人にいい。

●ご使用例：フェイスやボディースプレーとして。マスクや衣類、お部屋にシュッとひと吹き。加湿器の水に少量加えたり、
入浴剤やリネンウォーター代わりにもご使用いただけます。
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天然ハーバル水でプラーナ Up ！
北海道洞爺のハーブ蒸留水 X 静岡函南の湧水 ノンカフェイン・ノンカロリー

無着色・無香料

ハ ー バ ル ス ピリッツウォーター
500ml

¥399（税込）

洞爺湖を臨み、美しい大自然の中で育った洞爺農場のハーブは、香りが高く、天と地からのプラーナに
満ち溢れています。そのハーブを蒸留することで植物に宿るスピリッツを引き出し、「ハーバルスピリッ
ツ・ウォーター」が誕生しました！贅沢ブレンド「ハマナス、ウラベニシソ、ホーリーバジル、アップ
ルミント、ポンカン」スッキリ爽快感があり、怒りの感情をゆるめ、悲しみを癒し、優しい気持ちで
前向きに！心身を良いエネルギーで満たし、毎日を活き活きとお過ごしください。
全成分 水（静岡函南湧水）
、北海道洞爺蒸留水（ホーリーバジル、ポンカン、ハマナス、ウラベニジソ、アップルミント）
●飲用以外でのご使用例：フェイスやボディースプレーとして。マスクや衣類、お部屋にシュッとひと吹き。ハンドタ
オルに含ませて爽やかなおしぼりに。加湿器の水に少量加えたり、入浴剤やリネンウォーター代わりにもご使用いただ
けます。

62

FOOD&DRINK

水分補給しながら腸内環境も整え
細胞からうるおう

海幸彦
500ml

【冷蔵】

¥432（税込）

体に必要なミネラルが豊富に含まれている海洋深層水と、自然農で熟成されたカレン
デュラ生酵素とエキネシア生酵素酢、癒しのカモミール水とビタミン豊富な橙に、生
命組織塩のレメディ―、太陽光のレメディ―、海水のレメディ―、グルタチオン対応
のサポートチンクチャーもブレンド。運動、労働に必要な栄養素を一つにした体液と
同じ浸透圧の真正・天然スポーツドリンクです。

原材料名：海洋深層水、カレンデュラ生酵素、カモミール水、橙、エキネシア生酵素酢
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毎日の健康に、生きた菌の自然農ドリンク
原材料が米糀の甘酒に変わり

おかえり腸内細菌

豊菌グルト 【冷蔵】
90g

¥302（税込）

腸は免疫の 70％を司るといわれています。現代人のライフスタイルは腸内細菌が減りやすい環
境を作り出しています。腸内細菌が減ると、心や体の健康状態を大きく左右します。豊菌グル
トに含まれる「豊受御古菌（とようけおんこきん）
」の中には、心を安定させるセロトニンや、
やる気や記憶力を司る腸内で作る菌が含まれています。腸内環境が整うと、まろやか菌や、お
だやか菌、アイラブユー菌などが増えて、元気を運んできてくれます。豊菌グルトは、アクティ
ブフローラに乳酸菌豊富な竹水や豊受御古菌が入った植物性発酵飲料です。

原材料名：甘酒（米こうじ）、リンゴジュース、豆乳ヨーグルト
（豆乳、さつまいも、米こうじ、炒りぬか、玄米、みりん糖、竹水）、
酒粕、橙※本商品は、原材料に無農薬・無化学肥料のりんご、大豆を使用しています。
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がまんしないで甘いもの。
毎日 本、チコリラテ

ノンカフェインのコーヒー風味甘酒ドリンク

1

チコリ＆米糀甘酒ラテ【冷蔵】
90g

¥248（税込）

チコリの根の部分を乾燥させたものを焙煎して作られたノンカフェインのコーヒー風味のドリン
クです。米糀から作られた砂糖不使用の甘酒とのコンビで、お休み前にも飲める、甘いものは…
なんて気にせずにおとりください。イヌリンの成分が含まれたチコリ。デザート代わりに食後に
1 本がおすすめです。
原材料名：甘酒（米こうじ）、チコリー根粉末
（焙煎）
北海道洞爺産
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おかえりミネラル
おかえりビタミン
フィト（植物）のパワーで内側から輝くあなたに。大地のエネルギーをたっぷり吸収
した、生命力の高い野菜と果物とハーブ配合のジュース。元気が必要な時の栄養補給
に。肉体的にも精神的にも抵抗力が強くなって、ストレスに強い私になりましょう。

新パッケージになりました

フィトパワージュース（オレンジ）【冷蔵】
200g

¥410（税込）

粘膜を保護するニンジンとヘチマがたっぷり入って、りんごの甘みとポンカンの酸味、
ゴーヤとウコンが優しく体を潤します。まるで野菜を食べているかのような満足感。
フィトパワージュースオレンジ 原材料名:りんごジュース
（青森県産）、静岡県函南産豊受自然農野菜
（にんじん、ぽんかん、
へちま）、野菜粉末
（ゴーヤ、ウコン）、竹水
※本商品は、原材料に無農薬・無化学肥料のりんご、ぽんかん（オレンジ）
を使用しています。

フィトパワージュース（グリーン）【冷蔵】
200g

¥410（税込）

すっきりした甘さで飲みやすく、ファイトケミカル豊富な緑の野菜が丸ごと入って栄養
たっぷり。緑黄色野菜の自然な恵みが体の隅々まで染み渡る。ミネラル不足の現代人に、
強力な助っ人です。
フィトパワージュースグリーン 原材料名:りんごジュース
（青森県産）、小麦若葉、ウコン
（静岡県函南産）、だいだいエキス、
野菜粉末
（ゴーヤ、空心菜、モロヘイヤ、藍の葉
※本商品は、原材料に無農薬・無化学肥料のりんご、だいだいを使用しています。
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甘さと刺激のバランスが絶妙
ジンジャー シ ロップ
500ml

¥2,036（税込）

農薬化学肥料不使用
自家採取の種使用

角切りショウガの食感も楽しいジンジャーシロップ。粗糖のやさしい甘さに、
クローブやシナモンなどの香辛料をブレンドして奥行きのある味わいに仕上
げました。ショウガに含まれるジンゲロールという成分が働き、飲むと体が
ポカポカとしてきます。
お召し上がり方
3～4倍を目安にお水やお湯、炭酸水などで割ってお
召し上がりください。料理やお菓子作りにもご利用
いただけます。

原材料名：粗糖
（きび糖）
、ショウガ、リンゴ酢、
クエン酸、クローブ、シナモン、コショウ、ローリエ

心がほっこりとする素朴な味わい
しそ 濃 縮
500ml

¥1,944（税込）

農薬化学肥料不使用
自家採取の種使用

赤紫蘇には、話題のファイトケミカル・アントシアニンが豊富！
自然農で育ったアカシソをていねいに手摘みして粗糖で煮詰め、
濃縮シロップを作りました。郷愁を誘うなつかしい味わいと、
すっきりとしたのどごしをお楽しみください。
お召し上がり方
3～4倍を目安にお水やお湯、炭酸水などで割ってお召し上
がりください。料理やお菓子作りにもご利用いただけます。

原材料名：粗糖
（きび糖）
、アカシソ、リンゴ酢、
カレンデュラ酢、クエン酸

伊豆半島の名産、ダイダイを生搾り!
橙 -だ いだ い 200ml

¥1,836（税込）

ビターオレンジという別名のとおり、強
い酸味と苦みが特徴です。去痰薬・健胃
薬として用いられる、漢方の橙皮の原料。

お召し上がり方
ぽんずとしてお料理に。
生揚げ、ホメガ オイルや生 麻 オイル
と混ぜてドレッシングに。
豊受自然農のしそ濃縮やジンジャーシ
ロップ、ほめ補酵素、ほめ水などの味の
アクセントに数滴加えてお使いください。

ぽん酢、飲み物の風味付けなど幅広くお
使いいただけます。
原材料名：だいだい果汁、酸味料
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米 糀 甘 酒【冷蔵】
200g

¥302（税込）

無 調 整 豆 乳【冷蔵】
200ml

¥302（税込）

飲む点滴と言われるほど、栄養豊富な甘酒は、
妊婦さんやお子様にもオススメです。砂糖不使

豊受大豆を使った、無調整の豆乳。そのままお

用で作られた「米糀甘酒」の、米糀の自然な甘
みをぜひご賞味ください。そのままお飲みいた

いただくとまろやかな甘みで美味しいです。温か

だいても、または無調整豆乳と混ぜても美味しい
です。
原材料名：米こうじ

うめ 炭 酸
350ml

¥410（税込）

濃厚な梅の風味をやさしい
炭酸水で閉じ込めました。
のどの潤いに最適な爽やか
炭酸ドリンクです。疲れた
体も心もスッキリ、リフレッ
シュ。

飲みいただくのはもちろん、玄米甘酒と混ぜて
いお飲みものに入れて、または塩麹を入れて豆乳
鍋に。幅広い用途でお楽しみいただけます。
原材料名：大豆

しそ 炭 酸
350ml

¥410（税込）

カリウム、ビタミン E、C、
カルシウム、β - カロテン、
鉄分、食物繊維が豊富な紫
蘇。豊受自然農で育ったう
らべに紫蘇を炭酸水で割り
ました。日々の健康生活と
活力アップのために 1 日
1 本ぜひどうぞ。

原材料名：水
（静岡県函南湧水）
／炭酸、梅エキス、
粗糖
（さとうきびの粗糖）

原材料名：水
（静岡県函南湧水）
／炭酸、粗糖、アカシソ、
リンゴ酢、カレンデュラ酢
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