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8 バ イ ヤ ー ズ ガ イ ド

有機 JAS 認証・有機農産物・自然栽培
農産物・加工食品・輸入食品他

農産物流通システムを提供しているイーサ
ポートリンクは有機農産物生産法人「シェア
ガーデン」と青果卸「オーガニックパートナー
ズ」と組んで「生産」「流通」「販売」の新しい仕
組みを構築し有機農業の発展を推進します。

出展者PR 出展品PR

誰もが農業に参加できる千葉県八街の「シェ
アガーデン農場」で生産した有機農産物（トマ
ト、たまねぎ他）を展示販売します。そして有
機農産物の生産と販売を支援するシステム
を展示します。ぜひ、体感しに来てください。

〒１７１‒００３３　東京都豊島区高田２‒１７‒２２

TEL　０３‒６８６３‒８５２３　　　FAX　０３‒６８９０‒８７０１
e-mail　fukatsuh@e-supportlink.co.jp
URL　http://www.e-supportlink.com/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

イーサポートリンク（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
トマト 有 有機JAS 未定（時価）
ミニトマト 有 有機JAS 未定（時価）
にんにく 有 有機JAS 未定（時価）
たまねぎ 有 有機JAS 未定（時価）
ピーマン 有 有機JAS 未定（時価）
なす 有 有機JAS 未定（時価）
ズッキーニ 有 有機JAS 未定（時価）
にんじん　他 有 有機JAS 未定（時価）

160

「おいしいマヌカハニー」を最高の状態でお
届けします。日本まで空輸にて輸送する他、
養蜂から製品、加工までも徹底的にこだわ
り抜き、日本で唯一「5大保証」を付ける事
に成功した、おいしいマヌカハニーです。

出展者PR 出展品PR

【試食あり】マヌカハニーを既に愛用されてい
る方も、まだ食べた事がない方も、是非食べ
て頂きたい「おいしいマヌカハニー」。NZ政
府行政機関が行う厳格な検査に合格した商
品だけに与えられる安心のUMF認定済み。

〒104-0061　東京都中央区銀座7-16-15-5F

TEL　03-5148-2671　　　FAX　03-5148-2380
e-mail　info@honeymanuka.jp
URL　http://honeymanuka.jp/

新潟県南魚沼市を中心に生産者グ
ループを組織し、JAS有機栽培・特別栽
培等こだわりを持った米作りに取り組
んでおります。

出展者PR 出展品PR

米どころ新潟県南魚沼市で栽培した
農薬・化学肥料不使用のJAS有機栽培
米です。また、従来のコシヒカリにこだ
わって栽培しています。

〒949-6405　新潟県南魚沼市竹俣425-2

TEL　025-782-4102　　　FAX　025-782-4109
e-mail　inaho@mars.jstar.ne.jp
URL　http://www.inahoniigata.com/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（有）いなほ新潟

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
南魚沼産コシヒカリ 有 有機JAS 900円／1ｋｇ
新潟産コシヒカリ 有 有機JAS 740円／1ｋｇ
笹団子 無 150円／1個
おにぎり 無 100円／1個

200-1

ポランオーガニックフーズデリバリ

ＵＭＦ認証（NZ政府行政機関）取得済

（株）ウイロー

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
マヌカハニーUMF10＋ 無 4,600円／250g
マヌカハニーUMF15＋ 無 6,400円／250g
ハニードロップレット　マヌカハニーUMF10＋ 無 1,000円／箱
ハニードロップレット　マヌカハニーUMF15＋ 無 1,500円／箱
ハニードロップレット　国産柚子＆プロポリス 無 500円／箱
ハニードロップレット　カシス＆ロイヤルゼリー 無 750円／箱

023-1

国内外ブランド代理店及び経営コンサルタント。
取り扱いブランドは洋服（イギリス）、バッグ小物
雑貨（ニュージーランド）、インテリア雑貨（オラン
ダ）、チョコレート（イギリス）、等を主に百貨店や
セレクトショップに販売。

出展者PR 出展品PR

イギリス老舗チョコレートメーカーCadbury
のひ孫James Cadburyが立ち上げたオー
ガニックチョコレートブランド。2016年英国
でデビューし、パッケージ賞を受賞するなど
ギフトに最適なチョコレートです。

〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町30-4

TEL　03-6427-8159　　　FAX　03-6427-8156
e-mail　momoko@vol-25.com
URL　https://www.lovecocoa.com/

organic food federation（イギリスの認証機関）

（同）Vol.

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
チョコレート 有 organic food federation（イギリスの認証機関） 980円／80g

021

当コミュニティは、産業動物福祉の国際的
状況の変化に対応して、日本におけるAW
畜産の進化をめざして活動を行っていま
す。生産・流通・個人が連携し、それぞれの
側面から普及促進の為に尽力しています。

出展者PR 出展品PR

当コミュニティに所属する生産者はＡＷ畜産
を長く実践している生産者達が多く、ＡＷ商
品として魅力溢れるものばかりです。生産者
達の自慢のＡＷ畜産物を是非ご紹介させて
頂くと共に、会員の募集も行っています。

〒407-0176　山梨県韮崎市穂坂町三之蔵2332
TEL　 0551‒22‒6221（担当090-8849-0220）
FAX　0551‒23‒4312
e-mail　ikki.kurofuji@gmail.com
URL　http://awfc.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ＡＷＦＣ　ＪＡＰＡＮ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機卵 有 有機JAS
有機鶏肉 有 有機JAS
山地酪農牛乳 無
放牧豚肉

110
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9バ イ ヤ ー ズ ガ イ ド

Webよりお得な入会キャンペーン実
施！人気のお野菜ジュース「ベジール」を
当日ブースにてプレゼント。新規入会で
オイシックスの人気のお野菜も無料プ
レゼント致します。

出展者PR 出展品PR

オイシックスの厳選した人気のお野菜
をご用意しております。
また、オイシックスの厳選した食材を
キットにした、レシピ付きの話題のキッ
トOisixもご紹介しております。

〒141-0022　東京都品川区東五反田1-13-12
いちご五反田ビル

TEL　050-5305-0521　　　FAX　03-5447-2689

Oisix（おいしっくす）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オイシックスの人気のお野菜、キットOisix

149

徳島県で毎年開催しているオーガニッ
ク・エコ・フェスタin徳島の実行委員長
を務めさせていただいています。7回目
となる2018年は、2月24日（土）、25日
（日）の開催予定。

出展者PR 出展品PR

科学的な根拠に基づいた栽培方法で
きっちり生産し食味値を保証。胚芽精
米により高栄養価を追求したお米で
す。

〒773-0017　徳島県小松島市立江町炭屋ケ谷44-1

TEL　0885-38-7180　　　FAX　0885-38-7185
e-mail　seikatsu@ja-higashitks.or.jp
URL　http://www.ja-higashitks.or.jp/

有機農業による生産物

オーガニックエコ徳島/JA東とくしま

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
あいさい黄金米2キロ 有 特別栽培 879円／2㎏
あいさい黄金米3キロ 有 特別栽培 1,221円／3㎏
あいさい黄金米5キロ 有 特別栽培 1,915円／5㎏

180-1

日本有機農業普及協会が提案する生態系調和
型農業理論（BLOF）を土づくりと栽培技術の柱
とし、高食味米と高栄養価野菜づくりに取り込
んいる。次世代の有機農業技術者の育成をめ
ざし、日本の農業のひとつのモデルをめざす。

出展者PR 出展品PR

お米の生命力自体を高める土づくりを行うこ
とで、8月下旬収穫の早場米のコシヒカリで
も、高温障害もなく、収量も多く、高食味を実
現している。お米自体が健康で体力があるの
で、農薬を使用しなくても病害虫に合わない。

〒773-0006　徳島県小松島市横須町1番1号
小松島市市役所内産業振興課

TEL　0885-32-3809　　　FAX　0885-33-0938
e-mail　sangyoshinko@city.komatsushima.i-tokushima.jp
URL　http://www.komatsushima-seibutsu.jp/

全てが有機農業による生産物

オーガニック・エコ・フェスタ徳島/小松島市生物多様性農業推進協議会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
いのち育むたんぼ米 有 特別栽培 500円／1㎏
小松菜 有 特別栽培 120円／150g
オクラ 有 特別栽培 100円／100ｇ
ビーツ 有 特別栽培 200円／1個

180-2

「千年産業を目指して」を理念に、石川県で
環境保全型農業を営むオーガニックファー
ム。耕作放棄地を中心に耕し、日本最大規模
の農地（約180ha）で、米、大麦、小麦、大豆、
蕎麦、野菜、ブドウ等を有機栽培しています。

出展者PR 出展品PR

自社農場の有機農産物を主原料とする加工品
を50品目以上生産しています。主力商品の麦
茶は、味と香りに定評あり、全国に安定供給でき
ます。醤油、酢、米あめ、小麦粉等のグロサリー
や、納豆、豆腐の日配品も生産しています。

〒920-3104　石川県金沢市八田町東9

TEL　076-257-8818　　　FAX　076-257-8817
e-mail　home@k-daichi.com
URL　http://www.k-daichi.com/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）金沢大地

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機六条大麦茶 有 有機JAS 600円／10g×40袋
有機六条大麦茶 有 有機JAS 420円／10g×16袋
オーガニック米あめ 有 有機JAS 550円／200g
有機純米酢 有 有機JAS 660円／550ml
有機醤油 滉（あきら） 有 有機JAS 464円／150ml
有機小麦粉 薄力粉 有 有機JAS 500円／500g
有機きな粉 有 有機JAS 300円／80g
わたしのぬか床 無 1,400円／1kg

155

雑穀専門の6次産業農園です。契約農
家と共に雑穀・有機米の生産や加工・製
造・販売を行っております。

出展者PR 出展品PR

雑穀をもっと食べやすくと、震災を機に
加工したのが「サクサク有機玄米と雑穀
シリーズ」。ご指導下さい。

〒028-6302　岩手県九戸郡軽米町大字軽米19-73

TEL　0195-46-2792　　　FAX　0195-46-3903
e-mail　odakawa@muse.ocn.ne.jp
URL　http://odakawanouen.com

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

尾田川農園

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
サクサク有機玄米と雑穀 有（有機米原料のみ） 有機JAS 330円／40g

200-11

ポランオーガニックフーズデリバリ

発酵醸造食品とこれに係わる食品をメー
カーと共に考え、開発し独自の商品を確立。
特に酒類業界に対しては、人々の健康づくり
に役立つ発酵醸造食品の開発を促し、これ
からの業界の可能性を模索しております。

出展者PR 出展品PR

蔵の素は料理に最も重要なアミノ酸が一般の
料理酒の約８倍も含有しているので料理に与
える調味効果が絶大！ 今注目の高級純米料理
酒です。うれしいぬか床は100％有機栽培米
の米ぬかを使用。ピカイチのぬか床です！

〒212-0052　神奈川県川崎市幸区古市場1-34

TEL　044-541-6336　　　FAX　044-544-0801
e-mail　honten@kuranomoto.com
URL　http://www.kuranomoto.com/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）片山200-9

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
蔵の素 無 1,000円／720ｍｌ
うれしいぬか床 無 1,230円／1kg
金寶自然酒　純米原酒 有 （原料米）アファス認証センター 1,300円／720ml
田村　純米吟醸酒 有 （原料米）アファス認証センター 1,600円／720ml
穏　純米吟醸酒 有 （原料米）アファス認証センター 1,400円／720ml
こうじチョコ 有 （原料米）アファス認証センター 600円／60g

ポランオーガニックフーズデリバリ
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株式会社Karatsu Styleは佐賀県唐津
市にて事業を推進しており、地域の特
色豊かな自然原料を活用した化粧品お
よび健康食品を開発・取り扱いし、国内
外に販売しています。

出展者PR 出展品PR

スウィッチェルとはりんご酢に蜂蜜、生姜を加
えてつくられる添加物・砂糖不使用のドリン
ク。近年、海外の健康・美容志向の高い人達
の間で愛飲されるようになりました。健やか
なエナジーをくれるインナーケア飲料です。

〒847-0013　佐賀県唐津市南城内1-1
大手口センタービル4階403号

TEL　0955-79-6015　　　FAX　0955-58-8251
e-mail　info@shantiswitchel.com
URL　http://www.karatsustyle.com/shantiswitchel

添加物不使用、ナチュラルフード

（株）Karatsu Style

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
シャンティ スウィッチェル りんご味 無 880円／180ml
シャンティ スウィッチェル りんご味 無 2,280円／500ml
シャンティ スウィッチェル ゆず味 無 880円／180ml
シャンティ スウィッチェル ゆず味 無 2,280円／500ml
シャンティ スウィッチェル りんご味&ゆず味 ギフトセット 無 2,080円／180ml×2
シャンティ　スウィッチェル　ボトルセット 無 1,980円／180ml＋リジナルクリアボトル

026

木更津市は、地域社会を構成する多様な主体が一体
となり、人と自然が調和した持続可能なまちとして、次
世代に継承しようとする取組を「オーガニックなまちづ
くり」と定義し、「オーガニックシティきさらづ」を合言
葉に持続可能なまちづくりに取り組んでおります。

出展者PR 出展品PR

木更津産の有機農産物、ブルーベリー、
パッションフルーツ、にんじん、有機米
（米粉）を使ったコールドプレスジュー
ス＆スムージーを限定販売いたします。

〒292-8501　千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所企画部企画課　オーガニックシティ推進室内

TEL　0438-23-8049　　　FAX　0438-23-9338
e-mail　info@k-organiccity.org
URL　https://www.k-organiccity.org/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

木更津市オーガニックシティプロジェクト推進協議会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ミルクスムージー（ブリーベリー+パイン＋ライスミルク） 463円／200mｌ
フルーツスムージー（パッションフルーツ＋スイカ） 463円／200mｌ
コールドプレスジュース（にんじん＋みかん+ジンジャー） 463円／200mｌ

107

古来より、日本に馴染みの深い穀物文
化を推奨し、有機食品と食べ方の提案
を幅広く行います。

出展者PR 出展品PR

低グルテンの小麦と玄米がコラボレーションし
た玄米ミルクパンや、小豆島で生まれたオリー
ブ素麺、グルテンフリーに対応した100%米粉
のパン、有機野菜を使った野菜粉末など、皆様
に健康的な食事の提案と販売を致します。

〒542-0064　大阪府大阪市中央区上汐2-5-14
ワカミズビル4階

TEL　06-7878-6600　　　FAX　06-7878-6142
e-mail　grainist_support@grainmeister.org
URL　http://www.grainmeister.org/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

NPO法人　グレインズ・イニシアティブ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
玄米ミルクパン 無 420円／0.75斤
チョコレートパン 無 500円／1個
玄米ミルクホットドック 無 700円／1個
玄米スムージー 無 300円／1杯
鰻・米パンサンドイッチ 無 500円／1個
オリーブ素麵 無 450円／1袋
野菜粉末/乾燥野菜 無 300円／1袋
有機白米・玄米 有 有機JAS 1,000円／1kg

094

1997年にオーストラリア産食品の輸
入卸を始めました。そのもの本来の美
味しさ、自然な食感、安全性など、オー
ストラリアの食品の良さをもっと知って
いただきたいと頑張っております。

出展者PR 出展品PR

今までの紅茶に満足していない方、英国で飲
んだあの普段使いの美味しい紅茶を日本でも
飲みたいと思っている方にお勧めのオーストラ
リア産ネラダティーです。満足感のあるネラダ
有機・フェアトレードティー各種を出展します。

〒191-0041　東京都日野市南平2-19-9

TEL　042-594-7678　　　FAX　042-594-7680
e-mail　info@kob.co.jp
URL　http://www.kob.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）KOB

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機カモミール 有 有機JAS　ACO 600円／30g（20P）
有機ペパーミント 有 有機JAS　ACO 600円／30g（20P）
有機ローズヒップ 有 有機JAS　ACO 600円／30g（20P）
有機レモン＆ジンジャー 有 有機JAS　ACO 600円／30g（20P）
有機ルイボス 有 有機JAS　ACO 700円／46g（25P）
有機チャイ 有 有機JAS　ACO 700円／46g（25P）
有機・フェアトレード白茶 有 有機JAS　ACO 1,300円／75g（50P）
有機・フェアトレードチャイ 有 有機JAS　ACO 1,300円／92g（50P）

029

「Farm to Table」 主役は人と自然。
食の選択の提案を。
「Start with Organic」 自然とオーガニッ
クな暮らしの案内人として、わたしたちの
伝統的な食文化を次世代へつなぐために。

出展者PR 出展品PR

化学的な農薬や肥料、合成添加物などを極力
含まない主に国内産原料の食品や、日本産外
国産オーガニック食品を扱っています。旬を大
切に、自然の力を借りて持続可能な方法で作
り続ける生産者の、想いがこもった商品です。

〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-15-7
池栄ビル4階

TEL　03-5953-5331　　　FAX　03-3987-2758
e-mail　news@kodawariichiba.com
URL　https://www.kodawariichiba.com/

一部有機JAS認証取得済

（株）こだわりや

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
畑生まれの豆乳マヨ 無 400円／200g
やさしいだしつゆ 無 580円／150ml
中山農園の純粋はちみつだけです 無 630円／200ml
笑小巻 無 150円／1個
越後もち豚と国内産有機豆腐のハンバーグ 無 420円／120g
長野県産そば粉使用十割そば 無 474円／180g
奥出雲ぽん酢 無 580円／360ml
薩摩黒酢（玄米黒酢） 無 1,200円／360ml

014

国産有機の野菜・果物・玄米を主役にし
たナチュラルでヘルシーな焼き菓子を
展開。
1988年創業、大阪府岸和田市の自社
工場で製造。

出展者PR 出展品PR

有機JAS認証の米粉、ポン菓子
国産有機野菜のやさしい甘みが広がる
ビスケット
国産有機米粉を使用したグルテンフ
リービスケット

〒560-0032　大阪府豊中市蛍池東町2-2-16-301

TEL　06-6857-2712　　　FAX　06-6857-2713
e-mail　mori-r@genkitown.com
URL　http://www.genkitown.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）げんきタウン

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機米粉 有 有機JAS 380円／250g
キャロットビスケ 無 300円／60g
パンプキンビスケ 無 300円／60g
オサツビスケ 無 300円／60g
グルテンフリービスケット 無 350円／50g

200-5
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「生命を大切に」を理念とし、良い環境と飼
育方法で生命を育てることからはじめます。
牛、豚、鶏は飼育状況がわかるものだけを使
います。添加物は使用せず、体にやさしくお
いしい食肉製品を製造・直売しています。

出展者PR 出展品PR

ドイツ食肉加工マイスターとの技術提
携による手づくり製法と氷温熟成技術
で、素材の持つ旨みを引き出した無添
加ウインナーです。2017年DLGコンテ
ストで金賞を受賞しました。

〒484-0086　愛知県犬山市松本町1-162

TEL　0568-61-5711　　　FAX　0568-61-5788
e-mail　info@saito-ham.co.jp
URL　http://www.saito-ham.co.jp

サイトウハム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ポリポリくん 無 550円／250g

018

国内の契約農家が有機栽培・特別栽培する
原料を積極的に使って様々な食品を製造、
販売しています。また、輸入品においても、
海外の有機基準をクリアし、国内でも有機
JAS認定を得た食品を取り扱っています。

出展者PR 出展品PR

人気の高いキヌアをクリスピータイプ
にしました。キヌアは、炊く、茹でる、炒
めるなどの加熱調理をしてから食べま
すが、このクリスピーキヌアは、そのま
まお召し上がりいただけます。

〒505-0051　岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣343

TEL　0574-54-2251　　　FAX　0574-54-2253
e-mail　komura@sakuraifoods.com
URL　http://www.sakuraifoods.com/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

桜井食品（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機育ち　らーめん（醤油） 有 有機JAS 230円
有機育ち　らーめん（味噌） 有 有機JAS 230円
有機育ち　うどん 有 有機JAS 230円
有機ブランチップス 有 有機JAS 370円
有機クリスピーキヌア 有 有機JAS 550円

010

昨年、日本初！オーガニックもやしを商品
化。そして、今年4月、オーガニックブロッ
コリースプラウト、かいわれなども追加認
定。創業72年の歴史と年間1,000万パッ
クの出荷実績は、業界でもトップクラス。

出展者PR 出展品PR

楽天市場で総合1位を獲得した有機黒
にんにく等の発酵食品とオーガニック
もやし・スプラウト野菜等の発芽野菜で
皆様の健康をお届します。

〒 509-9131　岐阜県中津川市千旦林１‒１５

TEL　0573‒66‒5111　　　FAX　0573‒66‒5236
e-mail　miyaji@saladcomo.co.jp
URL　http://www.saladcosmo.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）サラダコスモ／岐阜・中津川ちこり村

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機黒にんにく 有 有機JAS 3,500円／5玉
有機にんにく 有 有機JAS 200円／玉
オーガニック緑豆もやし 有 有機JAS 60円／200g
オーガニック大豆もやし 有 有機JAS 98円／200g
オーガニックかいわれ 有 有機JAS 98円／p
オーガニックブロッコリースプラウト 有 有機JAS 98円／p
オーガニックアルファルファ 有 有機JAS 98円／p
有機ごまドレッシング 有 有機JAS 500円／本

019

創業１８９０年、みりんの本場三河地方の歴
史に磨かれた技と味を大切に、みりん醸造
一筋に専念してきました。もち米のおいし
さを『醸造』という日本古来の伝統技術で
引き出したのが『三州三河みりん』です。

出展者PR 出展品PR

自然の生態系の中で育てられた国産有
機栽培米を原料に、本場三河伝承の醸
造法で造られた本格有機みりんです。
醸造アルコール・糖類の添加は一切あ
りません。

〒447-0843　愛知県碧南市西浜町６‒３

TEL　0566-41-0748　　　FAX　0566-42-3931
e-mail　sumiya@mikawamirin.com
URL　http://www.mikawamirin.com

全てが有機JAS認証取得済の原料使用

三州三河みりん（株）角谷

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機三州味醂 有 有機加工酒類 １,０４０円／５００ｍｌ

013

有機農業に取り組まれてこられた生産
者の野菜を多くの人に紹介し、生産の
継続と消費者の健康づくりに貢献して
いきたい。

出展者PR 出展品PR

日本全国の生産者と提携し、主要な有機
農産物を1年を通して取り揃えています。
特に千葉県に関しては、地の利を活かし
品質の良い商品を新鮮な状態でお届け
できるよう、生産者と協力しています。

〒289-1113　千葉県八街市八街へ199-205

TEL　043-310-7545　　　FAX　043-310-7546
e-mail　komatsu@shizennoho.co.jp
URL　http://www.shizennoho.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）自然農法販売協同機構

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機にんじん 有 有機JAS 150円／袋
有機ピーマン 有 有機JAS 150円／袋
有機なす 有 有機JAS 150円／袋
有機モロヘイヤ 有 有機JAS 150円／袋
有機にがうり 有 有機JAS 150円／袋
有機玉ねぎ 有 有機JAS 150円／袋
有機じゃがいも 有 有機JAS 150円／袋
有機ベビーリーフ 有 有機JAS 150円／袋

148

明治元年創業の濵田酒造（株）「焼酎蔵 薩
洲濵田屋 伝兵衛」商品を専売します。「伝
兵衛」は、平成１４年１０月９日付け「有機農
産物加工酒類製造業者」として鹿児島県内
認定番号 酒類１号を頂いた焼酎蔵です。

出展者PR 出展品PR

有機農産物のさつまいもやこめを原料とし
て、 仕込、木桶蒸留、 貯蔵といった伝統
製法により製造される本格芋焼酎「地球畑」
や本格芋焼酎「古式有機原酒 なゝ こ」さらに
有機南高梅を漬けた「本格梅酒 なゝ こ」。

〒899-2101　鹿児島県いちき串木野市湊町４‒１

TEL　０９９６‒３６‒３１２９　　　FAX　０９９６‒２１‒５２６６
e-mail　h-kitashin@hamadasyuzou.co.jp
URL　http://www.hamadasyuzou.co.jp/denbee/

全てが有機農業による生産物

薩洲濵田屋（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
本格芋焼酎　地球畑 有 農林水産省登録認定機関

特定非営利活動法人
「鹿児島県有機農業協会認定」
有機農産物加工酒類製造者
「濵田酒造株式会社」

1,700円／720ml
古式有機原酒　なゝ こ 有 10,000円／720ml
本格梅酒　なゝ こ 有 5,000円／720ml
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「自家採種」「農薬不使用」「肥料不使用」の秀明
自然農法に地道に取り組む生産者と、購入し
ている消費者の方々とともに、安心安全だけ
ではなく、「農」がもつ環境・教育・文化伝統など
多面性を伝える活動を主に行っています。

出展者PR 出展品PR

「美味しい！」「自然の香り！」「優しい味！」。
理屈ではなく、感じてほしい。生産者の愛
情いっぱいを注いだ自然栽培でできた農
作物と加工品。今回は、国内だけではな
く、イタリアの製品もご紹介いたします。

〒158-0081　東京都世田谷区深沢6-17-21
SNN東京事務局

TEL　03-5752-4370　　　FAX　03-5752-4371
e-mail　asakura@snn.or.jp
URL　http://www.snn.or.jp

全てが有機農業による生産物

NPO法人　秀明自然農法ネットワーク

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オリーブオイル（自然栽培） 無 3,000円／460ｇ
ぶどう酢（自然栽培） 無 1,800円／100ｇ
丹波黒豆茶（自然栽培） 無 1,400円／5g×18包
自然米（日の光・滋賀旭） 無 1,200円／キロ
紅茶（自然栽培） 無 800円／100ｇ
二年醸造濃い口醤油 無 1,100円／500ml
青大豆味噌 無 1,100円／500ｇ
日本酒（自然栽培） 無 調整中／720ml

157

私たちシロクマベーカリーは、消費者の食の安
全に加え、生産農家の方々の健康を守りたいと
いう思いから、北海道発の有機JAS認証パンを
作りました。パン作りを通じ、皆が健やかに暮ら
せる環境と持続可能な農業に寄与します。

出展者PR 出展品PR

北海道・新篠津村のファーム田中屋で丹精さ
れた有機小麦「はるきらり」を使ったオーガニッ
クパンです。キャリア40年の職人が、小麦本来
の味と香りを生かして焼き上げました。製法の
違いで異なる食感や味わいが楽しめます。

〒003-0022　北海道札幌市白石区南郷通20丁目南8-3

TEL　011-865-3521　　　FAX　011-865-2271
e-mail　shirokuma-bakery@sirokuma.co.jp
URL　www.shirokuma-bakery.com

全てが有機JAS認証取得済の生産物

シロクマ北海食品（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックブレッド 有 有機JAS 964円
オーガニックカンパーニュ 有 有機JAS 678円
オーガニックベーグル 有 有機JAS 225円
オーガニックプチロール 有 有機JAS 436円
オーガニック全粒粉ブレッド 有 有機JAS 1,067円
オーガニック全粒粉ロール 有 有機JAS 440円
オーガニック全粒粉レーズンロール 有 有機JAS 500円
オーガニックカボチャロール 有 有機JAS 500円

012

当社は、昭和５９年６月酒販店として創業、昭
和６３年１０月食品加工業に参入。平成１６年
からエキナセアの試験栽培を開始。大学と共
同研究、県内機関の協力を得て、自社栽培の
ハーブと県内産果物を使ったジュレを開発。

出展者PR 出展品PR

自社栽培のハーブと県内産の果物・海藻を
使った「添加物と砂糖を使わない海藻ゼリー」
です。瀬戸内地域で昔から食べられていた郷
土食を基に、自然派食品を作りました。
ミラノ国際博覧会に出品しました。

〒737-2601　広島県呉市川尻町原山３丁目2-2
（土井酒店食品工場）

TEL　0823-87-6363　　　FAX　0823-87-6546
e-mail　club-ch@mx4.et.tiki.ne.jp
URL　http://doi-sake.com

瀬戸内ルネサンス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
添加物と砂糖を使わない海藻ゼリー　りんご ４００円／１４０ｍｌ
添加物と砂糖を使わない海藻ゼリー　みかん ４００円／１４０ｍｌ
バラジュレ ８００円／１４０ｍｌ

027

コロンビアをはじめ南米諸国から、自然
環境と地域社会に配慮したサステナブ
ル（持続可能）で安全な高品質オーガ
ニック食品を「土壌から市場まで」責任
をもってお届けしています。

出展者PR 出展品PR

コロンビア北部のサンタマルタ産の有機バナ
ナ、有機インスタントコーヒーやパーム由来の
有機植物油など。弊社の製品は有機JAS認証は
もちろん、その他数々の社会、環境、品質に関す
る最高レベルの国際認証を取得しています。

〒141-0021　東京都品川区上大崎3-14-37
TGMタマビル202

TEL　03-6277-3096　　　FAX　03-6277-3098
e-mail　info@daabonorganic.com
URL　http://www.daabonorganic.com/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

ダーボン・オーガニック・ジャパン

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックマウンテン有機インスタントコーヒー（100g jar） 有 有機JAS 1,000円／100g
オーガニックマウンテン有機インスタントコーヒー（80g pouch） 有 有機JAS 800円／80g
オーガニックマウンテン有機ショートニング 有 有機JAS 1,000円／680g

031

自然農法の農産物の流通、それらを原料とし
た加工食品の販売を目的とし、1986年に創業
しました。自社ブランドは、原材料の生産から
製造現場まで弊社スタッフが確認し、自信を
もっておすすめできる商品をそろえています。

出展者PR 出展品PR

有機JAS認定の丸大豆・小麦で、二夏寝かせた
本醸造特選醤油を使用した「昆布つゆ」です。
道南真昆布と九州産椎茸のうま味を活かし、魚
類など動物性を一切使用しないだしつゆで、調
理に使用すると素材のうま味を引出します。

〒413-0002　静岡県熱海市伊豆山6-1

TEL　0557-85-3189　　　FAX　0557-81-0560
e-mail　info@zuiun.co.jp
URL　http://www.zuiun.co.jp

一部有機JAS認証原料を使用した加工品、その
他は有機農業による生産物

（株）瑞雲

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ポラーノの昆布だしつゆ 無 600円／300ml
ポラーノの鰹だしつゆ 無 600円／300ml

200-6-4
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昭和３７年、５アールから化学肥料・農薬・
動物性堆肥を使用しない自然農法に挑
戦。現在では、約100ヘクタ－ルを自然
農法で作っています。（水稲、大豆、小麦、
にんにく、ぶどう、とまと等季節の野菜）

出展者PR 出展品PR

わたしたちの農作物は、“生きる力”の強
い自然農法で作られています。土づくり
にこだわり、食べる人の安全を考え、化
学肥料・農薬・動物性堆肥を使用してい
ません。

〒037-0305　青森県北津軽郡中泊町大字中里
字宝森３３９-３

TEL　0173-23-5155　　　FAX　0173-57-3799
e-mail　info@shizen-shoku.com

全てが有機JAS認証取得済の生産物

（有）瑞宝

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機米（玄米） 有 有機JAS 1,400円／2kg
有機米（白米） 有 有機JAS 1,550円／2kg
有機大豆 有 有機JAS 400円／400g
有機にんにく 有 有機JAS 400円／1玉
有機米みそ 有 有機JAS 750円／800ｇ

200-10

ポランオーガニックフーズデリバリ
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13バ イ ヤ ー ズ ガ イ ド

オーガニック宅配のパイオニア大地宅配で
す。有機と農薬不使用の野菜の割合は約
88%。さらに、仕入れ後も残留農薬を厳しく
チェックしています。皮まで丸ごと安心して召
し上がれる野菜をご自宅までお届け致します。

出展者PR 出展品PR

希少な有機栽培の野菜のみに限定した有
機JAS認証野菜セット（税込2,160円）を展
示。また青森の契約農家が生産したリンゴを
100％使用したリンゴジュースの試飲をして
おります。是非この機会にご賞味ください。

〒261-0023　千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟21階

TEL　043-380-7760　　　FAX　043-213-5513
e-mail　csr@member.daichi.or.jp
URL　http://www.daichi-m.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）大地を守る会150

宮城県石巻市で30年農薬を使わず、ササニシ
キの栽培を続けてきました。田んぼの土は微
生物が豊富で、メダカ・アメンボ・ヤゴ・ザリガ
ニなどの生き物もたくさんいます。健康につ
ながるお米・野菜・加工品を提供いたします。

出展者PR 出展品PR

有機ササニシキ・みやこがねもち、2回発
酵させた甘酸っぱい甘酒「あまざけぐる
と」、ほっこりやさしい味「もみがら玄米
スープ」、ヘルシーお菓子「だいずばぁ」、自
分で食べたいものを商品にしてきました。

〒987-1102　宮城県石巻市和渕字清水９３‒１

TEL　0225-72-2480　　　FAX　022-774-1939
e-mail　jun-kimura@denden999.com
URL　http://www.denden999.com

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）田伝むし

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機ササニシキ300ｇ 有 有機JAS 500円／300ｇ
あまざけぐると 無 300円／150ml
だいずばぁ 無 600円／3本
もみがら玄米スープ 無 390円／17ｇｘ2
おこげ煎餅 無 420円／80ｇ
大福 無

017

東都生協は安全で質の良い商品を生産者と
直結して安定的に供給します。青果物、精肉、
牛乳、たまごなど「いつ」「どこで」「だれが」「ど
のように」育てたかが明らかな、作り手の顔が
見える安全・安心なものを取り扱っています。

出展者PR 出展品PR

東都生協はオーガニック商品の品揃えが豊
富。野菜・果物の青果物から牛乳・牛肉・卵の
畜産品に加え、飲料・調味料・ベビーフードな
ど食料品のほか、化粧品や雑貨品まで幅広い
カテゴリーのアイテムを取り扱っています。

〒156-0055　東京都世田谷区船橋5-28-6
吉崎ビル３Ｆ

TEL　03-5374-4784　　　FAX　03-5357-0361
e-mail　h-hayashi@tohto.coop
URL　http://www.tohto-coop.or.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

東都生活協同組合

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機北里八雲牛 有 北海道有機認証協会
ゆうき卵卵 有 北海道有機認証協会
有機農産物 有 各登録認定機関
東都みのり農産物 無
明治オーガニック牛乳 有 北農会有機認証センター

101・102

熱海で昭和21年創業の老舗七尾たくあんの
「岸浅次郎商店」から平成10年に独立。『土
知らずんば農は語れず、農知らずんば食は語
れず』をモットーに、食の原点に返り、化学合
成添加物に頼らない食品作りを目指します。

出展者PR 出展品PR

自然農法有機米から産出された米ぬかを使用
したぬか床に国産野菜を漬けたぬか漬、同じく
自然農法有機米から産出された米ぬかを使用
した熱海の名産品『七尾たくあん』、有機小麦を
使用した菓子パンを出展させていただきます。

〒413-0011　静岡県熱海市田原本町9-1
熱海第一ビル6Ｆ

TEL　0557-86-1500　　　FAX　0557-83-1506
e-mail　toumei@joy.ocn.ne.jp

全てが有機農業による生産物

（株）東明

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
昭和に食べた懐かしいぬか漬 無 335円／1パック
黒豆パン（有機小麦使用） 無 200円／1個（90ｇ）
粒あんパン（有機小麦・有機小豆使用） 無 200円／1個（90ｇ）
クリームパン（有機小麦使用） 無 200円／1個（90ｇ）
白あんパン（有機小麦使用） 無 200円／1個（90ｇ）
メロンパン（有機小麦使用） 無 200円／1個（80ｇ）
七尾たくあん 無 500円／1パック（2本）
七尾たくあん（つぼ漬風・甘酢漬風） 無 各417円／120ｇ

200-2

ポランオーガニックフーズデリバリ

1954年設立。食品・飲料に特化した輸
入・卸商社。東京本社の他、名古屋、大
阪、福岡に営業所を構えております。

出展者PR 出展品PR

ヨーロッパにおける有機農法の先駆者・アル
チェネロより、イタリア産のパスタやオリー
ブオイル等をご紹介。その他、ミエリツィア
のイタリア産有機はちみつ、パッカの英国
産有機ハーブティーもご用意致します。

〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-6-7
霞が関プレイス

TEL　03-5510-2662　　　FAX　03-5510-0131
e-mail　info@nbkk.co.jp
URL　www.nbkk.co.jp 

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

日仏貿易（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アルチェネロ　有機全粒粉スパゲッティ500g 有 有機JAS
アルチェネロ　有機EXVオリーブオイル　ドルチェ　250ml 有 有機JAS
ミエリツィア　イタリア産アカシアの有機ハチミツ400g 有 EUオーガニック規定
ミエリツィア　イタリア産コリアンダーの有機ハチミツ400g 有 EUオーガニック規定
パッカ　ラブ　有機ハーブティー 有 有機JAS
パッカ　ピュア　有機ハーブティー 有 有機JAS

025

登喜和は、畑から食卓まで、日本の農業と食生
活を応援します。「安心・安全・おいしい」をお
届けするために全ての製品に国産大豆を使用
します。遺伝子組み換え大豆は使用せず、消
費者や生産者との信頼関係を大切にします。

出展者PR 出展品PR

全商品国産大豆を使用し、有機大豆、特
別栽培大豆を中心に商品を作っていま
す。タレ、からしに保存料、着色料、化学
調味料は使用していません。

〒183-0046　東京都府中市西原町1-10-1

TEL　042-361-3171　　　FAX　042-361-3794
e-mail　710@tokiwa-syokuhin.co.jp
URL　http://www.tokiwa-syokuhin.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）登喜和食品

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
日本の農カップ 有 有機JAS 200円／30ｇ×2
北海道１００　カップ２P 無 175円／30ｇ×2
テンペ 無 270円／１パック

200-3

ポランオーガニックフーズデリバリ
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14 バ イ ヤ ー ズ ガ イ ド

有機農業を推進し有機食品を普及するこ
とを目的に設立されたNPO法人です。
オーガニックな世界を実現すべく、有機
認定業務・IFOAMの一員として、世界の
オーガニック運動に参加しています。

出展者PR 出展品PR

有機JAS認証を始め、JONAで行って
いる認証の説明をします。今回は、会場
内のJONA会員の方にご協力頂いて、
オーガニッククイズラリーを行います。
参加賞・全問正解賞、用意してます。

〒104-0031　東京都中央区京橋3-5-3
竹河岸ビル３F

TEL　03-3538-1851　　　FAX　03-3538-1852
e-mail　jonacontact@jona-japan.org
URL　http://www.jona-japan.org/

特定非営利活動法人　日本オーガニック＆ナチュラルフーズ協会004

グルテンフリーのパンなど全般にわたり、日
本の米粉で安全・安心・おいしいを基本とし
て作る技術を長年開発してまいりましたが、
グルテンフリー・ケミカルフリーのパン用
MIX粉を世界に先駆けて開発いたしました。

出展者PR 出展品PR

『Shapeable Rice Flour Mix』　さど
の夢・・・JA佐渡で製粉された特別栽培
米を基本に作られた、手成形用のパン
MIXです。他に『米ぬかグラノーラ』『グ
ルテンフリーパン』

〒106-0047　東京都港区南麻布５‒１５‒２５‒３０５

TEL　０３‒６４５０‒４２０３　　　FAX　０３‒６４５０‒４２０３
e-mail　otsuka.sala@gmail.com
URL　http://www.jrca-hiroo.jp/

特別栽培の原料を使用した加工品

（一社）日本米粉クッキング協会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
パン用MIX粉 無 １,４００円／１kg
米ぬかグラノーラ 有 １,４００円／１８０ｇ
GFチーズパン 無 230円／1個
GFピザパン 無 250円／1個
GFくるみカンパーニュ 無 1,600円／1個
GFあんぱん 無 200円／1個
GFプチパン 無 1５0円／1個

083

‘you are what you eat’「あなたの身体
はあなたが食べた物で出来ている」という
事を柱に、食の根幹を担い未来・次世代へ
繋ぎそして紡いで行く事…「農業」＝「生命
食産業」これを育み創る事を目指します。

出展者PR 出展品PR

‘インナービューティVEGE’ 安心、安
全、美味しいのその先へ―　「身体の為
になる」「身体に良い」が見える野菜。身
体の内側から綺麗にそして…細胞から
美しくなれる「野菜」です。

〒696-0103　島根県邑智郡邑南町矢上7154-10
（西日本事業所）

TEL　0855-95-3852　　　FAX　0855-95-3853
e-mail　m.motoki@organic-agri.net

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（一社）日本有機農業普及協会/（株）JOAA

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
丸さやインゲン 有 有機JAS 1,300円／㎏
ズッキーニ 有 有機JAS 110円／本
イタリアンミニトマト 有 有機JAS 800円／kg
ドライトマト 無 300円／23gｐ
なかや農園のトマトケチャップ 無 520円／300ml
なかや農園トマトジュース 無 850円／本
ビーツドレッシング 無 600円／本
金美人参ジュース 無 850円／本

179-1

株式会社BLOFERSは、中央アルプスの
裾野長野県南箕輪村にて、高栄養価が実
現できる土づくり技術・作物栽培である
BLOF理論（Bio Logical Farming：生態系
調和型農業理論）に基づいて野菜を生産。

出展者PR 出展品PR

2017年栄養価コンテスト春菊部門で最優
秀賞を受賞。全国平均に比べ、糖度1.4倍、
ビタミンC1.5倍、抗酸化力3倍、硝酸イオン
は4分の１を実現。食べる人の心身の健康を
支えることができる野菜づくり頑張ります。

〒399-4511　長野県上伊那郡南箕輪村332-1

TEL　050-3805-3783
e-mail　work@blofers.com
URL　https://www.facebook.com/blofers/

全てが有機農業による生産物

（一社）日本有機農業普及協会/（株）BLOFERS

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ミニ白菜 無 140円／150g
サラダ春菊 無 130円／100ｇ
ミニ人参 無 130円／150ｇ
ルッコラ 無 110円／50ｇ
小松菜 無 120円／150ｇ
ホウレン草 無 160円／150ｇ
小カブ 無 125円／200ｇ
赤カブ（もものすけ） 無 115円／1個

179-2

農林中央金庫の使命は、農林水産業を支え、ひ
いては食の発展や地域の暮らしに貢献するこ
とです。この役割を果たすために農林水産業
者、農林水産業に関連する企業などへの貸出、
国内外での多様な投融資を行っております。

出展者PR 出展品PR

食農関連産業の皆様へご提供している
金融商品はじめ、農林中央金庫の取組
みをご紹介します。また、各地の有機農
産物を使ったメニューをご提案します。

〒100-8420　東京都千代田区有楽町1-13-2

TEL　050-3853-1247　　　FAX　03-3218-5121
e-mail　soukatsu_eiki@nochubank.or.jp
URL　http://www.nochubank.or.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

農林中央金庫

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機野菜・果物を利用したレシピ 有 有機JAS

154

スリランカの自然の中で、ゆっくり育て
られたセイロンシナモンや有機ココナッ
ツオイル、ミルク、ハーブなどを日本の
皆さまに、ご紹介いたします。スリラン
カの子供達と自然保護に貢献します。

出展者PR 出展品PR

●スリランカ独自のセイロン・シナモン
ティ（ストレート・ティとしてご紹介）。
●ア―ユルヴェーダでも最高峰ハーブ
『ゴツゴラ』は、目と記憶のハーブとし
て最近、注目されています。

〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-17
Araiビル5F

TEL　03-3812-1841　　　FAX　03-3812-1842
e-mail　k-tsuzaki@isplanet.co.jp
URL　http://www.isplanet.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ネイチャープラネット（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
セイロン・シナモンティ 無 1,200円／6本
有機ココナッツオイル 有 有機JAS 2,400円／408g
有機ココナッツミルク 有 有機JAS 400円／270ml
ゴツゴラ・シナモンティ（参考品） 無 未定

200-4

ポランオーガニックフーズデリバリ
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生産者が持続可能な農業を実現するために、Ｊ
Ａと行政が、生産技術、マーケティングで支援
し、自然栽培を軸とする産業を産み出し、「未
来の子どもたちに豊かな食と環境をつなぐ」
という理念に基づく町づくりを行っています。

出展者PR 出展品PR

先進国としては世界ではじめて世界農業遺産
に認定された能登の地、海と山に囲まれた豊
かな土壌で、寒暖差の大きく厳しい自然に育
てられた農産物はどれも深くて美味しい味が
します。独自データでは機能性も高いです。

〒925-8588　石川県羽咋市太田町と105番地

TEL　0767-26-3220　　　FAX　0767-26-2161
e-mail　awaki@hakui.is-ja.jp
URL　http://www.is-ja.jp/hakui/

全てが有機農業による生産物

はくい農業協同組合

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ニンジンジュース 無 3,000円／720ml
トマトピューレ 無 3,000円／200ml
ハトムギ全粒粉 無 2,000円／150g
パック玄米ご飯 無 1,000円／200g

201

パタゴニアの新しい食品ビジネス「パ
タゴニア プロビジョンズ」。自然環境を
回復させる漁業やオーガニックかつ環
境再生型の農法で育てられた穀物や野
菜を加工した食品を提供します。

出展者PR 出展品PR

持続可能な群れのみから捕獲したスモークし
た天然サーモン、添加物を一切含まないオーガ
ニック果物によるエナジーバー、そしてオーガ
ニック穀類と野菜のスープなど、どれも気軽に携
帯できて簡単に調理できる美味しい食品です。

〒244-0805　神奈川県横浜市戸塚区川上町
91-1 BELISTAタワー東戸塚5F

TEL　0800-8887-447（フリーコール・通話料無料）
045-435-6100（携帯電話・IP電話サービスをご利用の場合）

URL　http://www.patagonia.jp/provisions

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

パタゴニア日本支社

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
フルーツ＋アーモンド・バー 有 有機JAS／USDA Organic 290円／35g
ワイルド・ピンク・サーモン 無 1,380円／113g×2パック
ワイルド・ソッカイ・サーモン 無 1,280円／170g
グリーン・レンティル・スープ 有 有機JAS／USDA Organic 680円／124g
ツァンパ・スープ 有 有機JAS／USDA Organic 680円／69g
ブラック・ビーン・スープ 有 有機JAS／USDA Organic 680円／163g
レッド・ビーン・チリ 有 有機JAS／USDA Organic 680円／174g
セイバリー・グレインズ 有 有機JAS／USDA Organic 680円／110g

030

腐植を利用し、有機農業の応援をさせてい
ただきます。その地域にある資材を利用し
て良質なたい肥を作り、それをその地域の
生産者の方に利用していただく、「地域型
循環農業」のお手伝いを進めております。

出展者PR 出展品PR

当日は腐植資材を使った堆肥や栽培
セットなどのご紹介をさせていただき
ます。
30日（日）「腐植による循環型農業につ
いて」セミナーも開催いたします。

〒454-0911　名古屋市中川区高畑1-52

TEL　052-369-0080　　　FAX　052-369-0093
e-mail　shienka@hanagokoro.co.jp
URL　http://www.hanagokoro.co.jp

（株）花ごころ169

有機農産物ＪＡＳ規格の原料を使用

「お茶の生き方の尊重」と「自然との共存
共栄」を目指し、農薬・化学肥料を一切使
用しない完全有機栽培にて日本茶の栽
培・加工・販売を一貫して行う、今年で３５
周年の節目を迎える農業生産法人です。

出展者PR 出展品PR

「三年番茶」は、話題のマクロビでも常飲され
るカフェイン等の刺激物のない、体を温める
作用がある婦人科系にもお薦めのほうじ茶
です。「赤ちゃん番茶」は、三年番茶を無漂白
の安全な紙ティーバッグに入れたものです。

〒426-0131　静岡県藤枝市瀬戸ノ谷13079

TEL　054-639-0514　　　FAX　054-639-0574
e-mail　info@mukoujimaen.jp
URL　http://www.mukoujimaen.jp/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

葉っピイ向島園（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機栽培茶　熟成三年番茶 有 有機JAS 475円／250g
赤ちゃん番茶 有 有機JAS 400円／2g×20pc
煎茶A 有 有機JAS 1,000円／80g

200-7

ポランオーガニックフーズデリバリ

オーナー自ら現地に足を運び、イタリア各地の
オーガニック生産者から直接話を聞き、見極め
ることで安心安全で本当に美味しい食材を輸
入し、販売。グループ店舗でも使用され、抜群
のコストパフォーマンスを実現しています。

出展者PR 出展品PR

イタリアのオリーブオイルメーカー "トレリ" とコラ
ボレーションし、オーガニックオリーブオイルを販売。
その他、イタリア直輸入のオーガニックコーヒー、広
島県産の特別栽培農産物 "宝韶寿レモン"を販売予
定。

〒107-0062　東京都港区南青山3-15-4-302
［東京事務所］

TEL　043-497-3336　　　FAX　03-3404-6119
e-mail　info@biologico.jp
URL　http://biologico.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）ビオロジコ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックオリーブオイル 有 有機JAS 2,200円／1本
オーガニックコーヒー 有 EUオーガニック認証 1,950円／250g
宝韶寿レモン 無 200円／100g

173

日本唯一無二の有機JASキノコ生産販売会社
です。弊社最大の特色は、種菌から菌床、キノ
コまでを一貫生産できる総合メーカーであり、
菌床キノコの自然開放型栽培ができる技術を
有している点。シイタケ、キクラゲが主力です。

出展者PR 出展品PR

アガリクス、シイタケ、キクラゲ、霊芝などの
キノコを生産できますが、今回はシイタケ、キ
クラゲのフレッシュ・乾燥、菌床を出品。リピー
ター続出の味の濃いシイタケ、リンガーハッ
ト様調達の歯切れ良いキクラゲとなります。

〒501-4506　岐阜県郡上市和良町横野９１９

TEL　０５７５‒７７‒４０７７　　　FAX　０５７５‒７７‒４０８０
e-mail　sn1conso@gmail.com
URL　http://www.haruka-int.jp

　ハルカインターナショナル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
シイタケ 有 有機JAS
乾燥シイタケ 有 有機JAS
キクラゲ 有 有機JAS
乾燥キクラゲ 有 有機JAS
乾燥アガリクス 有 有機JAS

081

全てが有機JAS認証取得済の生産物
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16 バ イ ヤ ー ズ ガ イ ド

フロレスタは体にやさしくおいしいドー
ナツのお店です。安心してお召し上がり
いただけるよう、可能な限り自然で添加
物を含まない材料を選び、お店で一つ
ひとつ丁寧に手作りしています。

出展者PR 出展品PR

さらなる安心安全を追求し、フロレスタ
初のオーガニックドーナツを開発、実現
することができました。店舗での販売は
もちろん、卸し先への開拓も進めてま
いります。

 〒556-0006　大阪市浪速区日本橋東3-15-1-4階

TEL　06-6631-0044　　　FAX　06-6631-0043
e-mail　info3@nature-doughnuts.jp
URL　http://www.nature-doughnuts.jp/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

（株）フロレスタ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックネイチャードーナツ 有 有機JAS 334円／45g

093

私達はオーガニックビーフ生産を目指すために
今年４月に北海道５牧場で協議会を立ち上げま
した。牛は元々草で育ちます。肉牛の中で草主体
でも産肉性の高い日本短角種やアンガス種の生
産者です。現在JAS有機取得に取組中です。

出展者PR 出展品PR

私達が広大な北海道の牧草地で育てた、日
本短角種およびアンガス種の赤身牛肉のお
いしさを堪能してください（会員の牛肉は、
東都生協ブース、レセプションパーティー、ア
ニマルウェルフェアランチで試食予定です。

〒 080-0047　北海道帯広市西17条北2丁目44‒10
北の牧場舎（事務局）

TEL　0155-66-5159　　　FAX　0155-66-5159
e-mail　t-hanabusa@kitanomakibasya.com
URL　http://www.e-beef.jp/

HOBA北海道オーガニックビーフ振興協議会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
北里八雲有機牛 有 有機JAS

109

現代人に必要な「バランスのとれた食生活」を、
Easy&Fastなアプローチで解決するジュースブラ
ンドです。厳選した国産の野菜や果物を使った商
品と代官山のジューススタンドを中心に、出張式の
フードトラックや全国の小売店で販売しています。

出展者PR 出展品PR

国産の無農薬・減農薬など栽培方法にこだ
わった野菜を絞り、低温殺菌して瓶詰めに。
保存料や食品添加物などをいっさい使用
していない100％のストレート野菜ジュー
スです。常温で1年間の保存が可能。

〒150-0034　東京都渋谷区代官山町13-8　1F

TEL　03-6416-5678
e-mail　contact@why-juice.me
URL　http://why-juice.me/

全てが国産の有機農業による生産物

Why Juice?

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
野菜果実ミックスジュース 無 700円／350ml
野菜スープ 無 380円／200ml
フルーツソーダ 無 380円／200ml

106

創業延元二年（1337年）醸造業に始
まったと言われ、江戸時代にはその名
が知られた八丁味噌の味と製法を頑な
に守り続けています。

出展者PR 出展品PR

有機八丁味噌は有機大豆を100％使用し、約2
メートルもある木桶に大豆麹と塩と極力控え
た水のみで仕込み、約3トンの重石を職人が積
上げ、二夏二冬を超えて天然醸造します。大豆
の旨みがギュッと詰まった深い味わいです。

〒444-0923　愛知県岡崎市八帖町往還通52

TEL　0564-222-0222　　　FAX　0564-23-0172
e-mail　isihara@8miso.co.jp
URL　http://www.8miso.co.jp

全てが有機JAS認証取得済の生産物

（株）まるや八丁味噌

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機八丁味噌 有 有機JAS 760円／400ｇ
有機赤だし 有 有機JAS 855円／500ｇ

013

MIE PROJECT（株）は2005年に設立。厳
選された有機食品と有機飲料を輸入して
います。美味しく、健康に良く、高品質で、
さらにフェアトレードにも心を配った欧米
の主要ブランドの商品を扱っています。

出展者PR 出展品PR

MIE PROJECT（株）は美味しく、ヘル
シー、高品質なおかつ有機の商品を取
り扱っています。またフェアトレードや
環境に配慮した商品も扱っています。

〒150-0046　東京都渋谷区松濤1-3-8

TEL　03-5465-2121　　　FAX　03-5465-2123
e-mail　info@mieproject.com
URL　http://mieproject.com/

全てが有機JAS認証取得済の生産物

MIE PROJECT（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機紅茶（個装） 有 有機JAS 830円／40g～
有機ハーブティー（個装） 有 有機JAS 830円／30g～
有機コーヒー 有 有機JAS 905円／250g～
有機ジャム 有 有機JAS 640円／250g～
有機グラノーラ（ラブクランチ） 有 有機JAS 920円／325g
有機豆乳飲料 有 有機JAS 210円／250ml～
有機全粒粉ライブレッド 有 有機JAS 460円／500g
有機オイル各種 有 有機JAS 1,200円／250ml～

024

持続可能な社会をめざした積極的な有機農業
（有機農法・自然農法）に取り組んでいます。
契約栽培農産物の85％は認証有機、取扱い
商品4,000品目を直営店・通信販売・小売販
売卸し・業務用卸し等で事業展開しています。

出展者PR 出展品PR

創業以来の長い年月を生産製造者と共に歩
み、その信頼性から取扱い商品には多くの支
援・ご支持を頂いています。2014年からはポ
ランブランディング商品展開をスタートさせ、
オーガニックの新たな地平を目指しています。

〒198-0052　東京都青梅市長渕4-393-11
TEL　0428-24-9700　　　FAX　0428-25-1880
e-mail　murata.m@polano.org
URL　https://www.e-pod.jp/

http://www.polan.tokyo.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）ポラン オーガニックフーズ デリバリ／NPO法人ポラン広場東京

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機小松菜ほか 有 有機JAS 200円／1束～
有機トマトほか 有 有機JAS 500円／500g～
有機ブルーベリー 有 有機JAS 500円／150g
ポラーノの有機醤油 有 有機JAS 900円／720ml
ポラーノの有機米味噌 有 有機JAS 900円／700g
ポラーノの料理酒　阿弥野 無 850円／500ml
ポラーノのにおわないぬか床 無 800円／500g
Polano 有機ココナッツミルク 有 有機JAS 400円／270ml

200

ポランオーガニックフーズデリバリ
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1969年の創業以来、「ほんもの」だけをお届
けするを方針に、伝統製法で日本の味を守り
続ける商品を選りすぐり、海外へ紹介してき
ました。また、海外の優れたオーガニックブラ
ンドの国内販売にも活動を広げています。

出展者PR 出展品PR

ベビービオは、フランスで初めてオーガニッ
ク ベビーミルクを開発したブランドです。添
加物は一切加えず、高品質の有機食材から
作られた幼児向けの食品を製造。スムージー
タイプで持ち運びに便利な商品のご紹介。

〒108-0014　東京都港区芝5-29-14
田町日工ビル

TEL　03-5444-6751　　　FAX　03-5444-6753
e-mail　import@mitoku.co.jp
URL　www.mitoku.co.jp

全てが有機JAS認証取得済の生産物

（株）ミトク

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ベビービオ　ベビースムージー　アップル・キャロット 有 有機JAS 260円／90g
ベビービオ　ベビースムージー　アップル・スイートポテト 有 有機JAS 260円／90g

035

有機ＪＡＳ商品・国産農産物を中心に、ＰＢ約
400商品、ＮＢ商品は約3000商品取扱い。添
加物などの自社基準を設け安全安心な商品を
自然食品店やスーパーに卸をしています。今
回は直営店舗「ムスビガーデン」として出店。

出展者PR 出展品PR

ムスビガーデンで販売している有機
野菜とオーガニック原料で作ったパン
を販売。夏場にぴったりの有機番茶や
オーガニックジュースもお薦めです。

〒173-0004　東京都板橋区板橋3-9-7

TEL　03-5944-1906　　　FAX　03-5944-1926
e-mail　katou@muso.co.jp
URL　http://muso.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ムソー（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機さらつや美人番茶 有 有機JAS 150円／500ml
オーガニックジンジャーエール 有 有機JAS 130円／250ml
オーガニックぶどうサイダー 有 有機JAS 140円／250ml
オーガニックアップルサイダー 有 有機JAS 140円／250ml

032

むそう商事では「オーガニック」を食品の重
要なこだわりと捉え、1988年以降、日本だけ
でなく世界の有機認定食品の取り扱いを推
進してきました。今回は4月に発売開始した
オーガニックソイジェラートをお届けします！

出展者PR 出展品PR

自分へのご褒美に、特別でちょっと贅沢
なアイスクリーム。
「Mine!オーガニックSOYジェラート」は
乳製品も添加物も使わず、なめらかな
食感を実現した贅沢なジェラートです。

〒530-0047　大阪市北区西天満3-7-22

TEL　06-6316-6011　　　FAX　06-6316-1740
e-mail　shota@muso-intl.co.jp
URL　http://www.muso-intl.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）むそう商事

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックソイジェラート　4種 有 365円／80ml

032

食品輸入の卸会社として、弊社会社の基
本方針としても掲げております「皆様と
地球に、おいしさ・わくわく・やさしさをお
届けする」に則り全社一同、取り扱い商
品に情熱を持って取り組んでおります。

出展者PR 出展品PR

スイスのStella Bernrain社で製造され
た、オーガニック、フェアトレード認証を所
得したチョコレートです。全て乳化剤不使
用。手間 かけて作られたやさしい味わい
となめらかな口どけをお楽しみください。

〒102-0074　東京都千代田区九段南4-6-10
九段南ビル9階

TEL　03-3511-1701　　　FAX　03-3511-1851
e-mail　toshihiko.takahashi@yatsumoto.co.jp
URL　http://www.yatsumoto.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

八基通商（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックミルクチョコレート 有 bio inspecta 380円／50g
オーガニックミルクアーモンドチョコレート 有 bio inspecta 380円／50g
オーガニックダークチョコレート　カカオ80％ 有 有機JAS 380円／50g
オーガニックダークオレンジチョコレート 有 有機JAS 380円／50g
オーガニックダークザクロチョコレート 有 有機JAS 380円／50g
オーガニックココナッツチョコレート 有 有機JAS 380円／50g

034

各地で、生産者が協力し安定的に有機
農産物をお届けできるフードシステム
により、自然と共生し、未来へ豊かな環
境を手渡す有機農業を進めています。

出展者PR 出展品PR

〒649-6423　和歌山県紀の川市尾崎字夜水128-1

TEL　0736-60-3410　　　FAX　0736-60-3410
e-mail　info@biocoop.jp
URL　http://www.biocoop.jp/

全てが有機農業による生産物

有機農業事業協同組合

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機特選玄米コシヒカリ 有 有機JAS 13,800円／30kg
有機レタス 有 有機JAS 156円／1コ
有機ニラ 有 有機JAS 90円／100ｇ
有機青ねぎ 有 有機JAS 103円／100ｇ
有機しょうが 有 有機JAS 144円／100ｇ
有機大葉 有 有機JAS 90円／10枚
有機ほうれん草 有 有機JAS 162円／1束
有機ブロッコリー 有 有機JAS 205円／1コ

011

秩父連山の麓、おいしい水、おいしい空
気の中、昔ながらの伝統製法である「木
桶仕込み」にて、自然発酵により醤油を
醸造しております。

出展者PR 出展品PR

国内産有機大豆・有機小麦を使用して、
木桶で天然醸造により醗酵・熟成させ
た香りがよく、うまみの多い醤油です。

〒350-0246　埼玉県坂戸市多和目４７５

TEL　０４９‒２８６‒０８１１　　　FAX　０４９‒２８６‒０８２８
e-mail　info@yugeta.com
URL　http://yugeta.com

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

弓削多醤油（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機醤油 有 有機JAS 480円／300ml
有機醤油 有 有機JAS 300円／150ml
有機だしつゆ 有 有機JAS 680円／300ml
有機たまかけ醤油 有 有機JAS 380円／150ml
吟醸純生しょうゆ 無 600円／360ml
吟醸純生しょうゆ 無 480円／200ml
海の精使用吟醸純生しょうゆ 無 580円／200ml

200-12

ポランオーガニックフーズデリバリ
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弊社はアウトドア用品を中心に40年以
上にわたり扱っている会社です。昨年よ
りオーガニック製品であるデンマーク産
グロワーズカップコーヒーを輸入する事
になり、今回出展する事になりました。

出展者PR 出展品PR

グロワーズカップがあればどんなところでも
手軽にスペシャルティコーヒーを味わう事が
できます。グロワーズカップ本体上部よりお湯
を注ぎ、約6分まつだけで本格的ドリップコー
ヒーが楽しめます。単一農園コーヒー使用。

〒332-0004　埼玉県川口市領家2-16-26

TEL　048-225-7756　　　FAX　048-225-8256
e-mail　info@epigas.com
URL　http://www.universal-trading.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ユニバーサルトレーディング（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
グゴワーズカップコーヒー　グアテマラ 有 有機JAS 300円
グゴワーズカップコーヒー　エチオピア 有 有機JAS 300円

033

楽天とテレファーム共同で、生産者と消費者
をつなぐ新しい形の契約栽培サービスRagri
（ラグリ）をはじめました。有機JAS認証を
取得した生産者をはじめ、農法にこだわりの
ある生産者と契約することができます。

出展者PR 出展品PR

Ragri（ラグリ）では、生産者情報・農地情
報・成長履歴（作物の写真と農家コメント）
を公開することができるため、商品表示販
促物に活用できます。（例：生産者の顔が
見える農作物・栽培過程がわかる農作物）

〒158-0094　東京都世田谷区玉川1-14-1
楽天クリムゾンハウス

TEL　050-5817-2629
e-mail　prj-ragri-bu@mail.rakuten.com
URL　https://agriculture.rakuten.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

楽天（株）・（株）テレファーム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
各種ハーブ 有 有機JAS
各種葉物 有 有機JAS
玉ねぎ 有 有機JAS
じゃがいも 無

168

有機・低農薬野菜、無添加食品、環境にや
さしい日用品等の宅配サービス。１９８８
年の創業より、安心、安全、おいしい商品
の提案を通じ、お客様に豊かで健康的な
ライフスタイルを提案しています。

出展者PR 出展品PR

旬の野菜セットボックス『ぱれっと』の展
示／説明や、らでぃっしゅぼーやでしか買
えないプライベートブランド商品（加工
食品等）、アニマルウェルフェアに配慮し
た畜産品等の試食／販売を行います。

〒163-1416　東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティビル16階

TEL　03-6731-4520　　　FAX　03-6731-4521
e-mail　info@radishboya.co.jp
URL　http://www.radishbo-ya.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

らでぃっしゅぼーや

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
たんかく牛モモスライス 600円
丹沢高原豚小間切れ 300円
放牧豚上小間肉 300円
チキンナゲット 300円
やわらか鶏からあげ（しょうゆ） 300円
野菜ブイヨン 800円
カートカンりんごジュース 150円

108

少しの変化で、ステキな毎日を。
誰もがカンタンに取り入れられるような
オーガニックな食生活をご紹介するこ
とで皆様の、健康で明るい毎日を応援
したいと考えています。

出展者PR 出展品PR

Nature′s Superfoodsは2010年に誕生したシ
ンガポールのNo1.スーパーフードブランドです。
オリジナル製品の開発に力を入れており、スー
パーフードだけで作られたシリアルが高い評価を
得ています。

〒182-0012　東京都調布市深大寺東町4-5-19

TEL　042-444-8732　　　FAX　03-6800-5346
e-mail　md@rw-brothers.com
URL　http://rw-brothers.com/sf/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

RAY&W BROTHERS JAPAN（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ドライスーパーフードシリアル 無 1,980円／120g
ブレックファストシリアル 有 USDA 2,900円／270g
スウィートローカカオニブ 有 USDA 3,000円／250g
ゴールデンベリー 有 有機JAS、USDA、EURO 1,800円／125g
ホワイトマルベリー 有 ECOCERT 1,800円／125g
ヤーコンシロップ 有 有機JAS、USDA、EURO 5,500円／250g
カカオパウダー 有 有機JAS、USDA、EURO 3,400円／250g
フルーツウォッシャー 無 1,500円／100g

028

コーヒーはコンビニ業界唯一のレインフォ
レストアライアンス認証。食材は土作りから
こだわったローソンファームの健康な野菜。
ローソンは「マチの健康ステーション」として、
持続可能な社会の実現を目指しています！

出展者PR 出展品PR

①ローソンファームの有機ＪＡＳ認証農
作物②土作りにこだわった中嶋農法の
ミネラル野菜③ナチュラルローソンの
健康商品④コンビニ業界唯一のレイン
フォレストアライアンス認証コーヒー

〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-2
ゲートシティ大崎イーストタワー７Ｆ

TEL　０３‒５４３５‒１５６６　　　FAX　０３‒５７５９‒６９０８
e-mail　toshiya.ikematsu@lawson.co.jp
URL　http://www.lawson.co.jp/index.html

一部有機JAS認証取得済、その他はＳＤＧｓの考
えに基づく商品

（株）ローソン020

静岡・本山地区（ほんやまちく：安倍川上
流域の銘茶処）の最深部、静岡市梅ケ
島の標高800mの茶畑で、1970年代
から農薬を使わないお茶を栽培してい
ます。

出展者PR 出展品PR

静岡市梅ケ島の標高800mの茶畑で
栽培された一番摘みやぶきた種を伝統
的な標準蒸し製法で仕上げた有機特上
煎茶です。口に含んだとたん、まろやか
な甘みとさわやかな香りが広がります。

〒421-2301　静岡県静岡市葵区梅ケ島5584

TEL　054-269-2467　　　FAX　054-269-2467

全てが有機JAS認証取得済の生産物

依田茶園

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機特上煎茶 有 有機JAS 1,000円／60ｇ
有機上煎茶 有 有機JAS 750円／70ｇ
有機烏龍茶 有 有機JAS 470円／50ｇ
有機紅茶 有 有機JAS 470円／50ｇ
有機煎茶二番摘み 有 有機JAS 500円／80g
有機健茶 有 有機JAS 350円／30g

200-6-3

ポランオーガニックフーズデリバリ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ローソンファーム広島神石高原町産　有機JAS　野菜アソート7品セット 有 有機ＪＡＳ 3,300円／セット
ブレンドコーヒー（Ｓ） 有 レインフォレストアライアンス 93円／杯
ポークジンジャーのブロッコリー弁当 無 491円／個
スイートベビーキャロット 無 183円／個
プロテインボール 無 324円／個
ブロススープベジタブルカップ１Ｐ 無 300円／個
猫おやつまぐろ味のカリカリスナック１８ｇ 無 183円／個
犬おやつささみスティック人参砂肝４５ｇ 無 183円／個
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～今そして、100年後の人々や地球の
幸せのために～「美と健康、自然環境・地
球環境に配慮した商品・サービスの創出
をサポートするプラットフォーム」「人と
食と地球（自然）の好循環社会を構築」

出展者PR 出展品PR

（株）タニタの新業態 タニタカフェ監修、有
機JAS認証商品。そのまま飲んでもお料理
にも使える大豆固形分10%のオーガニック
豆乳と、オーガニックシュガーとフランス産
岩塩のみを使用したオーガニック調製豆乳。

〒150-0044　東京都渋谷区円山町10-14
スタジオDEn302

TEL　03-3464-1528　　　FAX　03-3464-1489
e-mail　kawamura@wakokoro.co.jp

（株）和心美人

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
タニタカフェ®監修オーガニック無調整豆乳
タニタカフェ®監修オーガニック調製豆乳

204

都市計画・農村活性化＆里山保全・代替
エネルギー・地産企消・グリーンツーリ
ズム他

みんな電力は個人・法人のお客様向けに電力の
小売事業を行っています。産地や由来が明確な
「顔の見える電力」であることが特徴です。コン
セントをさす時、電気を点ける度に、あの人、あ
の場所へつながる新体験をお届けします。

出展者PR 出展品PR

海外では持続可能な社会への企業責任として、
工場、オフィスが続々と再生可能エネルギーへ
の切替えを表明しています。私たちの「顔の見
える電力」を活用することで、コスト削減はもち
ろん、サービスに新しい価値を創造します。

〒153-0042　東京都目黒区青葉台3-10-9
VORT青葉台4Ｆ

TEL　03-6805-2228　　　FAX　03-6805-4449
e-mail　info@minden.co.jp
URL　http://minden.co.jp

みんな電力（株）042

代替医療・メディカルアロマテラピー・
セルフケア・ウェルネス他

QUINSENCEは、予防医療・未病・セル
フメディケーションがこれからの健康の
であると考え、セルフケアに特化した

香り商品の展開・サービスを行っており
ます。

出展者PR 出展品PR

タバコをやめたい方に向けた携帯アロ
マフレグランス、QUIT.S（クイッツ）とパ
リ生まれの最高級エッセンシャルオイ
ル、FINES FLEURS（フィンフロール）を
取り扱っております。

〒107-0052　東京港区赤坂4-9-25
新東洋赤坂ビル5階

TEL　03-4571-0670
e-mail　info@quinsence.jp
URL　http://quinsence.jp/

（株）キンセンス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
QUIT.S（携帯アロマフレグランス） 無 10,000円／1.5ml
フィンフロール（天然エッセンシャルオイル各種（2.5ml）） 無 別途ご案内
フィンフロール（天然エッセンシャルオイル各種（5ml）） 無 別途ご案内
フィンフロール（天然エッセンシャルオイル各種（10ml）） 無 別途ご案内

063
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シロダーラマシーンはインドでは治療、
日本では癒しを主として、心と体のリラ
クゼーションとしてのマシーンです。

出展者PR 出展品PR

へナは、エコサート（フランス・インド・ア
メリカ）の認証を特にオーガニックハー
ブへナを使用しています。

〒541-0043　大阪市中央区高麗橋2-1-11-602

TEL　06-6180-8739　　　FAX　06-6180-8738

（一社）自然へナ研究会065

弊社は最先端独自の管理医療器具を
開発し、最高の性能でより安くサービス
本位で奉仕する企業です。

出展者PR 出展品PR

今回ご紹介する「コスモスウェーブ」は、
足つぼマッサージを施す事も出来る、究
極の血行促進用管理医療器具です。５分
で５kmの懸命歩行に匹敵する血行促進
効果を、ぜひ当ブースでご体感下さい。

〒532-0011　大阪市淀川区西中島5-7-17

TEL　06-6304-9515　　　FAX　06-6305-2888
e-mail　info@vip-global.co.jp
URL　http://www.vip-global.co.jp

（株）VIPグローバル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
コスモスウェーブ 97,000円

064

スタジオ・ヨギーは、全国で22店舗を展開する
ヨガスタジオです。アクセス抜群で居心地の
良い空間で、初心者から経験者まで楽しめる
多彩なクラスから選べます。ヨガのあるライフ
スタイルを提案するセレクトショップ併設。

出展者PR 出展品PR

True Life Agentは、ヨガへのニーズとイ
ンストラクターの個性を引き合わせること
をミッションとしたヨガ専門エージェンシー
です。企業やイベントでのヨガ実施、商品開
発や監修など、幅広くお手伝いいたします。

〒153-0051　東京都目黒区上目黒1-26-1
中目黒アトラスタワー2F

TEL　03-5768-2792　　　FAX　03-5768-2793
e-mail　info@style-yoggy.com（スタイル・ヨギー）
URL　http://www.studio-yoggy.com/

（株）ロハスインターナショナル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
yoggy sanctuary スクープネックロゴTシャツ 無 6,300円
yoggy sanctuary ホールドスリーブチュニック 無 8,900円
yoggy sanctuary オーセンティシティロゴタンク 無 5,500円
yoggy sanctuary ストライプバブルパンツ 無 11,000円
yoggy sanctuary エアリー ジニーパンツ 無 15,000円
いちばんよくわかるYOGAポーズ全集 無 1,200円

066

ナチュラル住宅・建材・リフォーム・掃
除・洗濯用品・寝具・省エネ・アレルギー
対策・クリンネス他

北米の大手オーガニックスーパーの商
品も手がけるV.I.Pソープ社は1951年
から60年以上の歴史を持つ、カナダ産
まれのメーカーで、環境に配慮した洗
濯・家庭用洗剤を作り続けています。

出展者PR 出展品PR

生分解性に優れ、洗浄成分から香りに
至るまで自然由来の原料を使用してお
ります。
毎日使うものだから人にも環境にもや
さしい商品です。

〒146-0006　東京都大田区平和島３‒４‒１
東京団地倉庫管理棟５階

TEL　03-5763-5917　　　FAX　03-5763-5918
e-mail　www.amedeco.co.jp
URL　t-sudo@amedeco.co.jp

アメリカンディールスコーポレーション（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ランドリーリキッド 無 （ECOLOGO認証中） 1,900円／1.5L
ランドリーソフナー 無 （ECOLOGO認証中） 1,200円／1L
ドライヤーシート 無 （ECOLOGO認証中） 700円／40シート
ディッシュウォッシュ 無 （ECOLOGO認証中） 900円／740ml
デイリーシャワー 無 （ECOLOGO認証中） 880円／700ml
キッチンクリーナー 無 （ECOLOGO認証中） 880円／700ml
マルチクリーナー 無 （ECOLOGO認証中） 880円／700ml
トイレクリーナー 無 （ECOLOGO認証中） 880円／700ml

022

カナダECOLOGOの認証申請中
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ベジタリアン、オーガニックの食材を世界各国
から日本の食卓に届ける橋渡しをしています。
できる限りお求めやすい価格でご提供できる
よう心がけています。全国の自然食品店、百貨
店、オンラインショップなどでご購入頂けます。

出展者PR 出展品PR

製菓材料、ドライフルーツ＆ナッツ、グラノー
ラ、ナッツバター、豆、調味料、お菓子類、
ジュース、穀物飲料、ハーブティー、パスタ、
スープ、オイル、ビネガースパイス、ハーブ、
ベビーフードなど取り扱っております。

〒350-1251　埼玉県日高市高麗本郷185-2

TEL　042-982-4812　　　FAX　042-982-4813
e-mail　info@alishan.jp
URL　http://www.alishan-organics.com

クレヨンハウスと仲間たち

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

アリサン（有）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オートミール 有 有機JAS 470円／500g
ピーナッツバタークランチ 有 有機JAS 1,350円／454g
アーモンド 有 有機JAS 770円／100g
くるみ 有 有機JAS 700円／100g
カシューナッツ 有 有機JAS 460円／100g
スパークリングライムエイド 有 有機JAS 398円／330ml
バーミント 有 有機JAS 320円／18g
ひよこ豆 有 有機JAS 600円／500g

009-8

弊社は1994年5月アレッポの石鹸に惚れ込
み、この石鹸を日本で輸入販売する為に創立さ
れました。６年前よりシリアは争乱状態となって
しまいましたが、現地と連絡をとり品質の安定
と向上に努め、石鹸を販売し続けています。

出展者PR 出展品PR

アレッポの石鹸はシリア・アレッポで千年の伝
統を持つ無添加の石鹸です。オリーブ油と月
桂樹油で作られ、刺激が少ない上に保湿力が
高いためお肌の繊細な方も安心。これ一個で
身体はもちろん洗顔洗髪にも使用できます。

〒197-0013　東京都福生市武蔵野台1-19-7

TEL　042-552-7507　　　FAX　042-552-8959
e-mail　aleppo@gaea.ocn.ne.jp
URL　https://aleppo.co.jp

くらしの天然市場

全てが有機農業による生産物

（株）アレッポの石鹸

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アレッポの石鹸　ライト 無 500円／約180g
アレッポの石鹸　ノーマル 無 630円／約200g
アレッポの石鹸　エキストラ40 無 900円／約180g

090

国産や無農薬、自然農法、有機栽培の
素材にこだわった和菓子屋。

出展者PR 出展品PR

卵や乳製品など動物性食品を使用せず、オー
ガニック甜菜糖と米飴など素朴な甘み、自然で
優しい味わいの和菓子です。マクロビオティッ
ク、ヴィーガンの方、健康志向の方にも安心し
てお召し上がりいただけるおやつになります。

〒213-0001　川崎市高津区溝口１‒１８‒１

TEL　０４４‒８３３‒３０５７　　　FAX　０４４‒８３３‒３０５７
e-mail　info@anmusubi.com
URL　http://anmusubi.com

くらしの天然市場

あんむすび

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
自然と大地のどらやき ２８０円
麻の実玄米もち ２６０円
よもぎの笹包み ２８０円
スーパーフードの白玉ぜんざい ５３０円
レモン酵素どらやき ３４０円
古代米のおはぎ ８００円

058

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業による生産物
フランスの国際有機認定機関（ECOCERT）認証の原料を使用

毎日の食べ物は、私たちの心と体に生まれ変
わります。だからこそ心にも体にもやさしい全
良品にこだわりたい。エディフイックは、そんな
思いでナチュラル・オーガニックかつヘルシー
な食品を世界から厳選して集めています。

出展者PR 出展品PR

夏でも水出しで美味しく飲めるオーガ
ニック・ハーブティーや、高タンパクな
オーガニック豆パスタの他、スーパー
フード等を出品予定。

〒235-0023　横浜市磯子区森３-21-18

TEL　045-754-8808　　　FAX　045-754-8885
e-mail　info_s@naturaledifi c.com
URL　http://www.naturaledifi c.com/

クレヨンハウスと仲間たち

有機JAS認証取得済、一部、非有機

エディフィック（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機豆パスタ 有 有機JAS
ハーブティー 有 有機JAS
スーパーフード各種 有 有機JAS
スナックバー各種 有 有機JAS
チアシード各種 無
ナッツバタースプレッド 有 有機JAS
等

009-6

オーガニックとフェアトレードのスパイ
ス、紅茶、ドライフルーツなどを輸入・製
造・販売しています。また、多様な原料
を使用した有機JAS規格のOEM・PB製
品の製造も承ります。

出展者PR 出展品PR

カレー用スパイスやピクルス用スパイス、
ジンジャーエール用スパイスなど、有機
原料のみを使用した全１２種類のオリジナ
ルミックススパイスは、ご家庭のお料理を
簡単・手軽にグレードアップします。

〒167-0054　東京都杉並区松庵3-31-17

TEL　03-5941-3986　　　FAX　03-5941-3986
e-mail　info@nharvestorganic.com
URL　http://www.nharvestorganic.com

くらしの天然市場

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

Ｎ．ＨＡＲＶＥＳＴ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機カレーミックス 有 有機JAS 509円／30g
有機チャイスパイスミックス 有 有機JAS 509円／25g
有機ジンジャーエールスパイスミックス 有 有機JAS 509円／20g
有機お肉用スパイスミックス 有 有機JAS 509円／25g
有機お魚用ハーブミックス 有 有機JAS 509円／25g
有機ワインスパイスミックス 有 有機JAS 509円／20g

059

主に、ごま・なたね・えごま・椿等の食用
油や各種ごま製品等を、薬品や添加物
に頼らず昔ながらの方法で製造してい
ます。

出展者PR 出展品PR

製品によっては有機栽培・またはそれに
準じて栽培された原料を使用しており、
製造過程もより安心で美味しい製品作
りに努めております。

〒899-6207　鹿児島県姶良郡湧水町米永3122-1

TEL　0995-74-1755　　　FAX　0995-74-1756
e-mail　info@kahokuseiyu.co.jp
URL　http://www.kahokuseiyu.co.jp

クレヨンハウスと仲間たち

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（有）鹿北製油

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
国産　えごま油 無 2,000円／100ｇ
国産　有機なたね油 有 有機JAS 2,000円／650ｇ
国産　有機なたね油 有 有機JAS 400円／100ｇ
外国産　えごま油 無 1,000円／100ｇ
外国産有機 いりごま白 有 有機JAS 300円／50ｇ
外国産有機ねりごま白 有 有機JAS 800円／130ｇ
外国産有機ねりごま黒 有 有機JAS 800円／130ｇ
外国産有機黒ごま油 有 有機JAS 600円／100ｇ

009-4
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古代マヤ時代から伝わる叡智の実マヤナッツ
は、飢饉の時でもこれだけで生き延びられた
スーパーフード。森を守り、森に暮らす人たち
の生活も守っています。マヤナッツを色んな
商品に開発して、みなさんにご紹介します。

出展者PR 出展品PR

マヤナッツを深煎り焙煎したマヤナッツ
コーヒー風、食事にふりかけられるマヤナッ
ツパウダー、携帯食、非常食、エネルギー補
給にグルテンフリーのジョイバー、ジョイブ
ロック、グラノーラ、クッキー、ドリンクキット

〒403-0022　山梨県南都留郡西桂町小沼２７４４

TEL　0555‒25‒3275　　　FAX　0555‒25‒7157
e-mail　info@mayanuts.jp
URL　http://www.mayanuts.jp

くらしの天然市場

天然材料を使用した生産物

グアテマヤ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
マヤナッツコーヒー風 無 1,000円／100g
マヤナッツパウダー 無 1,000円／100ｇ
マヤナッツグラノーラ 無 1,000円／150ｇ
マヤナッツチャイ、ショコラテ、ジンジャー 無 1,000円／100g
マヤナッツジョイバー 無 350円／１個
マヤナッツジョイブロック 無 450円／１個
マヤナッツクッキー 無 360円／60g
マヤナッツチョコバー 無 380円／1個

082

オーガニックに取り組んで25年。あかちゃんか
らお年寄りまで全てのひとがオーガニックを
通し笑顔になれるようにという願いから始まっ
たクレヨンハウス。衣食住をオーガニックで揃
え、その精度を上げることを目指しています。

出展者PR 出展品PR

くらしをひとつあたらしくするためのワンテー
ママガジン「いいね」、育児をまじめにたのしく
する「クーヨン」をはじめ、クレヨンハウスには
オリジナルがいっぱい！かぞくみんなでオー
ガニックのあるくらしをはじめませんか？

〒 107-0061　東京都港区北青山3-8-15

TEL　03-3406-6308　　　FAX　03-3407-9568
e-mail　c-help@crayonhouse.co.jp
URL　http://www.crayonhouse.co.jp

クレヨンハウスと仲間たち

New Mexico Department of Agriculture
ほか・ビオクライス認定・ＪＯＣＡ認証の生産物

クレヨンハウス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
はじめての布ナプキンアリス 有 New Mexico Department of Agricultureほか 1,900円
二つ折りパッド　モモ 有 New Mexico Department of Agricultureほか 1,200円
プレイアーデン　ドッグ 有 ビオクライス認定 580円／200g
プレイアーデン　キャット 有 ビオクライス認定 980円／200g
Ms.crayonhouse　アパレルアイテム 有 ＪＯＣＡ認証 5,000円～
いいね（雑誌） 無 648円
クーヨン（雑誌） 無 648円
育児関連書 無 1,400円～

009-5

化学物質系建材を使わない無添加住
宅で、安全な空気の新築・リフォーム工
事。漆喰・無垢材で、調湿・保温・消臭効
果の高い住宅。新築では、シックハウス
保障付住宅。

出展者PR 出展品PR

化石燃料ではなく、産業廃棄物である木廃
材を破砕・加工してＣＯ2排出の少ない木質
ペレットを製造・販売。ペレットストーブの
販売。塩素だけではなく、微細な放射性物
質をろ過する逆浸透膜の浄水器の販売

〒227-0033　神奈川県横浜市青葉区
鴨志田町５３４‒４

TEL　０４５‒９６１‒８７６５　　　FAX　０４５‒９６１‒１７７４
e-mail　k-green@mt.catv.ne.jp
URL　http://www.kousakushitsu-green.com

（株）工作室グリーン007

ココナッツ専門店ブランドとして今年13周年
を迎えます。全ての商品に有機ココナッツ原
料を使用しています。ココナッツの自然の力
を最大限に活かした保存料、添加物、漂白剤
一切不使用の商品をご提供しております。

出展者PR 出展品PR

美味しくてＭＣＴ（中鎖脂肪酸）約93％の、天
然製法で作られたリキッドココナッツオイル。
比較的安価で、健康的な揚げ油・炒め油とし
て注目の無香プレミアムココナッツオイル。
グルテンフリーのココナッツファイバーも。

〒550-0012　大阪市西区立売堀5-5-7

TEL　06-6543-5572　　　FAX　06-6543-5571
e-mail　houjin@cocowell.co.jp
URL　http://www.cocowell.co.jp/

くらしの天然市場

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）ココウェル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
リキッドココナッツオイル 無 2,400円／280g
プレミアムココナッツオイル 無 申請中 950円／460g
ココナッツファイバー 有 有機JAS 950円／250g
ココナッツミルクパウダー 有 USDAオーガニック、エコサート 2,000円／300g
ココナッツシュガー 有 USDAオーガニック、ECオーガニック 850円／250ｇ
オーガニックバージンココナッツオイル 無 1,800円／140ml
オーガニックココリップ 無 600円／5g
オーガニックココソープ 無 800円／95g

068

オーガニック食品に１９９８年以来携わっ
ています。安心・安全で美味しい商品を
お届けできるよう心がけています。

出展者PR 出展品PR

オーストリア・シュタイヤマルク州の特産
品、オーガニックパンプキンシードオイ
ル。美しい深緑のオイル、香ばしいナッツ
味、おいしい健康オイルです。有機プロ
テインパウダーもご紹介しています。

〒564-0062　大阪府吹田市垂水町１‒２８‒１０

TEL　０６‒６３７８‒２１１７　　　FAX　０６‒６３７８‒２１１８
e-mail　info@organic-saladbowl.com
URL　http://www.organic-saladbowl.com

クレヨンハウスと仲間たち

全てが有機ＪＡＳ認証取得済の生産物

（有）サラダボウル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機パンプキンシードオイル 有 有機JAS 2,500円／250ｍｌ
有機パンプキンシードオイル 有 有機JAS 1,200円／100ml
有機ヘンプシードパウダー 有 有機JAS 1,800円／350g
有機ひまわり種パウダー 有 有機JAS 1,800円／350g
有機かぼちゃ種パウダー 有 有機JAS 1,800円／350g

009-3

沖縄県浦添市にある女性専用鍼 院で
す。“からだが変われば運命が変わる”を
モットーに、鍼 治療・ハーバルセラピー
を通して一人ひとりが自分らしい生き方
を見つけられるようお手伝いしています。

出展者PR 出展品PR

沖縄のハーブ・月桃を月桃染めのオーガ
ニックコットンで包んだホットパッド【月桃
温活シリーズ】。温かさと心地よいハーブ
の香りで、目の疲れや、肩腰の疲れのケア
や産前産後の子宮温活にオススメです。

〒901-2134　沖縄県浦添市港川２‒９‒８
NO.57

TEL　098-877-6056　　　FAX　098-877-6056
e-mail　ｓｈｏｐ＠ｈｉｄａｍａｒｉ．aｓｉａ
URL　https://www.hidamari.asia

クレヨンハウスと仲間たち

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

鍼 サロン　ひだまり堂

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
月桃温球　ぬくだま 有 有機JAS・GOTS 5,0００円／個
月桃楽枕　らくまくら 有 有機JAS・GOTS 6,3００円／個
月桃美眼　ちゅらみぃ 有 有機JAS・GOTS 4,1００円／個

009-1
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SLOWCOFFEEは【フェアトレード】で輸入さ
れた【オ－ガニック】のコーヒー豆を【国内自
社焙煎】しているコーヒー屋です。
2016年からは太陽光発電した電気で焙煎機
を稼働させる【ソーラー焙煎】を始めました。

出展者PR 出展品PR

オーガニック＆フェアトレード＆国内自社焙煎の
コーヒーを販売しています。
カフェインレスシリーズは粉・豆のレギュラータイ
プの他、ドリップバッグ・インスタントなど計6種類
のカフェインレス商品をご用意しております。

〒270-2241　千葉県松戸市松戸新田24
京葉流通センター6-2

TEL　047-331-5208　　　FAX　047-331-5269
e-mail　info@slowslowslow.com
URL　http://www.slowslowslow.com/

くらしの天然市場

全てが有機JAS認証取得済の生産物

スローコーヒー/（有）スロー

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
エクアドル産ちょっとすごいコーヒー 有 有機JAS 1,350円／150g
スローな水出しコーヒーパック　BLACK is Beautiful 有 有機JAS 900円／30g×4p
おいしいやさしいカフェインレス 有 有機JAS 1,500円／150g
【ドリップバッグ】カフェインレス　a cup of SlowCoff ee 有 有機JAS 900円／10g×4
【インスタント】おいしいやさしいカフェインレス 有 有機JAS 800円／40g
おいしいやさしいカフェオレベース加糖 有 有機JAS 1,800円／600ml
おいしいやさしいカフェインレス水出しコーヒー 有 有機JAS 800円／30g×2
おいしいやさしい豆乳デカフェアイス 有 有機JAS 450円／80ml

086

セントモニカ。北海道で、ワイルド、ナチュラルな素材を使ったコス
メや美容飲料をつくり提供しています。白樺樹液や、有機栽培の
ベリーのアンチエイジングドリンクや、ワイルドローズのハマナス
の美容液や、樹液のクリームなど、保存剤、人工香料などを使わな
いで作る手法ですべてを自社ブランドで製造販売しています。

出展者PR 出展品PR

北海道の自然100％の素材。白樺樹液100％ドリン
ク、有機栽培のベリーコーディアル、白樺樹液美容液、
ハマナスのワイルドローズ美容液、天然馬油樹液保湿
クリームなどご用意、北の大地から、スペシャルなワイ
ルド素材がインとアウターのケアを提供します。

〒064-0803　札幌市中央区南2条西26丁目１‒１

TEL　011-213-7572　　　FAX　011-213-8785
e-mail　info@stmonica.info
URL　http://stmonica.info

くらしの天然市場

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）The St Monica

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機ベリーコーディアル 有 有機JAS 1,300円／100ｍｌ
有機ベリーコーディアル 有 有機JAS 3,000円／300ｍｌ

089

ナイアードでは、世界各地をめぐり、その土
地で伝統的に使われてきた自然素材と、それ
を守り続けている人々と共に、環境、作り手、
使い手に負担をかけず、心地よく使えるスキ
ンケア・ヘアケア製品を提案しています。

出展者PR 出展品PR

新発売の「チウリ　モイスチャークリーム」を中心
に、naiadのスキンケア製品を展示いたします。
「チウリ」はネパールに自生するアカテツ科の樹
木。その種子から得られる濃密なバターの保湿
力をお試しください。

〒197-0013　東京都福生市武蔵野台2‒34‒9

TEL　042-552-8958　　　FAX　042-552-8961
e-mail　info@naiad.co.jp
URL　http://www.naiad.co.jp

くらしの天然市場

全てが有機農業による生産物

naiad

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
チウリモイスチャークリーム 無 3,000円
ナイアード　アルガンオイル30ml 無 3,400円
アルガンクリーム50ml 無 3,000円
アルガン石鹸 無 1,200円
ガスール 無 700円
朝摘みばら水 無 1,800円
ヘナ100%　100g 無 1,000円
ヘナ＋木藍　100g 無 1,500円

091

natural×funeralとは、環境に優しい
棺や料理・ギフトを利用できる、お葬式
パッケージです。 さらに収益の一部を
社会的問題を解決するために活動する
団体に寄付する仕組みがあります。

出展者PR 出展品PR

例えばお葬式に使用する棺。一般的な
棺は熱帯雨林の木材の合板であり多く
が違法伐採と言われています。
natural×funeralでは間伐材を使用し
た環境を考えた棺でお見送りします。

〒272-0142　千葉県市川市欠真間1-4-5

TEL　047-712-5983　　　FAX　047-712-5987
e-mail　info＠natural-funeral.co.jp
URL　http://www.natural-funeral.co.jp/

natural × funeral　自然に人にやさしいお葬式008

biolaboが最も大切にしていることは、人々
の生活において利便性を追求するだけではな
く、自然環境と共生することです。安心・安全
で人々の生活環境に有効なバイオのちからを
借りて、人々の暮らしを豊かにしていきます。

出展者PR 出展品PR

産学協同で開発したバイオを使ったカビ防止・
消臭商品をラインアップしています。確かな性
能と洗練されたデザインが自慢です。ウォール
ステッカー（カビ防止・消臭）、防カビ洗浄剤、冷
蔵庫の脱臭・抗菌（カビ防止）剤、他。

〒111-0053　東京都台東区浅草橋4‒12‒1
第2タカトービル4F

TEL　03-5809-2781　　　FAX　03-5809-2782
e-mail　y-hori@nishiyama-inc.jp
URL　http://biolabo-team.jp

クレヨンハウスと仲間たち

（株）ニシヤマ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ウォールステッカー リビング 無 1,800円／1個
ウォールステッカー バス 無 1,800円／1個
バススプレー 無 1,600円／400ml
パイプリキッド 無 2,000円／600ml
バスストーン Agゼオライト 無 ８００円／1個
バイオ デオ 無 1,400円／1個

009-2

国産材木製品、化学成分不使用防虫・消臭剤、
天然繊維製品など、国産品を中心としたエコ雑
貨を取り扱う商社です。小売店への卸だけでな
く、こだわり系生協などの企画立案からチラシ
の作成、卸までを一貫して承っております。

出展者PR 出展品PR

植物が持っている防虫成分や抗菌・消臭効果を
有効活用し、化学薬剤に頼らず高い効果を発揮
する生活用品は一番の売れ筋です。国産の木
材を使ったキッチン用品、肌に優しい天然繊維
は毎日を心地よく過ごしたい方にお勧めです。

〒160-0005　東京都新宿区愛住町22
岡田ビル２Ｆ

TEL　03-3356-0111　　　FAX　03-3356-0011
e-mail　info@ecodepa.jp
URL　http://ecodepa.jp

（有）生活アートクラブ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ムシさんバイバイ 無 1,500円／250ml
洗濯用フィトンαエコタイプ 無 1,800円／800ml
植物成分防虫剤クローゼット用　森の香２本入 無 700円／2本入
オーガニックコットン水玉ソックス 有 日本オーガニックコットン流通機構 1,000円／1双
オーガニックコットンメッシュハイソックス 有 日本オーガニックコットン流通機構 1,700円／1双
ひのき間伐材トレー　丸型　24ｃｍ 無 2,800円／1枚
虹色木琴 無 8,800円／1セット
天然アミノ水　鼻ぬ～る 無 1,400円／1個

006

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物
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茶品種“べにふうき”で作る、国産有機
（有機ＪＡＳ認証取得）紅茶・緑茶の専門
茶園です。畑を開墾してべにふうきを定
植し、農薬や化学肥料を一切使わず、有
機栽培で紅茶・緑茶に加工しています。

出展者PR 出展品PR

べにふうきはダージリンの香りとアッサムの味
わいを持つ紅茶に適した品種です。香りを楽し
むストレート、コクのあるチャイ、ミルクティー、
どちらもお勧めです。緑茶にはメチル化カテキ
ンと言う、機能性が期待されています。

〒567-0831　大阪府茨木市鮎川3-15-19

TEL　072-634-5569　　　FAX　072-634-5569
e-mail　info@ninoraku.com
URL　http://www.ninoraku.com

くらしの天然市場

全てが有機JAS認証取得済の生産物

にのらく

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機紅茶 有 有機JAS 1,500円／70ｇ
有機紅茶 有 有機JAS 1,000円／70ｇ
有機紅茶 有 有機JAS 700円／70ｇ
有機紅茶 有 有機JAS 500円／30ｇ
有機緑茶 有 有機JAS 1,500円／100ｇ
有機緑茶 有 有機JAS 200円／10ｇ

085

ヨーロッパの希少な手つくりのオーガニッ
クや伝統製法の製品をご紹介するBIO　
PROJECTとデンマークから厳選された100％
BIO製品を紹介するOLIVON TOKIOと共同
でヨーロッパの希少な製品をご紹介します。

出展者PR 出展品PR

フランスコルシカ島の100％BIOのテ
リーヌとコンフィチュールをお届けしま
す。またデンマークからは100％BIOの
グミをご紹介させて頂きます。

〒145-0074　東京都大田区東嶺町20‒16
久が原ハウス102

TEL　03-6410-1910　　　FAX　03-6410-1910
e-mail　kashikura@bio-p.com
URL　http://olivon.jp/　　 http://bio-p.com/

くらしの天然市場

ABマーク（AGRICULTURE BIOLOGIQUE（アグリキュ
ルチュール・ビオロジック））（フランス政府認定）取得済

BIO PROJECT/OLIVON TOKIO

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
コルシカ島テリーヌ　大瓶 有 ABマーク 1,445円／125g
コルシカ島テリーヌ　小瓶 有 ABマーク 805円／45g
コンフィチュール 有 ABマーク 1,250円／250g
コンフィチュール 有 ABマーク 723円／110g
HEY YUM!オーガニックグミキャンディ　フルーツバラエティ 有 ABマーク 550円
HEY YUM!オーガニックグミキャンディ　ヨーグルトハニー 有 ABマーク 550円
HEY YUM!オーガニックグミキャンディ　サワーフラワー 有 ABマーク 550円

087

東京自由が丘にて、食器・台所用品・自然派食
材、カフェ＆ワインバー併設の小さなセレクト
ショップ「クッキングスタイルズ」を営んでい
ます。タイの友人が開発した自然派洗剤「ピッ
パースタンダード」の輸入販売を始めました。

出展者PR 出展品PR

タイ発、日本初上陸の衣類用・家庭用洗剤。パ
イナップル発酵酵素の力で自然派の安心と洗
浄力を両立！他の自然派・化学系洗剤と同等以
上の洗浄力があります。低アレルギー性・低刺
激性認証済。１ヶ月以内に90％以上生分解。

〒152-0035　東京都目黒区自由が丘１‒２５‒２１

TEL　03-6338-1444　　　FAX　03-6338-1444
e-mail　jiyugaoka@cooking-styles.jp
URL　http://pipperstandard.jp

ピッパースタンダード（（有）ハーモニー）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ピッパースタンダード衣類用洗濯洗剤 無 980円／900ml
ピッパースタンダード衣類用柔軟仕上げ剤 無 980円／900ml
ピッパースタンダード部分洗い用洗濯洗剤 無 780円／400ml
ピッパースタンダード食器用洗剤 無 780円／900ml
ピッパースタンダード床用洗浄剤 無 780円／800ml
ピッパースタンダードバスルーム用洗浄剤 無 780円／500ml
ピッパースタンダード多目的洗浄剤 無 780円／500ml

023-2

ネパールに古くから自生する天然素材のヘンプ
　アローを使い伝統的な手仕事で手紬ぎ　手織
り　草木染めしたバッグ　財布　テキスタイル
　糸　帽子等のオリジナル雑貨のブランドをネ
パールの生産者と共に活動して20年になります。

出展者PR 出展品PR

ヒマラヤンヘンプのデイバッグ　手紡ぎ　手織り草
木染のヘンプ素材を使いベルト部分　ポケット部分
　引手の紐も全て手作りしています。また真鍮のパー
ツもオリジナル手作りの商品です。日常使い　小旅
行にも便利な使いこむほどに馴染むバッグです。

〒３５０-１２４５　埼玉県日高市栗坪４３‒２

TEL　０７０‒３９９２‒４２５７　　　FAX　０４２‒９７８‒６６７４
e-mail　himalayanmaterial@yahoo.co.jp
URL　https://himalayanmaterial.stores.jp

ヒマラヤンマテリアル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ヒマラヤンヘンプのデイバッグ １５,０００円
ヒマラヤンヘンプのハンドニット帽子 ２,５００円
ヒマラヤンヘンプの草木染糸玉 １,０００円
ヒマラヤンヘンプの2つ折り財布 3,200円

092

くらしの天然市場

1998年創立、生産者から日本の食卓まで
ワイン・環境・食への思いをつなぐオーガ
ニックワイン専門インポーター。生産者を
一軒一軒訪ね、厳選したEUオーガニック
認証ワインのみを輸入販売しています。

出展者PR 出展品PR

ネゴシアンやワインメーカーの画一的な品
質のワインではなく、家族経営の小規模ワ
イン農家が手がける、土地や気候、生産者
の哲学が味わいに反映された「作品」と呼
べるようなワインのみを取り扱っています。

〒107-0052　東京都港区赤坂2-21-5

TEL　03-6826-4310　　　FAX　03-5573-8682
e-mail　info@mavie.co.jp
URL　https://mavie.jp/

くらしの天然市場

全てがEUオーガニック認証の生産物

マヴィ（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
スプマンテ ヴェネツィア 発泡 有 EUオーガニック 2,584円／750ml
ヴァール ロゼ 有 EUオーガニック 2,176円／750ml
カイロル 赤 有 ナチュール エ プログレ 3,195円／750ml
ガスコーニュ キャトル セパージュ 白 有 EUオーガニック 1,695円／750ml
シャルドネ（樽熟）白 有 EUオーガニック 3,102円／750ml
ディヴィンヌ プロポルシオン「黄金比率」 赤 有 EUオーガニック 2,399円／750ml

088

メイド・イン・アースの純オーガニックコットン
製品は、コットンそのままを大切にした風合
いで、私たちの素肌を優しく包み、大地の栄
養を吸収し育ってきた綿の力で、皆様の暮ら
しに天然の心地よいギフトをお届けします。

出展者PR 出展品PR

メイド・イン・アースは、7つの安心感をもと
に作られた、純オーガニックコットンの「イン
ナー、アウター、バス用品、寝具、ベビー、布ナ
プキン、ギフト」などを展開し、化学的な処理
に頼らず植物の風合いを大切にしています。

〒152-0035　東京都目黒区自由が丘1-19-30

TEL　03-5701-6633　　　FAX　03-5701-6635
e-mail　info@made-in-earth.co.jp
URL　http://www.made-in-earth.co.jp/

くらしの天然市場

有機農業による生産物

メイド・イン・アース

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
リトル布ナプキン 有 bio inspecta,NMDA 900円／1枚
昼用布ナプキン 有 bio inspecta,NMDA 1,900円／1枚
カップブラ【スーピマ天竺】 有 CUDBV 6,600円／1枚
レディスショーツ 有 bio inspecta,CUDBV 1,800円／1枚
スタイ 有 bio inspecta,CUDBV 1,600円／1枚
腹まき 有 bio inspecta 2,800円／1枚
ボディタオル 有 NMDA 1,100円／1枚
スーピマ純タオル【フェイスタオル】 有 bio inspecta,IMO 1,600円／1枚

060

ダームスキャン（本部パリ）のアジア支部
（Dermscan Asia）の認証取得済
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私たちは薬剤を使用しない安全な食器づくり
で、屈指の実績を達成してきました。300年の
歴史を持つ伝統技術を、安全と機能美で未来に
伝えたいという理念で多くの支援を頂きながら
活動しています。この伝統を次の300年も。

出展者PR 出展品PR

無薬剤の木製食器
食器にも手にも身体にも使える安心な
石鹸

〒240-0021　神奈川県横浜市保土ヶ谷区
保土ヶ谷町1-68-4-404

TEL　045-325-9981　　　FAX　045-325-9981
e-mail　info@tomatobatake.jp
URL　http://www.tomatobatake.jp/yokohamawood/

クレヨンハウスと仲間たち

YOKOHAMA WOOD by TomatoBatake009-7

一般財団法人食品環境検査協会の試験で認証
済みの食器

“Portierra”（ポルティラ）は環境への配慮を第
一に考えたレザーブランド。
有害な薬品を使用しない独自の皮なめしから、
植物染料をメインに使った染色、鞄や靴等の商
品製作までをすべて自社にて行っております。

出展者PR 出展品PR

他にはないやさしい色使いのナチュラ
ルなレザーグッズが並びます。
特に害獣として駆除されてしまった鹿
を使った鞄や靴は鹿ならではの独特な
風合いをお楽しみ頂けます。

〒541-0056　大阪市中央区久太郎町4-13
大阪センタービル10階

TEL　06-6121-5840　　　FAX　06-6121-5809
e-mail　d-miki@leon-intnl.co.jp
URL　http://www.portierra.com

クレヨンハウスと仲間たち

（有）レオン・インターナショナル009-9

伝統的な和の文化は、オーガニック＆エシカ
ルなテーマと非常に親和性が高いものです。
2020年に向けてのインバウンド消費も視野
に入れつつ、これからの時代にマッチする和の
ライフスタイルを皆様にご提案して参ります。

出展者PR 出展品PR

多用途に使いこなせるサイズの風呂敷、口
に入る箸先部分には化学合成塗料を使わな
いお箸、ハラル認証を取得している和のお菓
子、オーガニック日本茶、世界遺産に登録され
た和紙のアイテムなどをご用意しています。

〒144-0043　東京都大田区羽田４‒４‒６‒４０２

TEL　０９０‒４８３７‒０７６４
e-mail　kobayashi@food-trust.jp

（一社）和文化コンシェルジュ協会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ふろしきぶる風呂敷
ヴァージン漆のお箸
蜜蝋を塗料としたお箸
野点てセット
ハラル認証取得のお菓子
オーガニックのお茶
和紙の小物
邦楽CD

005

愛犬愛猫との真の共生をめざしたライフス
タイル提案を通して、無添加オーガニックな
食品とケア用品を展示販売。オーガニック原
料や天然素材で無添加な愛犬愛猫用のケア
用品や食品をお手にとってご覧ください。

出展者PR 出展品PR

オーガニックハーブの虫除けスプレー
やミツロウとオーガニックオイルの肉
球クリームなどは、化粧品登録している
ので、ペットだけでなくオーナー様も一
緒に使用できます。

〒411-0903　静岡県駿東郡清水町堂庭199
わんのはな

TEL　055-971-1444　　　FAX　055-971-1446
e-mail　staff @wannohana.com
URL　http://wannohana.com

くらしの天然市場

ACO（オーストラリアのオーガニック認証）・シトロネラがACT / Organic Agriculture 
Certifi cation Thailand・（※ココナッツはECOCERT認証）・※ココナッツオイルはECOCERT認証

わんのはな × にゃんのはな

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
わんのはなミツロウクリームグランデ 有 ACO（オーストラリアのオーガニック認証） 5,500円／60ml
わんのはなミツロウクリームピッコロ 有 ACO（オーストラリアのオーガニック認証） 2,500円／18ml
わんのはなハーブdeマモロ 有 シトロネラがACT / Organic Agriculture Certifi cation Thailand 2,500円／110cc
わんのはな ゼオライトココナッツビスケットPremium 有 （※ココナッツはECOCERT認証）600円／35g
わんのはな 乳酸菌ビスケット 有 ※ココナッツオイルはECOCERT認証 550円／35g

080

農園・家庭菜園・ガーデニング／ベビー・
キッズ／ペット・飼育関連他

有機だから美味しいとは限りません。
土を発酵させると食味と鮮度が向上します。
慣行から有機への転換もサポートします。
発酵という微生物の知恵を農から家庭に取り入れ、
食と暮らしを共にオーガニックにする物語があります。

出展者PR 出展品PR

有機農家向けの農業資材（有用微生物）と、一
般家庭向けの室内環境を快適にする天然素材
の発酵液（清掃・消臭用）を紹介しながら、美味
しくて鮮度が高く、売れる品質の農産物の作り
方と、発酵する暮らしの魅力を提案します。

〒465-0053　愛知県名古屋市名東区極楽５‒１４８

TEL　052-709-7600　　　FAX　052-709-7610
e-mail　uemura@em-seikatsu.co.jp
URL　https://www.em-seikatsu.co.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）EM生活

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
EM１ 有 有機JAS適合資材・A飼料 2,160円／1L
EMW（清掃・消臭液） 無 天然素材、安全安心です 1,080円／500ml
EMGarden 有 有機JAS適合資材 1,080円／500ml

186
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私たちは、兵庫県三木市で無農薬、無化学肥料
で植物を育て、子供からご年配の方まで、人と
自然が寄り添うお庭づくりを目指しています。
自然や四季を感じられるお庭づくりに全国どこ
でも参ります。

出展者PR 出展品PR

無農薬、無化学肥料で育てられた野菜、ハーブ、
花苗。育てた苗を簡単に持ち運べる取っ手つき
のコンテナ。有機にこだわった土壌改良材等、
安心、安全に自然と触れ合えるガーデングッズ
とオーガニックな庭づくりの施工例の案内。

〒673-0516　兵庫県三木市志染町御坂1276

TEL　0794-87-3825　　　FAX　0794-87-3439
e-mail　ex_fugasha@ybb.ne.jp
URL　http://www.fugasha.com

全てが有機農業による生産物

（株）エクステリア風雅舎165

ヨーロッパ有機認証の種子（野菜・ハーブ・花・
スプラウト）150品種以上を取扱います。日本
で自然栽培された固定種の取扱いも開始し、
生産者向け大袋も充実。　キッチンで簡単に
楽しめるスプラウト栽培キットも人気です。

出展者PR 出展品PR

おうちの中でわずか2日で栽培できる「オー
ガニックの種から育てる発芽豆キット」は栽
培成功率ほぼ１００％。ヒヨコ豆、レンズ豆、
緑豆、フェヌグリークの４種類（有機JAS取
得）から選べる育てるスーパーフードです。

〒863-0001　熊本県天草市本渡町広瀬2506-41
Ｙ＆Ｍヴューテラス１‒Ｂ

TEL　0969-24-7969　　　FAX　050-3737-9205
e-mail　matsuzaki@gfp-japan.com
URL　http://gfp-japan.com/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）グリーンフィールドプロジェクト

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックの種から育てる発芽豆キット　レンズ豆 有 有機JAS 1,100円
育てる発芽豆 レンズ豆 有 有機JAS 598円
育てる発芽豆 ひよこ豆 有 有機JAS 598円
ブロッコリースプラウト栽培キット 有 ヨーロッパ有機認証
チアシードスプラウト栽培キット 有 ヨーロッパ有機認証 598円
ブロッコリスプラウト有機種子 有 ヨーロッパ有機認証
チアシードスプラウト有機種子 有 ヨーロッパ有機認証
新キッチンファーム 無

187

本物の種から本当のオーガニックライフ
を。次世代へとつながる「本物の種」を残
すため、オーガニックの教育プログラムや
ローカルシードライブラリーの設立、種か
らの商品開発支援などを行っています。

出展者PR 出展品PR

SEED to FUTURE～私たちの手で未来
の種をまこう！　食品やコスメ、ファッショ
ンアイテムなど、本物の種から未来の子
供達へとつながるオーガニック商品を開
発しているプロジェクトをご紹介します。

〒783-0055　高知県南国市双葉台15-1

TEL　088-855-4248　　　FAX　088-862-4300
e-mail　info@seedsol.org
URL　http://www.seedsol.org

全てが有機農業による生産物

（一社） SEEDS OF LIFE

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
コットンパールアクセサリー 無 5,000円～

188

マイファームは「野菜作りが楽しい、農業が好
き」に溢れる社会を創造する事業を行ってい
ます。野菜を育て、食べる、「自産自消」の作業
を通して自然と対峙し、豊かな生活が得られ
る社会を作っていくことを目指しています。

出展者PR 出展品PR

「自産自消のある生活の種まき」を始めても
らうきっかけとして、「マイファームつくる通
信」を創刊しました。「種」や「栽培」に関するス
トーリーや生産の真実を伝える内容に加え、
在来種の「種」を同時にお届けいたします。

〒600-8841　京都府京都市下京区朱雀正会町1-1
KYOCA会館3F

TEL　075-746-6213　　　FAX　075-746-6214
e-mail　info@myfarmer.jp
URL　http://myfarm.co.jp

全てが有機農業による生産物

（株）マイファーム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
マイファームつくる通信 無 980円／册
生ハチミツポーション 無 200円／14g
生ハチミツ 無 1,000円／110ml
にわとり農家の卵プリン 無 280円／100g
にわとり農家の卵プリン しょうゆ 無 280円／100g
にわとり農家の卵プリン みそ 無 280円／100g
にわとり農家の卵プリン 酒かす 無 280円／100g

163

近年全国各地の森では、鹿の増加により生態
系が深刻な影響を受けています。捕獲した鹿
の命を大切に使い切り、環境にもペットにも優
しい持続可能なものづくりを目指します。森
を守る人の育成に利益を還元していきます。

出展者PR 出展品PR

ペットフードは野生鹿肉と国内産のオーガ
ニック野菜・穀物を厳選し、着色料・保存料・
酸化防止剤は一切使用せず、素材そのも
のがもつ風味を生かし作ってます。オーガ
ニックコットンのペット用品も販売中です。

〒160-0015　東京都新宿区大京町31番地
二宮ビル４階

TEL　03-5361-7077　　　FAX　03-3226-7580
e-mail　kitauchi@avantijapan.co.jp
URL　http://morikaraumie.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（一財）森から海へ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
犬猫用野生鹿ジャーキー 無 1,200円／60ｇ
犬猫用野生鹿スティック 無 1,800円／50ｇ
犬猫用野生鹿ドライトライプ 無 1,500円／30ｇ
成犬用一般食 無 280円／50g
成犬用一般食 無 4,500円／1kg
タンクトップ 無 4.300円／N
長袖Tシャツ 無 4.800円／N
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ハウス栽培では葉温より地温がより重要であ
る。最適地温を確保すればハウス内温度を5℃
前後下げてよい米国の文献が多々ある。我国の
空気加温ハウスに地中加温を設置すると30％
増収と40％前後の省エネ効果で経営改善する。

出展者PR 出展品PR

オーガニック生産向上には土壌微生物の活性化
が不可欠である。夏、誰でも容易に危険作業を
伴なわない太陽熱土壌消毒を実施し堆肥を投
入、冬、地中加温で土壌微生物を活性化しオー
ガニックが安定生産できるシステムである。

〒141-0022　東京都品川区東五反田4-10-9

TEL　03-5488-5544　　　FAX　03-5488-5545
e-mail　info@radiant.co.jp
URL　http://www.radiant.co.jp

有機農業による生産物

（株）ラジアント

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックファースト 申請中 2,500～3,000千円／10a

164
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LA CHATON（ラシャトン）は、代表の新
井ミホの長年の猫との暮らしの中で生ま
れた「猫（幸せ）のおすそ分け」活動をする
ためのブランドです。大切な家族（猫ちゃ
ん、ワンちゃん）の健康をサポートします。

出展者PR 出展品PR

①フリーレンジ（平飼い）②抗生物質フリー
③ホルモン剤フリー④ワクチンフリー⑤アニ
マルウェルフェアに基づいたナチュラルチキ
ンを使用したペットフード。大切なぺットのこ
とを考えたヒューマングレードな商品です。

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前3-13-21
神宮前レジデンス201

TEL　03-3497-8776　　　FAX　03-6804-2484
e-mail　info@lachaton.jp
URL　http://www.lachaton.jp/

LA CHATON

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
LA CHATON NZフリーレンジナチュラルチキン（ささみ） 無 800円／60g
LA CHATON NZフリーレンジナチュラルチキン（ペースト） 無 120円／15g
LA CHATON NZフリーレンジナチュラルチキントライアルセット（ささみ＆ペースト） 無 900円／60g+15g
LA CHATON NZフリーレンジナチュラルチキン（ペースト）5本セット 無 600円／15g×5本

114

日本初のオーガニック・ナチュラル専門
のペットブランドです。人も動物もあり
のままのナチュラルな姿で自然を楽し
み、日々を幸せに暮らせるよう、商品と
サービスを提供します。

出展者PR 出展品PR

ネパールのヤクのミルクから、手作りされる
愛犬用100%ナチュラルおやつ「ヒマラヤ
チーズ」。ドイツや米国の厳しいオーガニッ
ク認証基準を満たしたペットフードの「テラ
プラ」や「ベジフルオーガニック」など。

〒231-0023　神奈川県横浜市中区山下町89-6
プライムタワー横浜8Ｆ

TEL　045-228-9860　　　FAX　03-6730-1678
e-mail　pr@loasisjapan.com
URL　https://www.loasisjapan.com/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ロアジス【オーガニック・ナチュラルペットライフ専門ブランド】

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ペットフード「テラプラ」 有 ビオランド 2,945円／750ｇ
犬用おやつ「ヒマラヤチーズスティック」Ｓ 無 760円／1本
犬用フード「ヒマラヤチーズトッピングベジ」 有 有機JAS 482円／10ｇ
犬用おやつ「ベジフル」 有 ＵＳＤＡ・有機ＪＡＳ 1,093円／70ｇ
犬猫用クランベリーサプリメント「クラニマルズ」 有 ＥＣＯＣＥＲＴ 3,612円／120ｇ
犬用シャンプー・コンデ「ロアジススパ」 無 1,880円／150ｍｌ
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埼玉県深谷産！農薬不使用の薔薇を自社栽培。
食べられる薔薇。残留農薬検査を第三者機関
検査し0.1ｐｐｍの成績を取得。代表　田中綾
華は農林水産省農業女子PJメンバーとし農業
の活性化にも積極的に取り組んでおります。

出展者PR 出展品PR

農薬を使用せずに育てた薔薇を、エディ
ブルローズの他、加工品（菓子等）に生ま
れ変わらせ販売しております。健康にも
美容にも良い薔薇の魅力。是非お立ち寄
り頂き、至福の時をお楽しみ下さい。

〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西2-19-9
フランセスビル１F　ROSE LABO東京営業所

e-mail　info@roselabo.com
URL　www.roselabo.com

全てが有機農業による生産物

ROSE LABO（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
Rose Aya Confi ture 無 2,500円／160ｇ
Rose Aya Cookie 無 1,500円／50ｇ
Rose Aya Confi ture（美容液） 無 15,000円／30ｍｌ
ROSE　LABO　Candy 無
ROSE　LABO　Cookie 無
ROSE　LABO　Jam 無
ROSE　LABO　Chocolate 無

170

オーガニックコットン・エシカルファッ
ション・アパレル・フェアトレード雑貨

人と地球にやさしいスーパー植物＝麻（ヘン
プ）。その種は完全食品として世界中で注目さ
れ、その糸も高い天然機能性に溢れています。
当社は、従来にない細く高品質なヘンプ糸を
用いたヘンプ製品を国内でつくっております。

出展者PR 出展品PR

快適で実用的な生活小物品を展開します。靴
下、Tシャツ、タオル、おやすみ手袋／マスク、
ストール、寝装品など。また、蚊帳ふきん、コー
ヒーネルフィルター、エプロン・割烹着など食
品関連品も出展します。麻の実食品も販売。

〒252-0822　神奈川県藤沢市葛原３００１‒３

TEL　0120-983-224　　　FAX　0120-983-447
e-mail　mail@asafuku.jp
URL　http://asafuku.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

ASAFUKU（麻福）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
麻の実ナッツ 有 有機JAS 1,650円／180g
麻の実パウダー 有 有機JAS 1,380円／180g
麻の実油 有 有機JAS 1,800円／230g
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オーガニックコットンを原綿から輸入し国内で
糸、生地、製品を企画製造、販売を行っていま
す。また東北グランマの仕事作り、国内綿花栽
培、小諸エコビレッジのBIOマルシェなど人、
社会、地域への配慮にも取り組んでいます。

出展者PR 出展品PR

プリスティンはオーガニックコットンのライ
フスタイルブランドです。無染色、メイドイン
ジャパン、トレーサビリティ、やさしい仕様に
こだわった、「暮らしに寄り添う」オーガニック
コットンアイテムを一堂にご紹介しています。

〒160-0015　東京都新宿区大京町31
二宮ビル4F

TEL　03-3226-7789　　　FAX　03-3226-7580
e-mail　info@avantijapan.co.jp
URL　https://avantijapan.co.jp/

NPO法人日本オーガニックコットン協会ファミ
リーマーク取得

（株）アバンティ

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
リネンコットン7分袖カーディガン 無 13,000円
タンポポ柄2wayストール 無 10,000円
風通るブラ 無 9,000円
三重ガーゼバスタオル 無 3,800円
リネンコットンソックス 無 1,500円
くまスタイギフトセット 無 3,800円
ミニ裏毛　半袖クルーネックTシャツ 無 9,000円
ボクサーショーツ 無 6,000円

046

1994年に奈良県の繊維企業の有志により
協同組合を設立し、以来23年、オーガニッ
クコットンを主要素材として、「暮らしの中
の安心、安全」をテーマに、人にも地球にも
やさしいものづくりを行っています。

出展者PR 出展品PR

『ORGANIC GARDEN』のブランドで、オー
ガニックコットンを主要素材として、染色も
天然にこだわり、インナー、ニットウエア、ベ
ビーウエア、ソックス、タオルなど、各社が得
意とするアイテムを展開しています。

〒635-0824　奈良県北葛城郡広陵町疋相97-1

TEL　0745-55-1326　　　FAX　0745-55-5133
e-mail　nsinfo@organic-garden.jp
URL　http://www.organic-garden.jp

全てが有機農業による生産物

協同組合エヌエス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ニットセーター 有 オーガニックコットン 7,200円／１枚
ベビー短肌着 有 オーガニックコットン 1,600円／1枚
リラックスブラ 有 オーガニックコットン 3,300円／1枚
ガラボウソックス 有 オーガニックコットン 1,600円／1足
フェイスタオル 有 オーガニックコットン 1,000円／1枚
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創業以来様々な分野のビジネスシーンを通じ、
本物だけが持つ素晴らしさをお客様に提供し続
けて参りました。境港市の歴史的文化遺産伯州
綿に出会い、この事業を通じ自然を大切に思う
心を次世代に繋げていきたいと考えています。

出展者PR 出展品PR

300年以上の歴史ある境港市の和綿・伯州綿
を自社の畑で有機栽培し、それを使った「シー
ブリーズコットン」で織った安心安全で和綿素
材ならではの上質で優しい風合いの商品で
す。タオルは今治ブランド認定済みです。

〒684-0021　鳥取県境港市馬場崎町211-1

TEL　0859-44-4787　　　FAX　0859-44-4540
e-mail　info@haku-cotton.jp
URL　http://www.haku-cotton.jp

全てが有機農業による生産物

（株）きさらぎ  「伯」事業部

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックバスタオル 有 ＪＯＣＡ正会員・今治ブランド 8,000円／枚
オーガニックフェイスタオル 有 ＪＯＣＡ正会員・今治ブランド 2,800円／枚
オーガニックミニハンカチ 有 ＪＯＣＡ正会員・今治ブランド 1,200円／枚
オーガニックミニハンカチ綿木染 有 ＪＯＣＡ正会員・今治ブランド 1,500円／枚
オーガニックマルチケット 有 ＪＯＣＡ正会員 18,000円／枚
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当社オリジナル「のこり染」生地使用の
KURAKINブランド布雑貨及び同生地使用
の相手方ブランド向け製品卸事業です。「の
こり染」とは食品工場で使い終わった残渣
から色素抽出し布地染色を行う方法です。

出展者PR 出展品PR

「のこり染」は優しい色合いが特徴で、バッ
グ・ポーチ・スリッパ・エプロン・マット・タオル
等日常使う布具を自社染色・縫製にて日本
製にこだわり生産しています。（カラー例：あ
ずき、パセリ、ブルーベリー、よもぎ、ワイン）

〒503-0995　岐阜県大垣市十六町字高畑1050
艶金化学繊維㈱KURAKIN事業部

TEL　0584-92-1821　　　FAX　0584-92-1825
e-mail　yuji-sumi.b@kurakin.jp
URL　http://www.KURAKIN.jp

KURAKIN

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
トートバッグ 無 2,000 2,400円／小,大
ポーチ 無 1,400 1,600円／小,大
エコバッグ 無 2,800 4,800円／小,大
スリッパ 無 2,200 2,350円／M,L
ベンチマット 無 3,200円／枚
エプロン（首かけ） 無 3,700円／枚
ハンドタオル 無 480円／枚
のれん 無 4,000円／枚
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POPで可愛い、そしてフィリピンの環境・
雇用・教育問題に貢献できるバッグや小
物をフェアトレードで輸入、販売していま
す。今年の3月には「ソーシャルプロダク
ツアワード２０１７」を受賞しました。

出展者PR 出展品PR

ジュースのパッケージを使ったアップサイクル
の商品です。軽くて丈夫、水濡れもOK！一度使
うとファンになってくださる方も多く、皆様の声
によりアイテムもどんどん増えています。メッ
シュバッグは１点ものが多いのも魅力です。

〒230-0073　横浜市鶴見区獅子ヶ谷
2-32-48-801

TEL　090-5570-6309　　　FAX　045-585-6350
e-mail　nob@cocoroinc.com
URL　https://www.coco-k.jp/

Coco&K. （ココロインターナショナル（株））043

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
クーラーバッグ 2,200円～
トートバッグ 1,100円～
メッシュバッグ 2,400円～
ウォレット 3,500円～
コスメポーチ 1,200円～
ボトルホルダー 1,400円
レジャーシート 1,500円
バッグチャーム 600円～

弊社は「輪の和」を基本理念とし、「人の
輪・知恵の輪・協力の輪」を大切にし、女
性の悩みに寄り添い、心と身体の健康
をやさしくサポートする商品を開発、生
産、販売をしています。

出展者PR 出展品PR

必需品となっているマスクの悩みを解消し、
より肌に優しく機能性にも優れ、エコでおしゃ
れなファブリックケアマスクは、天然繊維を組
み合せ、抗ウイルス生地を内蔵させた洗える
新しいマスクです。香りスプレーをプラス。

〒 103-0027　東京都中央区日本橋2-16-4
ＳＴＨビル

TEL　03-5204-1235　　　FAX　03-5204-1238
e-mail　yuki-kimura@seraphic.co.jp
URL　http://www.seraphic.co.jp

セラフィック（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ファブリックケアマスク+香りスプレー 有 GOTS認証原料使用
就寝用うるおいマスク 無
就寝用うるおい手袋 無
就寝用ネックウォーマー 無
腹巻き 無
女性用ふんどし 無
アーム＆レッグォーマー 無
女性用インナー 無

041
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京都を拠点に、オーガニックコットンを
中心にしたエシカルファッション＆ウェ
ディングを展開。11年目の新プロジェク
ト「NADELL World Peace Project」
をテーマにしたブースを出店。

出展者PR 出展品PR

アフリカの紛争地域への寄付をメインと
したチャリティー機能付きのウェアを発
売。ナチュラルエレガンスをテーマに、
着心地とシルエットにこだわったファッ
ションアイテムをお届けします。

〒604-0903　京都市中京区河原町通指物町330-2

TEL　075-708-6552　　　FAX　075-708-6562
e-mail　contact@nadell.jp
URL　http://www.nadell.jp

NADELL／（株）Humming

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックコットンインナー 有 GOTS認証 8,000円～／1枚
おうちパンツ 有 GOTS認証 9,000円～／1枚

045

GOTS（Global Organic Textile Standard）
認証のオーガニックコットンを使用

オーガニックコットン製品の普及、市場拡
大のため、製品普及事業、広報事業、研修
事業、啓蒙普及事業を行う。又、オーガニッ
ク繊維製品のための世界基準「GOTS」の
策定と運営に参画し普及推進を行う。

出展者PR 出展品PR

オーガニックコットンの生産量を10%にし
たい。きれいな地球を子供達に残したい。
当協会の思いに応えて、世界で活躍する
100名のアーティストがボランティアで参
加した企画。アーティストTシャツを販売。

〒160-0015　東京都新宿区大京町29
作道ビル302

TEL　03-3341-7200　　　FAX　03-3341-7200
e-mail　offi  ce@joca.gr.jp
URL　http://joca.gr.jp/

全てが有機農業による生産物

NPO法人日本オーガニックコットン協会／オーガニック・テキスタイル世界基準（GOTS）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックコットンTシャツ 3,900円

040

当社（FCI）は「GOTS認証」「国際フェアトレー
ド認証」の２つを保有している日本で唯一の
企業です。雑誌オルタナ「グリーンオーシャ
ン大賞」銅賞受賞。東京都中小企業振興公社
「マーケットサポート事業」支援対象製品。

出展者PR 出展品PR

綿花栽培から完成品に至るまで全ての工程で
GOTS及び国際フェアトレード認証を取得した
サスティナブルな商品を提供。アパレル、ファッ
ション雑貨及び生活雑貨等のOEM事業を中心
に、自社ブランドでの卸売も行っています。

〒101-0054　東京都千代田区神田錦町３‒２１
PLATFORM SQUARE

TEL　03-6803-6518　　　FAX　03-4590-0526
e-mail　info@fairtradecottoninitiative.com
URL　http://scoo.co.jp/

フェアトレード＆オーガニックコットン認証製品

（株）フェアトレードコットンイニシアティブ（FCI）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
タオルハンカチ（今治） 有 FLO認証及びGOTS認証 800円
ブックカバー 有 FLO認証及びGOTS認証 1,200円
トートバッグ（ランチ） 有 FLO認証及びGOTS認証 1,600円
トートバッグ（M） 有 FLO認証及びGOTS認証 2,900円
トートバッグ（L） 有 FLO認証及びGOTS認証 3,800円
ショルダートート 有 FLO認証及びGOTS認証 1,200円
Tシャツ 有 FLO認証及びGOTS認証 1,600円
トートバッグ（東京製） 有 FLO認証及びGOTS認証 9,800円

039

オーガニック＆ナチュラルを知るための
講座団体紹介

IFOAM（国際有機農業運動連盟）のア
ジア地域グループ。アジアにおける有
機農業の推進目的に活動しています。

出展者PR 出展品PR

IFOAMの活動やALGOA（アジア有機
農業推進自治体ネットワーク）の紹介な
ど

3F, Doguro-1 gil 45, Seocho-gu, Seoul, 06694, 
South Korea
TEL　070-5077-9279
e-mail　miyoshi@global-standard.org
URL　http://www.ifoam.bio/en/regional-bodies/ifoam-asia

IFOAM Organics Asia003-2
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IFOAM JAPANは、IFOAMの日本の有
志で立ち上げた地域組織の一つであり、
IFOAM 本部やIFOAM Asiaと哲学を共有
し、日本における有機農業の発展のため、国
内外の情報の発信、共有をしていきます。

出展者PR 出展品PR

今年は、独自事業として始めた、
Organic寺子屋、IFOAM世界大会
の情報をメインに発信します。また
Organic 3.0についての最新の情報な
どの発信をします。

〒105-0004　東京都港区新橋4-30-4
藤代ビル5階

TEL　03-6809-0824　　　FAX　03-5400-2273
e-mail　organic@ifoam-japan.net
URL　http://www.ifoam-japan,net

（特）アイフォーム・ジャパン（IFOAM JAPAN）003-1

生きもの調査のスキルを体得し、農場の現場を
観察・分析し生物多様性を評価し、環境に配慮し
た農産物であるという評価を与える。
そんなユニークな農産物認証制度の実現に向け
て、Bioアナリスト養成講座を開催しています。

出展者PR 出展品PR

５つのメニュー（田んぼ写真集、植物図
鑑、動物図鑑、田んぼを味わうコラム、
生きもの調査のやり方）で楽しめる生き
もの調査の本ができました。当協会講
師の林 鷹央著。

〒104-0032　東京都中央区八丁堀2-22-8
内外ビル７F

TEL　03-3523-0028　　　FAX　03-3523-0860
e-mail　bioanalist@food-trust.jp
URL　https://www.ikimono-net.com/

（一社）生き物認証推進協会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
田んぼソムリエになる！ 2,000円／1冊

159

JADAMは有機農業農家の会であり、「超
低コスト農業」に関心を持って活動をして
きた。会の趣旨と活動、生産現場などは公
式サイトwww.jadam.krを通じて、まる
でその場にいるように見ることができる。

出展者PR 出展品PR

坪当たり約10円台で有機農業に必要な全て
のものを容易に自家製造で解決できる方法を
わかりやすい解説で収録、微生物培養、液肥製
造、施肥設計、独創的な天然農薬の自家製造な
どを網羅。病害虫の問題も簡単に解決できる。

〒３４０２５　　　311, 187 Thechno 2ro
Yuseong-gu Daejeon KOREA

TEL　02-1899-5012　　　FAX　070-4667-2955
e-mail　jusunhwa@naver.com
URL　http://www.jadam.kr

JADAM158

本イベントに出展する国内海外の事業者の先
進事例を学ぶスタディツアーを企画運営して
います。会場入口のブースですので、お気軽
にご相談ください。出展者と来場者の旅先で
のマッチングの機会もプロデュースします。

出展者PR 出展品PR

今年実施された本イベントのオフィシャルツ
アー「仏独米オーガニックマーケットスタディ
ツアー」報告書を展示（購入可）。今後の国内
海外（イタリア、フランス、ドイツ他）オーガニッ
ク関連スタディツアー情報も提供します。

〒337-0003　埼玉県さいたま市見沼区
深作3-36-19

TEL　048-687-5455　　　FAX　048-937-5010
e-mail　eco-tourism@reborn-japan.com
URL　http://reborn-japan.com

（有）リボーン〈エコツーリズム・ネットワーク〉015

伝統・伝承・自然・生活・技術他

石川県は、日本初の世界農業遺産「能登の
里山里海」を有し、その世界的に重要な伝統
的農法や景観、生物多様性、文化等の保全・
継承に資するため、能登地域と関係の深い
商品を「能登の一品」に認定しています。

出展者PR 出展品PR

じろ飴は、能登で生産された米と大麦のみを
原材料とする米飴で、「能登の一品」認定商
品です。素材の特徴を生かした優しい甘さ
が特徴で、保存料や甘味料等の食品添加物
は使用していない、人にやさしい食品です。

〒 927-0602　石川県鳳珠郡能登町松波１２‒８３‒１

TEL　0768-72-0077　　　FAX　0768-72-2221
e-mail　yokoi@matsunamiame.com
URL　http://matsunamiame.com/index/

世界農業遺産「能登の里山里海」　横井商店

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
じろ飴・ビン入り 無 300円／50g
じろ飴・ビン入り 無 400円／100g
じろ飴・ビン入り 無 800円／200g
じろ飴・ビン入り 無 1,500円／500g
固飴 無 500円／100g
豆飴 無 500円／100g
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オーガニック・ナチュラルビューティー
ケア・インナービューティーケア他

高知の有機ＪＡＳ認定農園で、種選び・土づく
りから栽培まで手掛けた無農薬グァバを主原
料とするオーガニックコスメをご紹介。エステ
ティシャンによるグァバ種子オイルを使ったデ
モ実演、国産有機グァバ茶の試飲も行います。

出展者PR 出展品PR

自社独自で栽培・抽出した無農薬グァバエキ
スは、高知大学土佐FBCで美白や抗酸化作用
が証明されています。天然成分100％、オーガ
ニック原料90％以上を配合する、機能性を兼
ね備えた国産オーガニックスキンケアです。

〒780-0072　高知県高知市杉井流16-27

TEL　088-861-4388　　　FAX　088-861-4374
e-mail　tenkai@shizuku.jp
URL　http://www.shizuku.jp

エシカルコスメゾーン

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（有）アフロディア

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
天海のしずくオーガニックホイップソープ 無 2,200円／150ml
天海のしずくオーガニックローション 無 3,000円／120ml
天海のしずくオーガニックエッセンス 無 4,900円／50ml
天海のしずくオーガニックフィトシードオイル 無 3,200円／10ml
天海のしずくオーガニックトリートメントマスク 無 3,700円／20ml×4枚入
天海のしずくオーガニックミネラルファンデーション 無 3,200円／5g
天海のしずくオーガニックハンドクリーム 無 1,800円／40g
有機土佐國グァバ茶 有 有機JAS 600円／5包入

077

オーガニックコスメ先進国と言われる
ドイツで売上シェアNo.1を誇るオーガ
ニックコスメ“ラヴェーラ”の日本正規輸
入元。秋冬のおススメ商品をはじめ、人
気の商品を御紹介致します。

出展者PR 出展品PR

創設30周年を迎え、世界40ヵ国以上で
愛されている、オーガニックコスメブラ
ンド。フェイスケアから、ボディケア、ヘ
アケア等、多種多様なアイテムを持ち、
消費者のニーズに細かく対応します。

〒105-0004　東京都港区新橋1-13-12
堤ビル5階

TEL　03-6268-8058　　　FAX　03-3597-6159
e-mail　info@alles-beauty.co.jp
URL　http://www.lavera-shop.com/

エシカルコスメゾーン

全てが有機農業による生産物

（株）アレスビューティー

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ラヴェーラ 有 NATRUE

051

人を支えてくれる自然を大切にする、アロマフラン
スのコンセプトです。
生産者の作る商品と生産者をよく知ることが大事で
す。それぞれの商品には生産者の愛着がこもってお
り、皆さんにお伝えできることを誇りに感じます。

出展者PR 出展品PR

クレイ成分の純度がとても高く、フランスエ
コサート及びヨーロッパのコスモス認証を
受けた天然のクレイを5種類取り揃えており
ます。豊富な用途があり、人それぞれに違っ
た使い方をご紹介させていただきます。

〒569-1117　大阪府高槻市天神町1‒8‒23‒25

TEL　072‒685-8931　　　FAX　072‒685-8931
e-mail　argile@aromafrance.net
URL　http://aromafrance.shop-pro.jp/

エシカルコスメゾーン

アロマフランス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
グリーンイライト 無 6,809円／1㎏
ホワイトカオリン 無 6,809円／1㎏
イエローイライト 無 6,809円／1㎏
レッドイライト 無 6,809円／1㎏
モンモリオナイト 無 6,809円／1㎏
イドロラ ド ローズ 無 3,619円／200ml
イドロラ ド ラバンド 無 3,238円／200ml

048

THINK NATURE, THINK HUMAN.
アイスランド語で“無限”を意味する11・
Ellefu.（エートレブ）
人と自然の関わり方、未来への繋がり
を考えるアースコンシャスブランド。

出展者PR 出展品PR

地球を巡り出会った、最高の原料がもたらす一つ
の終着点。フランス産クレイをはじめ、米ぬかクレ
ンジングなど、地球の恵みをふんだんに、シンプル
な配合にこだわった100%ナチュラルアイテム。
ぜひお試しください。

〒810-0074　福岡市中央区大手門1-4-21-401

TEL　092-718-7650　　　FAX　092-718-7650
e-mail　info@ellefu.jp
URL　http://www.ellefu.jp

エシカルコスメゾーン

全てが有機農業による生産物

Ellefu.　（県販（株））

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
エートレブクレンジングG（グリーン） 無 3,100円／80g
エートレブクレンジングW（ホワイト） 無 3,100円／60g
エートレブクレイG（グリーン） 無 4,200円／300g
エートレブクレイW（ホワイト） 無 4,200円／200g
エートレブエクストラバージンオイル 無 3,800円／60mL
エートレブシーウォーターY 無 2,800円／150mL

074

毎年海外へ足を運び、流行やトレンドをチェッ
クしているバイヤー選りすぐりの品を国内に
て販売しています。効果的な商品の見せ方や
販売戦略など、商品ごとにセールスポイント
もわかりやすく分析してお届けしています。

出展者PR 出展品PR

1． ナチュラリス：南イタリア発の最高品
質アロエベラ、オリーブ、ハーブ配合
スキン＆ボディケア

2． ヌビアンヘリテージ：NY発アメリカ
TOP3入りソープ！ ボディケアライン

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-7 3・4F

TEL　03-5786-2207　　　FAX　03-5786-2208
e-mail　m-nukui@nikki-grp.co.jp
URL　http://www.ftime-web.com/

エシカルコスメゾーン

一部認証取得済、その他は有機農業による生
産物

（株）エフタイム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ヌビアンヘリテージＡＢソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＧＭ＆ＣＨＡソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＩＮＤＩＨ＆ＨＶソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＣＯ＆ＰＡソープ 無 980円／141g
ナチュラリス　フェイストニック 有 NATRUE, HALAL 3,200円／125ml
ナチュラリス　ボディーローション 有 NATRUE, HALAL 3,900円／250ml
ナチュラリス　ハンドクリーム 有 NATRUE, HALAL 2,700円／50ml
ナチュラリス　トライアルセット 有 NATRUE, HALAL 1,980円／4SKU

071
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沖縄の自然の恵みでストレスにさらされている
肌とこころを癒す国産オーガニックコスメです。
有機JAS認定を取得した沖縄の『月桃』や『シー
クワーサー』などを配合し、若々しいハリ・つや肌
へ導く年齢肌・敏感肌化粧品。

出展者PR 出展品PR

有機JAS認定を取得した沖縄シークワーサー
を配合した『UV化粧下地』と『保湿ミルク』が
おすすめ。お手入れが楽しくなる柑橘の爽やか
な香り！沖縄のスーパーフルーツ「シークワー
サー」の生命力を肌で感じてみてください。

〒163-0226　東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル26階

TEL　03-6872-5384　　　FAX　03-6872-5392
e-mail　info@ruhaku.jp
URL　http://ruhaku.jp/

エシカルコスメゾーン

全てがオーガニック認証取得済の製品

沖縄オーガニックコスメ　琉白

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
月桃クリアソープ 有 エコサートオーガニック 1,833円／80g
月桃バランスローション 有 エコサートオーガニック 3,667円／120ml
月桃ナイトリペアオイル 有 エコサートオーガニック 3,667円／17ml
月桃デイモイストクリーム 有 エコサートオーガニック 3,667円／30g
月桃UVボディベール 有 エコサートオーガニック 3,667円／60ml
シークワーサーブライトニングローション 有 エコサートオーガニック 3,667円／120ml
シークワーサーブライトニングエッセンス 有 エコサートオーガニック 4,583円／30ml
シークワーサーブライトニングUVヴェール 有 エコサートオーガニック 3,209円／30ml

073

子供の肌は非常に薄くて敏感。子供にもマ
マが安心して使える日焼け止めを開発しよ
う！ママ目線での開発で機能、香り、持ち運
びやすさなど様々な工夫を凝らしたスキン
ケアブランドMAAROを開発しました。

出展者PR 出展品PR

お子様の生活に合わせた『肌を守る』ことに
こだわった日焼け止めです。お昼寝をする赤
ちゃんにはアロマミルクローション、お昼寝を
卒業して外で遊び続ける幼児から小学生には
ストロングタイプのアロマミルククリーム。

〒107-0062　東京都港区南青山2-2-15
WinAoyamaビルUCF917

TEL　050-3736-7067　　　FAX　03-5539-4504
e-mail　smiyachi@tokyo-naturalg.com
URL　http://www.maaroorganic.com

エシカルコスメゾーン

一部有機JAS認証取得済、その他は、主に自然
由来成分使用

オプティマルビー（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アロマミルクローション 有 使用ハーブに有機JAS 3,500円／60ml
アロマミルクローションクリーム 有 使用ハーブに有機JAS 3,500円／60ml

053

奈良で約２５年以上にわたり「日本人の肌に
合った本当の化粧品づくり」を目指しつづ
け、自然農の大和茶を配合した「アンチエイ
ジングCRECOS」「天然成分100%化学成分
完全フリーのQUON」の２ブランドを展開。

出展者PR 出展品PR

国産無農薬・自然農栽培の原料を使用した奈
良県産コスメ。コスメを通して農業、福祉、森林
の問題に取り組むソーシャルな面が共感の輪
を広げている。9月新発売の大和茶とホーリー
バジルのQUONボディケアシリーズも発表。

〒630-8441　奈良県奈良市神殿町572-1

TEL　0742-64-7272　　　FAX　0742-64-6464
e-mail　crecos@crecos.co.jp
URL　http://www.crecos.co.jp/

エシカルコスメゾーン

（株）クレコス

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
（数量限定）クオン　初摘みサマーミスト 無 1,500円／150ml
（数量限定）クオン　初摘みボディパウダー 無 1,900円／50g
クオン　ビューティーアクチュアライザー 無 3,800円／50ml
クオン　エターナルエッセンス 無 3,000円／20ml
クオン　シンクロナイザー　BBパウダー 無 2,800円／15g
クオン　イミュナイザー　UVセラム 無 2,800円／55ml
クオン　ベアスキンフォーマライザーフェイスソープ 無 2,300円／150ml
クレコス　ピュアヘチマエッセンス 無 3,800円／150ml

076

フランスの国際有機認定機関（ECOCERT）認
証の原料を使用

「ケアオブヤード」は、環境大国スウェーデンの北極
圏にある小さな町、ヨックモックで誕生しました。
野生ベリー種子油やバーチウォーターなど、白夜
の大自然の恵みが詰まったオーガニックプロフェッ
ショナルブランドです。

出展者PR 出展品PR

髪質に合わせたベリー種子油の違うシャン
プーや塩でスタイリングするワックスなど、
「オーガニックの先に真の美しさがある」
をモットーに、スウェーデンのパワフルな植
物をベースとした製品を揃えています。

〒154-0012　東京都世田谷区駒沢2-54-10
メゾネット駒沢A01

TEL　03-5787-6171　　　FAX　03-5787-6171
e-mail　haizawa@ringah.jp
URL　http://careofgerd.jp/

エシカルコスメゾーン

care of GERD

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ケアオブヤードボディソープ 3,700円／500ml
リンゴンベリーシャンプー 3,400円／275ml
コンディショナーディープ 3,400円／200ml
B2 ヘアセラム 5,100円／200ml
ヘアワックス 2,700円／75ml
エコデオドラント 2,400円／60ml

052

フランスの小さなラボから生まれたオーガ
ニックスキンケアブランド<コディナ>。肌に
つけるもの、食するもの、そのすべてがナチュ
ラルでなければならないというコンセプトの
もと、シンプルケアをおすすめしています。

出展者PR 出展品PR

最も人気の高いアルガンシリーズ。洗顔料か
らクリーム、そしてオーガニック100%のア
ルガンオイルは有効成分がたっぷり入った未
精製オイル。大人肌に必要な保湿効果の高
いラインナップと品質の良さが自慢です。

〒106-0047　東京都港区南青山6-6-20
ムーラ南青山B

TEL　03-6712-6592　　　FAX　03-6712-6595
e-mail　oishi@musubi-jp
URL　https://www.codina.jp

エシカルコスメゾーン

フランス有機農業推進団体「NATURE & PROGRES」
（ナチュール・エ・プログレ）認証取得済

CODINA／（株）musubi  

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アルガンオイル 4,600円
アルガンクリーム 有 4,000円
バランシングローション 3,000円
アロエジェル 有 1,800円
スキャルプクレンジングシャンプー 有 2,800円
フェイシェルサヴォン 有 3,500円
シアバター 3,600円
マッサージオイル 有 4,200円

053

「オーセンティック」、「オネスティ」、「エシ
カル」をコンセプトに「バネッサ・ミーガン」
ブランドを中心に展開しています。「自分
らしさ」を体現できる、他にはない商品と
出会っていただきたいと考えております。

出展者PR 出展品PR

肌の機能を底上げしてトータルエイジング
ケアに役立つオイル。成分はすべてオーガ
ニック認証（食糧基準のACO認証）済み。薬
草のような滋養と豊富なビタミン類が肌奥
まで浸透して、肌本来の輝きを蘇らせます。

〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-1-6
藤枝ビル4階

TEL　03-5956-2767　　　FAX　03-5956-2762
e-mail　info@styleofl iving.jp
URL　http://styleofl iving-shop.com

エシカルコスメゾーン

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

スタイルオブリビング（バネッサ・ミーガン）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
バネッサ・ミーガン 天然エリクシール フェイスオイル “N.E.O.” 有 ACO（オーストラリア有機認定） 11,260円／20ml
バネッサ・ミーガン ローズウォータースプレー 有 ACO（オーストラリア有機認定） 4,230円／100ml
バネッサ・ミーガン ルームスプレー “ミント＆シトラス” 無 3,520円／250ml
バネッサ・ミーガン ルームスプレー “スパイスオブライフ” 無 3,520円／250ml
バネッサ・ミーガン タンジェリンシャンプー 無 3,520円／250ml
バネッサ・ミーガン イランイラン・マンダリン コンディショナー 無 3,520円／250ml
バネッサ・ミーガン エブリボディ バーム 有 ACO（オーストラリア有機認定） 4,930円／50ml
バネッサ・ミーガン ぺルビアンフラワー ハンド＆ボディクリーム 有 ACO（オーストラリア有機認定） 7,040円／200ml

078

グリーンサロン認証マーク取得
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Dr.ハウシュカは化学者のR.ハウシュカ博士
が美容家のエリザベートを迎え、1967年に
誕生した自然由来原料のみを使用したドイツ
のオーガニック化粧品ブランドです。肌の自
然なリズムを尊重した製品をお届けします。

出展者PR 出展品PR

50周年を迎えた本年、アイテムとカラーバリ
エーション、パッケージも新たにメイクアップ
が全面リニューアル。内なる美が輝く、Dr.ハ
ウシュカのメイクアップでナチュラルもモー
ドも思いのまま。全品NATRUE認証済み。

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1-12-9
日本橋浜町ビル7F

TEL　03-5825-7588　　　FAX　03-3861-7667
e-mail　drhk@inter-cosme.co.jp
URL　dr.hauschka.com.ja_JP/

エシカルコスメゾーン

Dr. Hauschka

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
コンパクトパウダー（全3色） 有 NATRUE 4,400円／8g
ブラッシュデュオ（全3色） 有 NATRUE 3,800円／5.7g
アイシャドウトリオ（全4色） 有 NATRUE 5,000円／4.4g
アイディファイナー（全7色） 有 NATRUE 2,700円／1.14g,1.05g
ブロウ＆ラッシュ　マスカラ 有 NATRUE 3,000円／6ml
リップスティック（全18色） 有 NATRUE 3,800円／4.1g
シアーリップスティック（全6色） 有 NATRUE 3,200円／2g
リップグロス（全6色） 有 NATRUE 3,000円／4.5ml

055

全品がNATRUE （ネイトゥルー）を取得

「日本オーガニックコスメ協会」は、消費
者の立場から、本当に安心安全なオー
ガニックコスメを普及するために、天然
成分１００％を基本とするJOCA推奨品
マークを作りました。

出展者PR 出展品PR

天然１００％のJOCA推奨品基準マーク
を取得したオーガニックコスメを展示し
ます。来場者が試せるコーナーを作り、
販売もします。またブースでオーガニッ
クコスメ講座を開催します。

〒192-0362　東京都八王子市松木35‒16

TEL　042-679-9671　　　FAX　042‒679-9672
e-mail　info@joca.jp
URL　http://joca.jp/

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業による生産物
天然１００％のJOCA推奨品基準マークを取得したオーガニックコスメ

日本オーガニックコスメ協会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アルテ　素髪の艶シャンプー 有 JOCA推奨基準 3,600円／500ml
オードリーインターナショナル　ローズヒップのクリーム 有 JOCA推奨基準 4,600円／30ｇ
華密恋　ナチュラルスキンローション 有 JOCA推奨基準 3,800円／120ml
漢萌　しなやか（美容オイル） 有 JOCA推奨基準 3,000円／30ml
生活プロモート　ぷろろ赤ちゃんの石けん 有 JOCA推奨基準 2,038円／100g
中村植物園　Sesamy 有 JOCA推奨基準 3,241円／50ml
N'sアロマオフィス　紫花美人石けん 有 JOCA推奨基準 3,200円／80g

096

弊社の製品テーマは「天然指向」です。ス
リランカ産有機ＪＡＳ認定の原材料を使
用し、バラエティに富んだ商品を開発・製
造をしております。食品・オーガニックコ
スメ・健康食品などを取り扱っています。

出展者PR 出展品PR

フェアトレード・ハラール認証をテーマに出
展致します。特に、スリランカ産有機ＪＡＳ認
定のドライフルーツを、特許製法でパウダー
化した商品は用途は多彩でお勧めの商品で
す。フェアトレード認証は取得予定です。

〒865-0046　熊本県玉名市北牟田４３０‒２
TEL　０９６８‒７６‒０３５３　　　FAX　０９６８‒７６‒０３５２
e-mail　nakamurasyokubutsuen@triton.ocn.ne.jp
URL　http://www.kumamiru.com/shop/spindex.html?dum=134
741771&Uid=e0dee9423738eea1fcbebcd213890412&pcot=1

フェアトレード認証取得予定
ハラール認証取得

（有）中村植物園

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ココナッツオイル 有 有機JAS・ハラール 3,500円／300ml
ドライフルーツ 有 有機JAS・ハラール 700円／50g
キングココナッツウォーター 有 有機JAS・ハラール 800円／350ml
紅茶 有 有機JAS・ハラール 700円／3g×10p
ココナッツ石鹸 1,200円／40g
ココナッツスクラブ 2,000円／120g
ペットフード 500円／80g
フルーツパウダー ハラール 600円／2g×5包

095

天然原料をベースとしたホワイトニング歯磨き

心地よくエシカルでナチュラルなライフスタ
イルを演出するために、普段使いできるアイ
テムを1ランクアップするために、置いてある
だけで、使っていることで日常を気持ちよく
過ごしたい。そんな思いをかなえるブランド。

出展者PR 出展品PR

｢ナチュラルトゥースペースト｣
天然原料をベースとし、広島産カキカラ使
用で輝く歯になるホワイトニング歯磨き、天
然ソルトが歯茎を引き締め、ペパーミントの
かおりでスッキリと爽快な気分が続きます。

〒106-0047　東京都港区南麻布1-5-14

TEL　03-6453-9635　　　FAX　03-6453-9636
URL　http://www.babu-beaute.com

go-well.jp

（株）ナチュラルハーティーマーケット

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
NEW　ナチュラルトゥースペースト 無 1,650円
スムースナチュラルファンデーション 無 4,600円
フィニッシングクリアーパウダー 無 4,300円
エッセンスカバーコンシーラー 無 3,200円
ラスターアイ 無 3,200円
エッセンスパウダーチーク 無 3,600円
エッセンシャルカラーリップ 無 2,500円
NEW　プロテクティブカラーグロス 無 2,700円

075

エシカルコスメゾーン

【日本グリーンパックス株式会社】人と
環境に優しいナチュラルコスメ・日用雑
貨の提案及び販売。海外ブランド家電・
エコ洗剤の輸入販売。

出展者PR 出展品PR

高分子吸収材不使用の紙ナプキン
「NaturaMoon／ナチュラムーン」の
ご紹介。
人と環境に優しいナチュラルコスメ・日
用品雑貨の提案及び販売。

〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町3-26
浜町京都ビル3F

TEL　03-3663-8745　　　FAX　03-3639-8744
e-mail　info@greenpacks.co.jp
URL　http://greenpacks.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

日本グリーンパックス（株）062

HANAオーガニックは、女性が本来の美しさ
を取り戻すためのスキンケアブランドです。
女性の肌と感性を自然で健康な状態に導く
ために、石油由来成分を排除し植物の力を
求めたオーガニック処方で作られています。

出展者PR 出展品PR

水を一切使わずローズウォーターをベース
に独自に組み合わせた花精油やハーブ、高
機能な植物抽出成分を組み合わせたスキ
ンケア製品。使い心地はもちろんですが、
特に香りはご好評いただいております。

〒810-0004　福岡県福岡市中央区
渡辺通3-6-15-5F

TEL　092-726-0678　　　FAX　092-726-0688
e-mail　shop@esola-f.co.jp
URL　http://www.hana-organic.jp/

エシカルコスメゾーン

有機農業による生産物

HANAオーガニック/えそらフォレスト（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ピュアリクレイ（クレイ洗顔料） 無 3,334円／150ｇ
フローラルドロップ（化粧水） 無 3,334円／80ｍL
ホワイトジェリー（ホワイトケア美容液） 無 5,500円／30ｍL
ムーンナイトミルク（乳液） 無 4,286円／30ｍL
ウェアルーUV（日中美容液ベース） 無 4,000円／30ｍL
ウェアルーパウダールーセント（フェイスパウダー） 無 3,200円／12ｇ
ウェアルーカラーヴェール（マルチカラークリーム） 無 3,500円／7ｇ
ウェアルーマルチアイズ（目元用マルチパレット） 無 3,800円／5.2ｇ

079
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オーガニックコットンをはじめて23
年目を迎えるパノコトレーディングよ
り、ライフスタイルプロダクトブランド
「sisiFILLE」のアイテムを展示販売。

出展者PR 出展品PR

オーガニックコットンをつかった生理用
ナプキンに加え、今秋発売する新商品の
「マスク（使いきりタイプ）」と、「フェイ
シャルコットン」を先行発売します！

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-2-5
CTNビル3F

TEL　03-5298-6634　　　FAX　03-3255-2202
e-mail　cotton@panoco.co.jp
URL　http://www.panoco.co.jp

（株）パノコトレーディング

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
おりもの専用シート 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 700円／40pcs
生理用ナプキン ふつうの日用 21cm 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 600円／24pcs
生理用ナプキン 多い日用　23.5cm 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 600円／16pcs
生理用ナプキン　特に多い日用 29cm 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 650円／10pcs
生理用ナプキン 23.5ｃｍ/3pパック 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 価格未定／3pcs
マスク（レギュラーサイズ） 有 エコテックス規格100申請中 価格未定／5pcs
フェイシャルコットン 有 エコテックス規格100「クラスI」認証 価格未定／60pcs

067

Phytonの製品作りで欠かせないこだわりが、
地元大阪箕面の地域資源「実生ゆず」のアロマ
オイルとアロマウォーターの抽出です。すべて
の工程を自社工場にて行いひとつひとつ時間
をかけて丁寧に抽出し豊富に取り入れてます。

出展者PR 出展品PR

一般的な接ぎ木柚子と違い、種から自生する実
生ゆずは、わずか５千本しかない希少な柚子で
す。科学的な側面から皮や種、ワタの中にとてつ
もない美容成分がある事が証明された唯一無二
の自然のチカラを宿した野生ゆずスキンケア。

〒562-0004　大阪府箕面市牧落1-19-19

TEL　072-702-1735　　　FAX　072-735-7748
e-mail　yuragi@yuragi-style.com
URL　http://yuragi.co.jp

エシカルコスメゾーン

全てが有機農業による生産物

phyton  ゆらぎスタイル

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ゆずモイスチャークレンジングフォーム 無 3,500円／150ｍｌ
ゆずモイスチャーローション 無 5,000円／200ｍｌ
ゆずモイスチャークリーム 無 6,500円／50ｇ
ゆずボディーウォッシュウォーター 無 3,500円／200ｍｌ
ゆずレスキューローション 無 2,200円／80ｍｌ
ゆずオールパーパスクリーナー 無 900円／230ｍｌ
実生ゆずエッセンシャルオイル 無 7,000円／5ml

056

1972年南フランスで誕生したオーガニックコ
スメＰＨＹＴ’Ｓ（フィッツ）。
－自然な美しさ－をコンセプトに、100％天然
由来成分で製品づくりを行っています。
オーガニックコスメ認定「ＣＯＳＭＥＢＩＯ」取得。

出展者PR 出展品PR

ＰＨＹＴ’Ｓ（フィッツ）の人気アイテム、ミル
クタイプのクレンジング「レイドロネトワ
ヤン」。夜のメイク落としには、ダブル洗顔
は不要。朝の洗顔として使うのが、おすす
めです。天然アロマの香りも楽しめます。

〒530-0053　大阪市北区末広町3-21

TEL　06-6312-9090　　　FAX　06-6312-9092
e-mail　info@phyts-japan.com
URL　http://www.phyts-japan.com/

エシカルコスメゾーン

フランスのオーガニックコスメ認証
「COSMEBIO」取得

ＰＨＹＴ’Ｓ（フィッツ）／（株）栃本天海堂

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
レイドロネトワヤン（クレンジングミルク） 有 ＣＯＳＭＥＢＩＯ 3,800円／200ｇ
ブライトニングローション 有 ＣＯＳＭＥＢＩＯ 3,800円／200ｍｌ
他 有 ＣＯＳＭＥＢＩＯ

054

真の良質を求め、海外の展示会に足を運び
ながら、オーガニック市場調査も行ったバイ
ヤー選りすぐりの品を日本に輸入していま
す。原産国には直接足を運んで交渉し、生産
者の見える安心な商品を取り扱っています。

出展者PR 出展品PR

1． ナチュラリス：南イタリア発の最高品
質アロエベラ、オリーブ、ハーブ配合
スキン＆ボディケア

2． ヌビアンヘリテージ：NY発アメリカ
TOP3入りソープ！ ボディケアライン

〒060-0005　札幌市中央区北5条西13丁目1-116
YN北5条ビル4Ｆ

TEL　011-222-0080　　　FAX　011-222-0081
e-mail　mieux@mieux-shop.co.jp　mieux.miuito@gmail.com
URL　http://mieux-natural-organic.com

エシカルコスメゾーン

一部認証取得済、その他は有機農業による生
産物

（株）ミュー

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ヌビアンヘリテージＡＢソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＧＭ＆ＣＨＡソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＩＮＤＩＨ＆ＨＶソープ 無 980円／141g
ヌビアンヘリテージＣＯ＆ＰＡソープ 無 980円／141g
ナチュラリス　フェイストニック 有 NATRUE, HALAL 3,200円／125ml
ナチュラリス　ボディーローション 有 NATRUE, HALAL 3,900円／250ml
ナチュラリス　ハンドクリーム 有 NATRUE, HALAL 2,700円／50ml
ナチュラリス　トライアルセット 有 NATRUE, HALAL 1,980円／4SKU

071

人気の米ぬか酵素洗顔クレンジングをはじめ、
体と地球がきれいになるコスメブランド。コス
メの原料をカンボジアで植林する「森の叡智
プロジェクト」はパリ開催のCOP21で発表さ
れ、SDGSビジネスアワードで大賞となる。

出展者PR 出展品PR

無添加米ぬか酵素で洗顔クレンジング　メイ
ク落としと洗顔が同時に。毛穴の汚れや角栓
もしっかり落とすのに、しっとりすべすべ！
月１,０００円程度の費用。防腐剤などの添加物
を一切使わない無添加の洗顔クレンジング。

〒541-0051　大阪市中央区備後町2-4-6 8F

TEL　06-6206-3310　　　FAX　06-6206-3350
e-mail　info@minnademiraio.net
URL　http://www.minnademiraio.net

エシカルコスメゾーン

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

みんなでみらいを（フロムファーイースト（株））

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
米ぬか酵素洗顔クレンジング 無 2,130円／85g
米ぬか酵素ボディウォッシュ 無 1,800円／130g
ゴーヤ濃縮海水スキンケアローション 無 2,700円／140ml
コズミックアトマイザースキンケアウォーター 無 1,800円
コズミックミストスキンケアウォーター 無 2,800円
カキ殻バスパウダー 無 1,800円／280g
米ぬか酵素洗剤 無 1,389円／180g

057

『家族がノビノビと楽しく、笑顔で健康
に暮らせる生活』が私たちフレッシュの
テーマであり願いです。

出展者PR 出展品PR

オーガニック、植物由来、天然水にこだわっていま
す。ケミカル成分を入れず、目的を徹底的に追求し
た配合は、高機能でいてナチュラル。植物由来の成
分しか使わないこだわりで赤ちゃんから大人まで家
族みんなが安心して使える成分で作り上げました。

〒350-1331　埼玉県狭山市下奥富531番地
2号-1002

TEL　04-2952-7141　　　FAX　04-2952-9741
e-mail　fresh@fresh-aroma.jp
URL　http://www.fresh-aroma.jp

エシカルコスメゾーン

（有）フレッシュ072

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ティートリークリーム 2,500円
アンチイッチジェル 2,300円
ハンド＆キューティクルクリーム 2,800円
アロマモイストディープローション　ラベンダー 2,500円
アロマモイストディープミルク　ラベンダー 2,800円
アロマモイストフェイスローション　ローズオットー 3,000円
アロマモイストビューティーエッセンス　ローズオットー 3,000円
アロマモイストリッチクリーム　ローズオットー 3,800円
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弊社は、天然素材の性質を活かし、着色料
や添加物を使用しない化粧品、健康補助
食品、医薬部外品等の研究開発を軸に事
業展開する企業。また、オリジナル商品開
発のアドバイス業務も携わっている。

出展者PR 出展品PR

国内の標高1,000ｍ以上の原生林で、清浄な空
気と水に育まれて自生する天然のクマ笹のみを
使用したバスエッセンス。主要構成成分である
セルロース・リグニン等の多糖類や百数十種類
以上の成分を上手く活用し、商品化したもの。

〒792-0836　愛媛県新居浜市篠場町6-25

TEL　0897-47-8751　　　FAX　0897-47-8752
e-mail　youmeiinai@gmail.com
URL　http://youmei-labo.jp/

エシカルコスメゾーン

養命研究所（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
くまざさバスエッセンス　あらいはま2号 無 天然自生植物 3,000円／400ｍｌ

069

天然素材の性質を活かし、着色料や添加物を使
用しない化粧品

英国生れのオーガニックブランド。上質でシン
プル、心地良く自分を愛しむライフスタイルを
提案。1998年に誕生したスキンケアは香りと
使い心地、厳選された植物でナチュラルに健
やかで若々しさに導くと長年の愛用者多数。

出展者PR 出展品PR

一家にひとつの万能バーム。100％
オーガニック。唇、顔、頭皮、ボディーあ
らゆる箇所に使えます。荒れた肌、乾
燥、ダメージ…アウトドアにも大活躍！
ORGANIC BALM® 15g ： 2,500円+税

〒530-0016　大阪市北区中崎3-2-26
吉本ビル

TEL　06-4802-4800　　　FAX　06-4802-4801
e-mail　kaori@organicbotanics.jp
URL　http://www.organicbotanics.jp/

エシカルコスメゾーン

全てが有機農業による生産物

（株）リッチフィールド

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
オーガニックバーム 有 英国土壌協会 2,500円／15ｇ
ロールオンアロマ 無 2,300円／10ml
DDミューズリー 無 2,600円／450ｇ
DDミューズリー 無 1,000円／120ｇ

052

ドイツで初めてのオーガニックショップから生
まれたコスメブランド「ロゴナ」。創業者の薬
草療法士としての知識と自社で大切に抽出さ
れたエキスをたっぷりと配合した製品。理想
と情熱。未来へとつながるブランドです。

出展者PR 出展品PR

2003年世界初のオーガニック認証取得の
ヘアケア製品の開発に成功したロゴナ。今
でもドイツのオーガニックヘアケア市場シェ
アNo.1の実力です。使いやすさ、品質、安心
感。スタイリング剤が豊富なのも魅力です。

〒102-0074　東京都千代田区九段南2-4-11

TEL　03-3288-3122　　　FAX　03-3288-3144
e-mail　tokyo@logona.jp
URL　http://www.logona.jp/

エシカルコスメゾーン

全てがオーガニックコスメ認証「NATRUE」を取
得した製品です。

（株）ロゴナジャパン

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ボリュームシャンプー・ビール＆はちみつ 有 ＮＡＴＲＵＥ 2,000円／250ml
エイジエナジー シャンプー 有 ＮＡＴＲＵＥ 2,000円／250ml
コンディショナー・プロテイン 有 ＮＡＴＲＵＥ 2,300円／200ml
ヘアリペアオイル 有 ＮＡＴＲＵＥ 3,000円／75ml
ボリュームスタイリングフォーム〈ビール＆はちみつ〉 有 ＮＡＴＲＵＥ 2,700円／150ml

049

新規就農者
応援ゾーン

匂いがマイルドで栄養価の高い「ニンニクの
葉」を食べる食文化が高知にはあります。高知
の「ぬた」は擦りこんだ葉ニンニクを入れて刺
身で食べますが、鮮やかな緑色の美味しいそ
んな「ぬた」を真心こめて作っている会社です。

出展者PR 出展品PR

葉にんにく調味料は、酢味噌の入った「高知のぬ
た」がさっぱりとコク風味の2種、洋風がジェノ
ベーゼとカルパッチョの2種で計4種セット。黒ニ
ンニクは葉ニンニク種で小粒ですが栄養が凝縮
しており、ペースト状商品もあります。

〒785-0161　高知県須崎市浦ノ内西分2622

TEL　050-8809-1031　 FAX　050-8809-1031
e-mail　home@earthaid-tosa.com
URL　http://earthaid.co.jp/

一部有機JAS認証取得原料を使用、その他は
有機農業による生産物

（株）アースエイド

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
葉にんにく調味料（4種） 無 500円／20ml×2, 25ml×2
黒にんにく 無 1,800円／55g
黒にんにくペースト 無 1,500円／45g
黒にんにくペースト 無 3,000円／110g

151
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セカンドライフに食の仕事を選択。フードア
ナリスト1級、食Proレベル3他を取得する。
不規則になりがちな食生活の充実を図り、
安全で栄養補完としての「おやつ」、精神的に
もゆったりできる「おやつ」に関心を持った。

出展者PR 出展品PR

不規則な食事やダイエットなどで栄養のバラン
スの乱れや食物繊維が十分に取れない方へ、
いつでもどこでも安心して食事と食事の合間に
食べられる「おやつ」として提供。雑穀を使用し、
アレルギー源の特定食材を使用していない。

〒153-0042　東京都目黒区青葉台3-5-9-203

TEL　03-6416-3534　　　FAX　03-3464-1636
e-mail　i-upward@mbr.nifty.com
URL　http://www.i-upward.com

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）アイアップワード

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
パンプキンズ・黒　30g 520円／参考価
パンプキンズ・ザラ　30g 520円／参考価
ベジボーロ　10種類各1個 580円／参考価
アサイノ　5枚入 550円／参考価
アサイノ・G　5枚入 650円／参考価
ココアノ　5枚入 550円／参考価
ジャンジャンブル・トゥ　45g 800円／参考価

116

付加価値の高い新しい農業を通じて地元を盛り上
げようと、「株式会社あきた雑穀村」を発足しました。
安心して食べていただける商品づくりを理念に、自
社の畑で心を込めて農薬不使用の雑穀を生産して
います。

出展者PR 出展品PR

栄養価の高い雑穀を手軽に使ってもらえる「お米と一
緒に炊くだけ」の便利な商品です。
農薬不使用の秋田県産ですので安心してお召し上が
りいただけます。
モチモチの食べやすい雑穀ごはんが炊きあがります。

〒018-3342　秋田県北秋田市前山堤岱61-2

TEL　0186-67-2510　　　FAX　0186-67-2331
e-mail　info@ranyu.jp
URL　http://www.ranyu.jp

全てが有機農業による生産物

（株）あきた雑穀村

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
雑穀こまち 無 1,000円／200ｇ
雑穀各種単品 無 2,000円／450ｇ
雑穀シリアル 無 1,800円／240ｇ
雑穀シリアル 無 300円／27ｇ

115

みかんや甘夏など、肥料・農薬・除草剤を全く
使わず育てています。ピールや陳皮など、皮
まで安心して食材としてご利用できます。生
産物を通じて、環境負荷が低く持続可能性
が高い無肥料自然栽培を広めて行きます。

出展者PR 出展品PR

雑味が無いスッキリとした自然栽培甘
夏ストレートジュース。無肥料自然栽培
柑橘を卸し価格で購入可能な特典のあ
るサポータ制度もご案内しております。

〒649-0141　和歌山県海南市下津町小南４１７‒２

TEL　073-488-7680　　　FAX　073-488-7680
e-mail　ibe-farm@wakayama.email.ne.jp
URL　http://www.ne.jp/asahi/wakayama/ibe-farm

自然栽培農産物、一部有機JAS認証取得済

イベファーム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
甘夏100%ストレートジュース 無 2,000円／720ml

172

青森の山あいで、畑に種以外一切持ち込まない、自
然栽培の農産物及びその加工品を作っています。
自然栽培ならではのやさしい味と素材を生かす為
の加工、添加物を使わない製法により体に、口に美
味しい食品をお届けします。

出展者PR 出展品PR

自然栽培ニンニクによる黒ニンニクは別物で
す。アリューロン層まで入った小麦粉によるパン
はうま味が凄いです。胚芽が少し残ったお米は
絶品です。甘みの強い大豆は癖になります。旬
の野菜の入った野菜セットはやさしい味です。

〒039-1801　青森県三戸郡新郷村
戸来金ヶ沢29-3

TEL　0178-20-8390　　　FAX　0178-20-8391
e-mail　kin37@mail.skosllc.com
URL　https://www.skosllc.com

全てが有機農業による生産物

SKOS（同）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
黒ニンニク 無 10,000円／1kg
パン 無 250～2,000円／1個
お米 無 700円／1kg
小麦粉 無 750円／1kg
大豆 無 12,500円／25kg
パンケーキセット 無 600円／１セット
丸もち 無 550円／250g
おまかせ野菜セット 無 3,700円／１セット

117

MOA自然農法文化事業団は、岡田茂吉の提
唱する「自然尊重、自然順応」を基本とした農
業を、MOA自然農法ガイドラインとしてまと
め、実施者を育成しています。（株）MOA商事
は、その農産物の流通をサポートしています。

出展者PR 出展品PR

MOA自然農法大学校の修了生や自然
農法の後継者、第2の人生で自然農法
をはじめた新規就農者がMOA自然農
法で栽培した農産物や、その農産物を
原料とした加工食品です。

〒413-0011　静岡県熱海市田原本町９‒１
熱海第1ビル7階

TEL　0557-84-2637　　　FAX　0557-84-2698
e-mail　snonaka@moanet.co.jp
URL　http://www.inter.moanet.co.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（株）ＭＯＡ商事・（一社）ＭＯＡ自然農法文化事業団145

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
トマト 有 MOA認証 300円／袋
ピーマン 有 MOA認証 150円／袋
梅干し 有 MOA認証 600円／パック
米（コシヒカリ） 有 MOA認証
ブルーベリー 有 MOA認証 1,000円／パック
上記他　農産物多数 有 MOA認証
上記他　加工品多数 有 MOA認証

香りの町伊豆松崎からこだわりの品を！

自分の食べるものは自分で作りたいと西伊
豆松崎町に１９９８年に移住して有機農業に取
り組んでいます。農薬を使用しないお米や古
代米、野菜、農産加工品、温暖な気候を利用
してレモングラスなどを生産しています。

出展者PR 出展品PR

伊豆の温暖な気候を利用して農薬を使用
せずていねいに育てられたレモングラス。
お茶どころ静岡の製茶技術で、色よく香り
高く仕上げました。その美味しさはハーブ
専門店からも絶賛されております。

〒410-3614　静岡県賀茂郡松崎町
岩科南側３２６‒１

TEL　０５５８‒４３‒１２８８　　　FAX　０５５８‒４３‒１２８８
e-mail　tonbiizu@gmail.com
URL　http://matsuzaki-lemongrass.com/

伊豆松崎レモングラス工房

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
無農薬レモングラスティー ５００円／５ティーバック
業務用 ３,５００円／５０ティーバック
個包装 １００円／１ティーバック
レモングラスせっけん４０ｇ ７００円
レモングラスキャンディー ４００円／１２個
古代米 ４００円／１６０ｇ
古代米あげもち ４００円／１００ｇ
原木しいたけ 1,0００円／12０ｇ
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千葉県佐倉市で有機無農薬での野菜の栽培・
流通を行う。今年度から社福の公益事業として
活動が始まり、幼稚園・保育園や公立小学校の
給食食材提供を中心に行う。また、5月より週2
回の販売店を開始。野菜や調味料を販売中。

出展者PR 出展品PR

社福グレイスファームでは、放射能1Bq以下の
農産物を提携してくださる農家を募集。現在は
15農家が契約し、野菜の生産販売を行う。食育
や農業体験も親子向けに行う。今後は、新規就
農者支援、高齢者・障がい者の雇用も行う。

〒285-0836　千葉県佐倉市生谷1304

TEL　043-309-8372　　　FAX　043-460-8373
e-mail　miho.takashi@hikarinoko.ed.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

（福）恵泉福祉会　グレイスファーム152

すべての作物有機ＪＡＳ認定済みです。
農薬、化学肥料一切不要です。年間約
60品目の野菜を生産しており、各地の
レストラン、スーパーなどに卸し売りし
ています。

出展者PR 出展品PR

有機黄金虚空蔵Ⅱ生姜は、世界で唯一
テレサファームが有機栽培しています。
一般的な生姜よりも辛みが強く鮮やか
な黄色が特徴です。同生姜をふんだん
に使用した加工品5種も人気です。

〒786-0072　高知県高岡郡四万十町中神の川268

TEL　088-022-4583　　　FAX　088-022-4583
e-mail　yuki.omori3@gmail.com

全てが有機JAS認証取得済の生産物

テレサファーム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機生姜みそ 有 有機JAS 800円／100ｇ
有機生姜ジャム 有 有機JAS 800円／100ｇ
有機生姜チップ 有 有機JAS 800円／50ｇ
有機生姜粉 有 有機JAS 650円／10ｇ
有機生姜シロップ 有 有機JAS 1,400円／200ｍｌ
有機黄金虚空蔵Ⅱ生姜 有 有機JAS 170円／80ｇ
有機土佐一生姜 有 有機JAS 140円／80ｇ
有機ポンカンジュース 有 有機JAS 1,980円／1Ｌ
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農薬や化学肥料を使用せず、自然界に
豊富に存在する資源（落葉、ワラ、モミ
ガラ、ヌカ、草）等を利用した手作り堆肥
で、多様な微生物を増やし、安全で、美し
い野菜を作り、本物の味を伝えていく。

出展者PR 出展品PR

各々の野菜の特徴がよく出ており、風
味豊かです。あとは皆様の舌でご確認
ください。有機JAS認証取得はしてい
ませんが、過去に東久邇宮文化褒賞、
記念賞を受賞しております。

〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町上富541-7

TEL　049-259-5747　　　FAX　049-259-5747
e-mail　naomy.t.10-04mother@ezweb.ne.jp

全てが有機農業による生産物

冨田農園

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
ニンニク 無 3,000円／1kg
タマネギ 無 250円／1個
ジャガ芋 無 250～300円／1袋
オクラ 無 200円／1袋
生姜 無 2,000円／1kg

162

自然な種、農薬及び化学肥料不使用、土づくり
重視の自然型農業と六次産業化での日本の復
興をめざし、東日本大震災を契機に、農業生産
法人を設立、米、穀類、野菜、ハーブ他百種類以
上の農作物と加工品を製造。（代表　由井寅子）

出展者PR 出展品PR

カレンデュラ、エキネシア、ホーリーバジルな
ど北海道洞 農場、静岡県函南農場で採れる
ミックスドライハーブや、ハーブソルト、黒大豆
味噌、無調整豆腐、農場から収穫されたハーブ
や野菜入りの生草花化粧品などを出展。

〒419-0107　静岡県田方郡函南町平井1741-61

TEL　03-5797-3371　　　FAX　03-5797-3372
e-mail　info@toyouke.com
URL　http://toyouke.com/

日本豊受自然農（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
バイタルハーブ 無 600円／10ｇ
黒大豆味噌 無 1,143円／500g
自家製豆腐 無 300円／200g
ハーブソルト 無 800円／18g
手剥きみかんジュース 無 1,000円／720ml
人参花と葉のふりかけ 無 400円／200ｇ
発酵植物活性液アクティブプラント 無 3,350円／300ｇ
生草花シリーズ化粧水 無 2,900円／80ｍｌ

178

新規就農者を中心に「大地にやさしい農業」を
志す全国の農家の皆さんを応援する活動を
行っています。農家自身が成長や発展でき、参
加農家間で意見交換や相互支援ができる「新
しい農家ソサエティ」を目指しています。

出展者PR 出展品PR

北海道から九州まで、全国各地で「大地にやさ
しい農業」を営む参加農家約30組が、大切に育
てた旬の野菜や、食材から製造にまでこだわっ
た加工品を販売。新規就農1年目から、有機農
業の先駆者まで、多様な農家が参加します。

e-mail　stl@truespirit.jp
URL　http://sharethelove.jp

一部有機JAS認証取得済、その他は有機農業に
よる生産物

SHARE THE LOVE for JAPAN

品名
夏野菜各種
野菜のジュース
野菜のピクルス・ジャム
ハーブティー
お米の麺・マカロニ・シリアル
調味料
その他

121

・2017年挑戦者
牧野萌（北海道 蘭越町） 椿幸久（千葉県 旭市）
渡邉学嗣（千葉県 山武市） 仲澤康治（埼玉県 小川町）
新田聡（石川県 羽咋市） 植田絵美（大阪府 能勢町）
東樋口正邦（奈良県 平群町） 吉田壮伸（和歌山県 和歌山市）
藤原直樹（鳥取県 伯耆町） 中武海咲（宮崎県 宮崎市）

・2016年挑戦者
八兒美恵子（福岡県 飯塚市）

・開拓者
繁昌知洋（東京都 青梅市） 橘内孝太（長野県 伊那市）
高橋佳奈（滋賀県 高島市） 大野收一郎（奈良県 奈良市）
阿部正臣（徳島県 上勝町） 北川美帆（高知県 中土佐町）
村田光貴（大分県 国東市） 影沢裕之（熊本県 南阿蘇村）
今村直美（千葉県 我孫子市） 宮﨑康介（長野県 長野市）
阪本瑞恵（長野県 松本市） 千葉治（埼玉県 新座市）

・先駆者
遠藤五一（山形県 高畠町） 金子美登（埼玉県 小川町）
澤登早苗（山梨県 牧丘町） 山田典章（香川県 小豆島）
山下一穂（高知県 本山町） 福留ケイ子（鹿児島県 伊仙町）

＊ご本人は常時売り場にいない場合がございます。
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地熱×馬という、八幡平の地域資源を活用
し、生産、商品開発を進める事で、持続可能
な仕組みを構築し、この地域に馬がいる風
景と里山の景観が、ウマいものを通じて広
がっていく様な仕組み作りを進めています。

出展者PR 出展品PR

主力の商品は、地熱を使ったハウス栽培によ
る、通年出荷のマッシュルームや、馬ふん堆肥
を栽培のベースとしたウマい野菜をつくって
います。ご年配の農家さんなら口をそろえて
『馬の堆肥が一番！』と多くの方が言われます！

〒028-7302　岩手県八幡平市松尾寄木
第１地割５０５-２１８

TEL　0195-70-2850　　　FAX　0199-03-0500
e-mail　info@geo-farm.com
URL　http://www.geo-farm.com

全てが有機農業による生産物

企業組合 八幡平地熱活用プロジェクト・ジオファーム八幡平

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
マッシュルーム 無 500円／1パック
マッシュルームDRY 無 650円／1パック
マッシュルームパウダー 無 800円／1本
プレミアム馬ふん堆肥 無 1,300円／1袋
マッシュルーム堆肥 無 800円／1袋

118

全て自然栽培。栽培期間10年。抜群に
おいしいDNAを持つ在来種を無肥料
無堆肥無農薬で全て栽培しています。

出展者PR 出展品PR

天日干しコシヒカリ・強力小麦・スペルト小
麦・ビール麦・在来緑大豆・ルッコラ等野菜
（年間70種）・クラフトビール・日本酒・納豆・
豆腐・きな粉・味噌・干し芋・からし菜＆わさび
菜マスタード・無添加ビール豚ソーセージ

〒314-0031　茨城県鹿嶋市宮中１‒５‒１

TEL　0299-77-8745　　　FAX　029-307-8076
e-mail　info@kashima-paradise.com
URL　http://paradise-beer.com

Paradise Beer Factory（鹿嶋パラダイス）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
自然栽培酒粕使用ビール 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）６００円／３３０ml
鹿嶋在来緑大豆の豆腐 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）４００円／４００ｇ
鹿嶋在来緑大豆の納豆 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）１２０円／５０ｇ
からし菜マスタード 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）４００円／７０ｇ
無添加ビール豚ソーセージ 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）４００円／１００g
三浦大根切り干し 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）３００円／５０ｇ
無濾過生原酒「パラダイ酒」 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）３,２００円／７２０ｍｌ
鷹の爪一味 無 自然栽培（無肥料無堆肥無農薬）３２０円／１０ｇ

177

自然栽培による加工品

沖縄で作られた有機野菜を広めたい。
出展者PR 出展品PR

沖縄の有機野菜、命の菜（ぬちぐすい）
を届けたい。

〒904-2213　沖縄県うるま市田場1282

TEL　098-989-8711　　　FAX　098-989-8711
e-mail　emitomo343@gmail.com

みなもと農光

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
有機モロヘイヤ 有 有機JAS 200円／100g
有機アマランサス 有 有機JAS 300円／70g
有機つるむらさき 有 有機JAS 200円／100g
有機島オクラ 有 有機JAS 300円／100g
有機バジル 有 有機JAS 200円／20g
有機タイム 有 有機JAS 200円／20g
有機ローズマリー 有 有機JAS 200円／20g
有機レモングラス 有 有機JAS 200円／20g

161

全てが有機JAS認証済の生産物

八ヶ岳の麓、標高900前後の田畑で無農薬・無
肥料の自然栽培農法でお米、小麦、大豆、50種
類の野菜を栽培しております。加工品づくりに
も力を入れていてお米（糀）、大豆を原料に天
然醸造自然栽培味噌を製造しております。

出展者PR 出展品PR

お米（亀の尾、ササシグレ）、野菜、天然
醸造自然栽培味噌

〒409-1501　山梨県北杜市大泉町西井出２１２８

TEL　080-3080-3017　　　FAX　0551-22-1764
e-mail　yamaki.yoshio@peach.plala.or.jp
URL　http://yatsugatakenanroku.web.fc2.com/

自然栽培による加工品

（合）八ヶ岳南麓ファーム

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
天然醸造自然栽培味噌 無 2,200円／1kg
お米（亀の尾） 無 900円／2㎏
お米（ササシグレ） 無 900円／2㎏
パン用小麦（ゆめかおり） 無 800円／2㎏
パン（カンパーニュ） 無 500円／1個
各種野菜 無
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Next Commons Lab南三陸では、
地域おこし協力隊制度を利用しオーガ
ニック3.0のガイドラインに則った有機
農業に取り組む農業経営者を募集して
います。

出展者PR 出展品PR

3年間の最低給与を得ながら農業経営
者として独立するための様々なサポー
トを準備しています。地域に移住して思
い切り新しいオーガニックの世界に飛
び込んでみませんか？

〒986-0725　宮城県本吉郡南三陸町沼田56-2
南三陸町役場第2庁舎1階カウンター奥

TEL　080-5734-3733
e-mail　info@escca.jp

Next Commons Lab南三陸　オーガニック3.0176
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メディアブース 父親向け育児雑誌「FQ JAPAN」、自然エ
ネルギー情報誌「SOLAR JOURNAL」、
農 的 くらし の 情 報 誌「 E A R T H 
JOURNAL」、次世代農業情報誌「AGRI 
JOURNAL」を発行する出版社です。

出展者PR 出展品PR

農的くらしを楽しむライフスタイル誌
「EARTH JOURNAL」をブース販売。家庭菜
園、アグリツアー、農業体験・田舎暮らし体験
スポット、クラインガルテン、こだわり食材を扱
う店舗情報など、国内外のトレンドを掲載。

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1
千駄ヶ谷ビル6F

TEL　03-3403-3335　　　FAX　03-3403-3305
e-mail　touju@access-i.co.jp
URL　https://earthjournal.jp/

EARTH　JOURNAL

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
EARTH　JOURNAL 300円

120

2013年4月創刊のアグリビジネスのための情
報誌。農業を持続可能な事業にしたい生産者、
新規就農希望者等をメイン読者に、直販、販路
開拓、プロモーション、農商工連携など新たな
農業事業を実践するヒントを全国に取材。

出展者PR 出展品PR

「農業ビジネスマガジン」最新号、バック
ナンバーほか、関連本の販売

〒162-8616　東京都新宿区市谷本村町2-3

TEL　03-3267-2719　　　FAX　03-3267-2714
e-mail　9hen@ikaros.co.jp
URL　http://www.ikaros.jp/

イカロス出版（株）　農業ビジネスマガジン189

雑誌veggyはオーガニックやベジタリ
アンライフを通して健康・美容・環境情
報を発信しているライフスタイル専門
誌です。本日は雑誌veggyをイベント
価格で販売。

出展者PR 出展品PR

雑誌veggyはプラトンベースでオーガニックな
食を中心に、免疫力、自然治癒力アップ、体質改
善、ナチュラル・エイジングナチュラル・ビュー
ティー、ホリスティック＆スピリチュアルをコンセ
プトとした雑誌・書籍をご用意しています。

〒151-0073　東京都渋谷区笹塚3-19-2
青田ビル2F

TEL　03-5371-0041　　　FAX　03-5371-0051
e-mail　info@kirasienne.com
URL　http://veggy.jp/

雑誌veggy／キラジェンヌ（株）

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
雑誌veggy
書籍

098

アメリカの食に安心・安全、サステナブルな「美味しい革命」をもたらした料理家、アリス・ウォー
タースが提唱し、全世界で約5000校の子供たちが実践している食育プログラム「エディブル
スクールヤード（みんなで種をまき、育て、収穫し、みんなで料理して食べる）」のパネル展示と、
世界中から見学者が絶えない東京・立川の「ふじようちえん」の加藤積一園長のお話と豊富な
写真で「子供の自主性を育てるモンテッソーリ教育の食育菜園」をご紹介します。

出展者PR 出展品PR

アリス・ウォータースさんの著書で、オーガニックフードのバイブルと呼
ばれる「アート　オブ　シンプルフード」と、ビジュアルムック、「アリス・
ウォータース乃世界」を販売します。「ふじようちえん」の加藤積一園長の
著書「ふじようちえんのひみつ」も購入できます。7月30日には、加藤園長
がブースに立って、食農教育の最新事情を解説し、サイン会も行います。

〒101‒8001　東京都千代田区一ツ橋２‒３‒１

TEL　０３‒３２３０‒５７０７　　　FAX　０３‒３２３４‒３４５７
e-mail　ozakiyas@mail.shogakukn.co.jp
URL　https://www.shogakukan.co.jp/

（株）小学館

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
アート　オブ　シンプルフード ４,２００円
アリス・ウォータースの世界 ２,８００円
ふじようちえんのひみつ １,５００円
学校を食べちゃおう! ２,８００円
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2020年東京オリンピック開催や海外からの
訪日客が年々増加する中、主に「日本の美」
をテーマに、メイドインジャパンの魅力を世
界に発信し、訪日客や外国人の消費喚起に
貢献することをミッションとしております。

出展者PR 出展品PR

Eturaku.com はインバウンド向け多言語
対応のビューティWebメディア。オンライ
ン予約可能なページ有。訪日客はもちろん
日本在住外国人や訪日予定の海外の方に
日本ならではの美を魅力的に発信します。

〒172-0062　東京都港区南青山2-2-15
WinAoyamaビル　UCF-9階

TEL　03-6667-4777
e-mail　support@eturaku.jp
URL　http://eturaku.com

（株）新選堂

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
一流Ｂｅａｕｔｙ予約「えつらく」 月額 9,800円～
Eturaku.com 月額 9,800円～

061
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農家に学んで75年の出版社です。
食・農・暮らし・地域を主なテーマとし
て、ゆるがぬ暮らしを伝え継いできた、
農家に教わりながら本や雑誌づくりを
しています。

出展者PR 出展品PR

季刊雑誌『うかたま』はこの冬、リニューア
ルします！「食の雑誌」→「自給的な暮らしを
楽しむ」実用雑誌になります。「食や農」はも
ちろん、「衣・住・医」も自給する農家ってす
ばらしい！と思っている方へお薦めします。

〒107-8668　東京都港区赤坂7-6-1

TEL　03-3585-1142　　　FAX　03-3585-3668
e-mail　kawazu-y@mail.ruralnet.or.jp
URL　http://www.ruralnet.or.jp/

（一社）農山漁村文化協会

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
季刊雑誌『うかたま』 無 743円／1冊
季刊雑誌『季刊地域』 無 857円／1冊
月刊雑誌『現代農業』 無 762円／1冊
日本の食生活全集 無 2,762円／1冊
農家に教わる 暮らし術 無 1,200円／1冊
農家が教える 発酵食の知恵 無 1,400円／1冊
農家が教える 手づくり加工・保存の知恵と技 無 1,400円／1冊
農家が教える　加工・保存・貯蔵の知恵 無 1,400円／1冊
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弊社は、自然療法の専門誌「隔月刊セラピス
ト」、食学・食育・食養生の専門誌「美しくなる
食事療法」を出版。また、各誌に関連する書
籍、DVD、電子書籍の発刊や動画配信サイト
の企画運営、セミナー事業も行っております。

出展者PR 出展品PR

「セラピスト」は、専門的な知識を身につけ
たい人たちのための、健康、癒しの実践的
な様々な情報を提供します。「美しくなる
食事療法」は、キレイと健康を創るための、
食学・食育・食養生のための専門誌です。

〒151-0073　東京都渋谷区笹塚1-30-11

TEL　03-3469-0135　　　FAX　03-3469-0162
e-mail　shop@bab.co.jp
URL　http://www.therapylife.jp

（株）BABジャパン

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
雑誌「セラピスト」 無 ９１７円
雑誌「美しくなる食事療法」 無 ８１５円
サマディハーブティー 無 1,500円／30g
スーパーフード・モリンガ 無 1,650円／３０g
サマディハーバルハーブ 無 3,900円／100ml
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Fragmentsは一枚の服の背景にある
ストーリーを伝えるウェブマガジン。こ
れまでの取材から厳選ストーリーをご
紹介。神経衰弱クイズに挑戦で、こだわ
りブランドの豪華プレゼントをゲット！

出展者PR 出展品PR

これまでの取材で見つけた〈ものづくり
のものがたり〉。その〈ひとかけら〉をご
紹介。服やバッグに靴……その背景に
あるすてきなものがたり、ぜひ覗いて
みて！

〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-1-1　7F

TEL　090-8474-3617　　　FAX　03-6805-4551
e-mail　info@fragmentsmag.com
URL　http://www.fragmentsmag.com

Fragments001

『アロマテラピー：芳香療法の理論と実際』の翻
訳・出版で我が国へのアロマテラピー導入の
先駆的役割を果たして以来、植物の機能性と
有用性に着目した自然治癒力向上・健康維持に
関する専門書を数多く発刊し続けています。

出展者PR 出展品PR

アロマテラピーと自然療法の専門誌「aroma
topia」や、アロマテラピー、ハーブ、フラワー
エッセンスなど自然療法関連の専門書籍を
セール価格にて展示即売いたします。美と健
康に役立つ最新情報をチェックして下さい。

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋1-5-9
精文館ビル１F

TEL　０３‒３２６４‒０１２５　　　FAX　０３-３２６４‒０１４８
e-mail　info@fragrance-j.co.jp
URL　http://www.fragrance-j.co.jp/

フレグランスジャーナル社

品名 認証の有無 認証有の場合 販売価（税別）
aromatopia 雑誌 １，５２８円／冊
こころの地図 書籍 2,430円／冊
フードツーリズムのすすめ 書籍 1,620円／冊
ホメオパシーのくすり箱 書籍 2,250円／冊
修道院の薬草箱 書籍 2,340円／冊
チア・シード 書籍 1,260円／冊
マルベリーの恵み 書籍 1,350円／冊
ヒルデガルトのハーブ療法 書籍 2,250円／冊
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健康産業の業界専門紙「ヘルスライフビジ
ネス」、チェーンストア向け専門紙「H&Bリテ
イル」等の発行。広告表現を学ぶ「表示規制
研究会」や、BtoBに特化した原料・受託加工
の「健食原料・OEM展」も主催しています。

出展者PR 出展品PR

【企業の皆様へ】4/18・19開催「健食原料・
OEM展2018」出展社大募集!会場:東京国
際フォーラム/予想来場者数12,000人!来
場者の質が良いと評判です!ぜひお問合せ
下さい!【素材・技術を国内外にアピール】

〒101-0021　東京都千代田区外神田6-5-3
偕楽ビル新外神田5F

TEL　03-3839-0751　　　FAX　03-3839-0753
e-mail　info@health-mag.co.jp
URL　http://www.health-mag.co.jp/

（株）ヘルスビジネスマガジン社002

ワンランク上の美容情報をあなたに
beaute d'Orは、美容・健康業界のマーケティン
グに長年培った経験などから、これまでにない
視点で情報発信する総合美容ポータルサイト。
2017年7月、新装リニューアル！

出展者PR 出展品PR

美容専門家コラムやオーガニックコスメの選
び方・正しい理解の普及などコンテンツ多数！
オーガニックやスーパーフードなどもキーワー
ド解説し、フードIQを上げる独自の「ビュー
ティーフードIQ」検定は、社内研修としても◎

〒152-0031　東京都目黒区中根2-14-2-104

TEL　03-6455-9584　　　FAX　03-6455-9584
e-mail　beaute-d-or_bcc@myuty-chic.com
URL　http://beaute-dor.pro/

beaute d'Or　〈Myuty-Chic （株）〉047
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