
＊保存料、着色料不使用

プレーン
びわ ※7月末まで

1,380 円（税込）
1,480 円（税込）

内容量：各 1本

淡路島が誇る北坂養鶏場の新鮮卵と淡路島牛
乳をたっぷり使った贅沢なロールケーキ。
幸せなひとときを演出してくれます。

淡路島ロールケーキ冷凍

＊保存料不使用、びわは着色料不使用

プレーン
びわ ※7月末まで

1,300 円（税込）
1,300 円（税込）

内容量：各 1個

フランス産kiriのクリームチーズをはじめ、
選び抜かれた良質の素材だけを使い、シンプル
かつ味わい深い絶品スイーツに仕上げました。

ベイクドチーズケーキ冷凍

＊保存料、着色料不使用

冷蔵

1 箱
2 箱

648 円（税込）
1,404 円（税込）

内容量：1 個 75g

淡路オレンジスティック

鳴門オレンジの砂糖漬けをスティック状に
カット。ベルギー産チョコレートに一本一本
浸して作っています。島を代表する銘菓です。

＊保存料、着色料不使用

463 円（税込）
771 円（税込）

内容量：3 個、5個

3 個袋入
5 個箱入

鳴門金時どらやき

淡路島のお隣、鳴門のこだわり食材を使った和
スイーツ。主役の鳴門金時と阿波和三盆糖が奥
深い味わいを醸し出しています。しっとり上品
などらやきは、しみじみおいしいと評判です。

＊保存料、着色料不使用

2 個入
4個入

432 円（税込）
864 円（税込）

淡路島プリン

淡路島牛乳を100% 使った本格プリン。なめ
らかな舌ざわりとクリーミーで濃厚な味わい
が特長で世代を超えて愛されています。別添
えのカラメルソースをとろ～りかけて召し上
がれ。

＊保存料、着色料不使用

冷蔵

内容量：各 75g×2 個

淡路島焼きプリン 2パック
淡路島藻塩プリン2パック

151 円（税込）
173 円（税込）

淡路島 牛乳屋さんがつくったプリン

淡路島牛乳と新鮮な卵をたっぷり使って焼き
上げたプリンに、淡路島の藻塩でまろやかな塩
味を加えたプリン。大満足スイーツです。

内容量：1 本

1,300 円（税込）

長手長栄堂のカステラ

創業80余年の菓子処「長手長栄堂」が昔ながら
の製法で焼き上げています。シンプルな素材と
熟練の技が生み出すきめ細やかな生地。しっと
りなめらかな口どけをお楽しみください。

＊保存料、着色料、添加物不使用

冷蔵

内容量：4 食入（まるごとプリン 4個、
シロップ 5g×４個）

1,080 円（税込）

北坂たまご たまご丸ごとプリン

北坂養鶏場のおいしいたまごが主役。殻を割
らずに黄身と白身を撹拌させ、高温のスチー
ムで蒸し上げた不思議なスイーツです。専用
シロップをかけていただきます。

＊保存料不使用

詰合せ
淡路玉ねぎパイ
淡路びわパイ

864 円（税込）
380 円（税込）
380 円（税込）

内容量：詰合せ（玉ねぎ 5枚、びわ 7枚）、
淡路玉ねぎパイ 6 枚、淡路びわパイ6枚

淡路島産の玉ねぎとびわをそれぞれパイ生地に
練り込んで、さくっと軽やかに焼き上げました。

淡路玉ねぎパイと淡路びわパイ
6 個入
10 個入

648 円（税込）
1,080 円（税込）

甘さが自慢の淡路島産玉ねぎを餡に練り込ん
だオリジナルスイーツ。サクサクの本格パイで
餡を包み込み、癖になる味わいに仕上げました。
玉ねぎが苦手な人にも喜ばれるおいしさです。

淡路玉ねぎパイ

淡
路
島
に
、

　
　
夏
が
来
た
。

澄みきった青い空と、まぶしく光る海。

太陽は明るく輝いて、吹く風はどこまで

も心地いい。淡路島が一年でいちばん

美しい夏が今年もやってきました。

海から、山から、畑から。

たっぷり届いた自然の恵みを用意して、

さあ、きらめく夏が始まります。

島と暮らす通 信
Shima to  Life  Food Cata log

A  p e a c e f u l  l i f e  o n  t h e  i s l a n d ,  o n  t h e  t a b l e  w i t h  y o u  a n d  y o u r  f a m i l y

「島時間、はじめましょう。」

大切な家族との時間や、仲間たちとの時間、いつもの朝。毎日の生活に、島の暮らしをほんの少し取り入れてみませんか? 
いつもの日常に、島のおいしい時間が流れ出す。きっとそれが上質な時間だと私たちは考えます。
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● 申し込み方法 ● 申し込み方法 ● お買い物情報
http://www.shima-life.jp/

0120-732-081 [ 受付時間 9時～17時 ]

〇各種カード
〇代金引換・後払い決済・コンビニ決済 
※別途手数料324円
〇楽天Edy決済
〇楽天銀行決済※別途手数料216円
〇銀行振込・郵便振替
※振込・振替手数料はお客様のご負担と
なります。
振込口座：
みなと銀行　岩屋支店（普）No.1544289
口座名義：
ユーアールエー株式会社
ゆうちょ銀行
（記号）14310（番号）58922091
ユーアールエーカブシキカイシャ

「島と暮らす通信を見ました」と
お伝えください。

○ご贈答用の詰め合わせ・包装も承ります。
○掲載価格は全て税込価格です。生鮮品などは季節により価格を変更する場合がございますが、予めご了承ください。
※北海道、沖縄、離島については別途送料を頂戴する場合がございます。※発送状態が異なる商品を同時にご注文さ
れた場合等は別途送料を頂戴いたします。
※ご注文受理後、７日以内に商品代金等の入金確認が出来ない場合、ご注文はキャンセル扱いとさせていただきます。
※なお土日祝の入金確認はできません。
※冷蔵・冷凍商品の配送は別途クール便料金を頂戴致します。

配送料全国一律 500 円 /5,000 円以上ご購入で送料無料！

WEBショップにてお買い物頂くと100円につ
き1島ポイントを付与させていただきます。
1島ポイントは1円にて交換が可能！会員登録
で200島ポイント、メルマガ登録で300島ポ
イントをプレゼントさせていただいております。

島と暮らすダイアリー facebook、　　  島と暮らすphoto bookインスタグラムも公開中 !

古来より、朝廷に食材を献上する御食国であった淡路島は、それぞれ異なる潮流である紀淡・明石・鳴門の3つの海峡によって育まれた豊富な海の幸、その海流がもたらす温暖な気候と豊かな日照時間により享受される豊富な
山の幸など、優れた食材の島＝宝庫と言われてきました。いつもの日常に島の暮らしを少し入れてみませんか？わたしたち「島と暮らす」では、島の恵みを通して気軽で上質な、美味しい時間をご自宅にお届けしたいと考えております。島と暮らすとは

Concept

WEBショップでは、365日24 時間ご注文を受付中！
メルマガをご登録を頂くとお得な島ポイントのプレゼント！

インターネットでのお買い物はとってもお得！

淡路島のスイーツ。定番 和風から洋風、変わり種まで、甘くておいしいスイーツもおまかせを。淡路島の素材を生かした
ひとひねりきいた商品が揃っています。その日の気分に合わせてとっておきのティータイムをどうぞ。



680 円（税込）780 円（税込）

淡路島産 トマトケチャップ

内容量：300g（瓶）

淡路島産玉ねぎの甘みを生かした醤油ベー
スのステーキソースです。甘みと酸味を絶妙
なバランスで配合。家庭でつくる肉料理を
プロの味に仕上げてくれる便利でおいしい
ソースです。

丹精込めて作った淡路島産トマト約1kg
を300gになるまでコトコト煮詰めたケ
チャップです。トマトのうまみをぎゅっと
凝縮した濃厚で奥深い味わいは、どんな料
理にもぴったりです。

淡路島たまねぎ 肉料理用ソース

内容量：295ml（瓶）

淡路島の藻塩

保存料を一切使用せず、国内産の原材料と天然醸造にこだわる淡路島の「保地味噌
醸造所」。体にやさしい田舎味噌づくりが信条で、手造りこうじみそのほか、コクの
ある麦合せこうじみそも人気です。

保地味噌

淡路島産牛乳の甘みとコクを残しつつ、低脂肪がうれしい「のむヨーグルト」と「プ
レーンヨーグルト」。限定酪農家生産の濃厚な生乳を90％以上使用したプレミア
ムな「匠」。おいしいヨーグルトをぜひ。

淡路島のむヨーグルトさわやか仕立て
淡路島低脂肪プレーンヨーグルト
匠

238 円（税込）
151 円（税込）
130 円（税込）

内容量：淡路島のむヨーグルトさわやか仕立て 1,000ml、
淡路島低脂肪プレーンヨーグルト 400g、匠 110g

内容量：無添加手造りこうじみそマチ付袋詰
め 1kg、手造りこうじみそ 750g、麦合せこう
じみそ 750g

淡路島の海水と海藻から生まれたおいしいお塩。まろやかでやわらかく、どんな料
理とも相性が良いのが特長です。定番の（白）、塩味の効いた（赤）、厳選素材の（プレ
ミアム）が揃っています。

内容量：白 120g、赤 100g、プレミアム 45g

淡路島牛乳ヨーグルト冷蔵

淡路島産生乳100％の定番の牛乳をはじめ、酪農家がこだわって限定生産する
「匠」、脂肪分を気にせず飲める「低脂肪」、ミルクの味わいを生かした「コーヒー」
まで、島自慢の美味な牛乳が揃っています。

ベーシック
匠
低脂肪
コーヒー牛乳

248 円（税込）
270 円（税込）
140 円（税込）
259 円（税込）

無添加手造りこうじみそ
マチ付袋詰め

手造りこうじみそ
麦合せこうじみそ

700 円（税込）

550 円（税込）
600 円（税込）

白
赤
プレミアム

432 円（税込）
370 円（税込）
432 円（税込）

内容量：各 1,000ml

淡路島牛乳冷蔵

冷蔵

田舎味噌中辛
減塩甘口味噌

495 円（税込）
443 円（税込）

内容量：田舎味噌中辛 700g、減塩甘口味噌 500g

淡路島の創業180年の老舗「かわばたみそ」がお届
けするお味噌。厳選された大豆と米こうじを使用し
た無添加味噌です。程良い辛さの「田舎味噌中辛」と
塩分9％の「減塩甘口味噌」。どちらも深い味わいで
す。

かわばたみそ冷蔵 ＊無添加

＊無添加

＊保存料、着色料不使用 ＊保存料不使用

淡路島産玉ねぎにトマト、イチジク、ニンジンなど
を加え、味わい豊かなソースにしました。自家工房
でじっくり煮詰めて丁寧に生産。カツやフライ料理
にぴったりのこだわりソースです。

680 円（税込）

淡路島でつくったとんかつソース

内容量：295ml（瓶）

＊保存料不使用

かわばたの味噌を手軽に味わってもらおうと誕生
した手軽なみそ汁。具材は淡路島産玉ねぎ、鳴門産
わかめ、うすあげ、ねぎ。玉ねぎの甘みが生きてい
る本格派みそ汁をいつでもどうぞ。

699 円（税込） 内容量：9.2g×5食入

かわばたみそ
フリーズドライ玉ねぎみそ汁 ＊無添加

　水揚げした鱧は、広々としたいけすで 3 日ほど養
生。胃の中に入っているものを吐かせ、ストレスを取
り去った状態で活け締めにします。鮮度が命とあっ
て、加工もスピード第一。味を左右する骨切りにも細
心の注意を払って、速く、丁寧に仕上げていきます。
「最高の鱧を最高の状態で食べてもらいたい。鱧って
こんなにおいしい魚だったのかと驚いてもらえるは
ずです」と新島さんは言います。

由良生まれの由良育ちで、祖父も父もこの港から漁
に出て商いをしてきました。「淡路島では年中うまい
魚が獲れるけど、鱧は別格。あっさりしているのに甘
みとうまみが強く、日本一おいしい鱧やと自信を
持って言えます。今年もええ鱧が揚がってますよ」と
笑顔をほころばせます。

　潮流が速く、エサとなる甲殻類や魚が豊富な淡路
島近海で育った鱧は、丸々と肥えて脂がのっている
のが特長です。梅雨の水を吸ってさらにおいしくな
ると言われ、今がまさに旬。京都の祇園祭、大阪の天
神祭にはなくてはならない食材で、古くから関西の
夏の風物詩として親しまれてきました。生命力が強
い鱧は、交通手段のない時代の夏場も淡路島から京
都へ生きたまま運ぶことができたからです。心尽く
しの鱧料理は大切な客人をもてなす夏の味わいとな
り、今も祇園祭の前には、淡路島の鱧を八坂神社に奉
納する「はも道中」が繰り広げられています。
　そんな淡路島の鱧に並々ならない思いを寄せるの
は、鱧の本場といわれる由良港に水産加工会社「新島
水産」を構える新島芳実さんです。

梅雨の水を吸ってうまくなる
日本一の鱧は淡路島にあり。

さかなへんに「豊」と書くように、鱧は煮ても、焼いて
も、揚げても美味な魚として知られます。「身も皮も
内蔵も全部食べられて、捨てるところがない。料理法
は100 は下りませんね」。なかでも、特におすすめの
食べ方が鱧すき。スタミナの付く漁師料理が発展し
たもので、淡路島では地元産の玉ねぎと一緒に楽し
むのが定番です。「滋養があって、美容にもいい。鱧す
きを食べたら夏バテなんかしませんよ」と新島さん。
産卵を終えてさらに脂ののる秋の鱧もまた格別で、
「夏はもちろん、二番鱧、名残鱧と呼ばれる秋の鱧も
たっぷり味わってほしい。ほんまにおいしい淡路島
の鱧をもっとたくさんの人に知ってもらいたいで
す」と力を込めました。
　一度食べると、必ずもう一度食べたくなるという
淡路島の鱧。夏の訪れとともに漁は本格化し、港は活
気にあふれています。

湯引きで天ぷらで鱧すきで
あふれる滋味を堪能。

関西の夏を彩るごちそうといえば、鱧。なかでも、最高級ブランドとされるのが淡路島産です。

透き通るような白い身にあふれる滋味。淡路島の鱧は、この夏も極上の味わいです。

夏のごちそう、淡路島の鱧。

さばいて骨切りをした鱧。
つやつやと輝く身は、新鮮で脂がのっている証拠です。

いけすから鱧を引き揚げる新島芳実さん。
「最高の状態で食べてもらうことにこだわっています」。

Photograph : Osamu Hiroe [studio hALo] / Writer  : 内多千春

獰猛で生命力にあふれる鱧は、
古くから精の付く食材として知られてきました。

SH IMA  TO  L I F E  COLUMN  VOL .01

淡路島をつくる人のコラム

小骨が多く、「骨切り」をしなくては
食べられない鱧。おいしくいただく
には、熟練の技が欠かせません。

02 07

島の恵み。定番 海からは塩が、畑からはトマトや玉ねぎがどっさり届き、おいしい商品が生まれました。
伝統製法を大切にする昔ながらの味噌も、新鮮でヘルシーな牛乳や乳製品も、すべて島の豊かな恵みです。

＊安定剤、香料不使用



463 円（税込）
淡路島の伝統産業であるそうめんから生まれ
た新しい麺。ひやむぎより太く、そうめんの 2
倍の長さが特徴で、和風にも洋風にもアレン
ジが可能。コシのある手延べならではの味わ
いです。

淡路島ぬーどる（手延べ干しめん）
内容量：300g

淡路島の温暖な気候と肥沃な土で育った玉ね
ぎは甘みの強さが特長で、生で良し加熱して
良しの万能野菜です。６月上旬からは、冬に植
え付けて丹精込めて育てられた中生（なかて）
が登場します。

淡路島産玉ねぎ 中生（なかて）

内容量：3kg、5kg、10kg、島の玉ねぎ定期便

972 円（税込）540 円（税込）

淡路玉ねぎラーメン
（即席麺：ノンフライ麺）

内容量：101g（麺 80ｇ）　各 3食入り

醤油ベースのスープに秘伝の淡路島産玉ねぎ
エキスをミックス。上品なコクと甘みを加え
ました。後載せのフライドオニオンがアクセ
ントになります。

淡路たまねぎラーメン（半生麺）

内容量：526g【麺】100g×4、【スープ】30g×4、
【フライドオニオン】1,5g×4

648 円（税込）

わかめうどん 3人前 （乾めん）
648 円（税込）

わかめそば 3人前 （乾めん）

鳴門海峡で収穫したわかめをペーストにして練り込
んだツルツルもちもち食感の麺です。上品な磯の香り
漂う麺は、ミョウガや山芋、とろろ、梅、トマト、青じそ
とも相性抜群。冷たく冷やして食卓へどうぞ。

1,080 円（税込）

わかめ麺 3人前 （干しめん）

内容量： めん 50g×4 束、スープ 60ml×3 袋

鳴門産わかめを練り込んだ鮮やかな緑のうどんと、
通常の白いうどんを表裏で組み合わせた2色の麺です。
味はもちろん、見た目の美しさでも人気の一品。
夏は冷やしうどんで、清涼感を味わってください。

内容量：めん 220g、スープ 180ml（60ml×3袋）

鳴門産わかめをたっぷり使用。わかめとそば粉の絶
妙なバランスがツルツル爽やかなのどごしとマッチ
して、ついついお箸が進みます。わかめに含まれるア
ルギン酸の作用で、もちっとした食感が楽しめます。

内容量：めん 220g、スープ 180ml（60ml×3 袋）

鶏ガラスープに淡路島産玉ねぎの甘みとコク
を効かせたスープがおいしさの秘訣。ノンフ
ライ即席麺だから調理も簡単です。後載せオ
ニオンフレークを仕上げにどうぞ。

＊価格は時期により変動いたします。
　詳しくは「島と暮らす」ホームページをご覧ください。

淡路島産

活鱧すきセット
（淡路島産玉ねぎ付き）

い け は も

2人前
3人前
4人前
5人前

鱧 0.5kg、素麺 2 束

鱧 0.9kg、素麺 3 束

鱧 1.2kg、素麺 4 束

鱧 1.3kg、素麺 5 束

内容：
活鱧（骨切り済み上身、あら身）、梅肉、からし酢みそ、
はも子、特製だしパック 1個、濃縮ダレ 1本、淡路島産
玉ねぎ 3個、本家たかはしポン酢 1本（300ml）、淡路
島手延べ素麺

＊活鱧すきに合う野菜のキット（春菊、人参、椎茸など）を 700 円～でお付けできます。詳しくはお電話、または「島と暮らす」ホームページをご覧ください。

6,200円（税込）
8,250円（税込）
11,000円（税込）
13,750円（税込）

淡路島の鱧が手軽に味わえるセットです。丁寧に骨切りした鱧の身に、だし取り用の頭や骨、高級珍味として知られる卵まで付いた大満足のボリューム。だしに甘みとコクを加え
る淡路島産玉ねぎや締めにおいしい淡路島の手延べ素麺まで、淡路島の夏の味を余すところなく堪能できます。身は、湯引きにして梅肉を添えるのもおすすめ。淡路島の鱧のしっ
かりとした歯ごたえと奥深いうまみに、きっと満足していただけるはずです。更には淡路島のお料理屋さんや島マダム達にも、長く愛されております「本家たかはしポン酢手作り
の味自慢」を１本おつけしてお届けさせていただきます。

漁師たちの冬場の副業として始まった淡路島のそうめんづくり。
百年以上の歴史を誇り、今なお手延べ製法にこだわっています。
一口食べれば、そのなめらかな食感とコシの強さは歴然です。

淡路島手延べそうめん

淡路島唯一のクラフトビールとして大人気。島内のブルワリーで職人が一本一本手作りしていま
す。全6種類のラインナップは、最もポピュラーなピルスナーからシャープですっきりしたレッ
ドエール、香ばしさとコクが特徴のアルト、淡路島の平岡農園の天然レモンを使った島レモンま
でバラエティ豊か。この夏、ラベルも一新。より洗練されたルックスにも注目です。淡路米仕込み
ピルスナーは、平成25年度「五つ星ひょうご」に選定、クラフトビールのコンテスト「アジア・ビ
アカップ 2017」のフリースタイル部門でも入賞、フレーバービアの島レモンは、平成28年度「五
つ星ひょうご」に選定されました。

あわぢびーる
ピルスナー
ピルスナー（中瓶）
アルト
レッドエール
レッドエール（中瓶）

540円（税込）

670円（税込）

540円（税込）

540円（税込）

670円（税込）

ヴァイツェン
淡路米仕込みピルスナー
淡路米仕込みピルスナー（中瓶）
島レモン（フレーバースビアタイル）

540円（税込）

540円（税込）

670円（税込）

540円（税込）

内容量：330ml（瓶）、500ml（中瓶）冷蔵

左からピルスナー、アルト、レッドエール、ヴァイツェン、淡路米仕込みピルスナー、島レモン

淡路島手延べそうめん 750g
淡路島手延べそうめん 1.5kg
淡路島手延べそうめん 2kg （木箱）

1,500 円（税込）
2,000 円（税込）
3,500 円（税込）
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淡路島、玉ねぎ逸品。定番 今や全国にその名を知られるブランドとなった淡路島の玉ねぎ。旬を迎えた中生（なかて）は
どんな料理にも合うのが特徴です。島の玉ねぎをたっぷり使った多彩な商品もあわせてお楽しみください。

＊保存料不使用

淡路島で累計販売数4500万食を誇るスープです。玉ねぎのコクと甘みがやみつきになるとリピーターが続出。 なかでも、
平成26年度の「五つ星ひょうご」に選定された「プレーン」はコンソメの味わいが玉ねぎの甘さを絶妙に引き立てています。
ソテーを加えた「プレミアム」に玉ねぎとの相性が抜群の「カレー」、新登場の「ポダージュ」も大人気です。

淡路たまねぎスープ
内容量：
◯プレーン
◯カレー味
◯ポタージュ
◯はるさめ
◯プレミアム

78g
78g
90g
89g
189g

（10 食入 オニオンスープ：6g×10 袋 、フライドオニオン：1,8g×10 袋）
（10 食入 オニオンスープ：6g×10 袋 、フライドオニオン：1,8g×10 袋）
（5 食入   ポタージュ：17g、クルトン 1g× 各５袋）
（5 食入   オニオンスープ：6g×5 袋、フライドオニオン：1,8g×5 袋、はるさめ：10g×5 袋）
（5 食入   オニオンスープ：6g×5 袋、フライドオニオン：1,8g × 5 袋、
　　　　 オニオンソテー：30g × 5 袋）

プレーン
カレー味
ポタージュ
はるさめ
プレミアム

500 円（税込）

540 円（税込）

680 円（税込）

680 円（税込）

880 円（税込）

鰹節と昆布でだしを取り、ローストした淡路島玉ねぎをたっぷり使
用したオリジナルドレッシング。地元淡路島の醸造酢が味の決め手
の「プレミアム」など、いつものサラダやお浸しを島の味に変身させ
るラインナップが揃いました。一番人気のノンオイルタイプは、健康
志向の女性から真っ先にオーダーいただく人気の一品です。

淡路たまねぎドレッシング

オイルイン 200ml
ノンオイル 200ml
胡麻 200ml

＊プレミアムドレッシングは保存料不使用。その他のドレッシングは保存料、着色料不使用。

570 円（税込）

570 円（税込）

570 円（税込）

トマト  200ml ※8月末まで
ノンオイル（大瓶） 200ml
プレミアム玉ねぎ（プレーン） 195ml

570 円（税込）

1,100 円（税込）

680 円（税込）

P I CK  UP  SEASONAL  FOOD

淡路島の旬を味わう。

冷蔵

＊写真は 4人前です。



鮮度が命。新鮮な淡路島産ちりめんを
水揚げ後すぐ生の状態から炊き上げ
た逸品です。生から炊き上げるから、
やわらかくて風味も豊か。山椒をきか
せることで、ピリリと締まった大人の
味わいに仕上げました。

生炊きちりめん山椒

90ｇ
120ｇ
250ｇ（化粧箱入り）

540 円（税込）
756 円（税込）

1,728 円（税込）

540 円（税込）

淡路島 のり佃煮

潮流の激しい鳴門海峡で育った淡路島産わかめは、肉厚さとコシの強さが自慢です。旬の刈りたてわかめを淡路島公園の孟宗竹と一緒
に釜炊きしてミネラル分をアップさせた生わかめをはじめ、茎わかめやカットわかめ、灰わかめなど、バリエーションに富んでいるの
も産地ならでは。サラダにも、汁物や煮物にもぴったりの美味なるわかめです。

特製竹炭生わかめ
茎わかめ
カットわかめ
灰わかめ
鳴門灰干わかめ

648 円（税込）
391 円（税込）
596 円（税込）
540 円（税込）
600 円（税込）

淡路島産 わかめ

潮流の速い海域で育つ淡路島産の海苔は、肉厚で歯
触りの良いのが特長。なかでも、その年の最初に収穫
される一番摘みの海苔は、上質な逸品。この一番摘み
だけを贅沢に使ったのが淡路島産一番海苔です。

淡路島産 一番海苔
淡路島産 一番海苔 わさび味

580 円（税込）
580 円（税込）

鯛１尾
カマス2尾
アジ 2尾

1,350 円（税込）
600 円（税込）
900 円（税込）

淡路島産 一番海苔

内容量：8 切り56枚（全形7枚分）

水揚げされたばかりの島の新鮮な魚を一夜干しに
加工。表面が完全に乾き切らない「しわら干し」で仕
上げました。素材のうまみを引き出す絶妙な塩加減
をぜひ自慢の魚たちで味わってください。

淡路島、匠の一夜干し

わかめの茎煮
しいたけ入り

540 円（税込）
540 円（税込）

540 円（税込）

冷蔵

冷蔵

内容量：特製竹炭生わかめ 300g、茎わかめ 400g、カットわかめ 30g、灰わかめ 80g 、鳴門灰干わかめ 75g

冷蔵

鳴門海峡で育ったコシの強いわかめの「葉」の
部分だけを使った佃煮です。やわらかい葉わ
かめをお子様からご年配の方まで楽しんでい
ただけるよう、やや甘めの味付けに仕上げて
います。

淡路島産 葉わかめの佃煮

内容量：葉わかめの佃煮：130ｇ

冷蔵

鳴門海峡産わかめ100％。コシの強い茎わか
めの存在感を生かした甘辛い佃煮です。味の
決め手は島の醤油蔵「センザン醤油」の醤油。
ご飯のお供やお酒の肴にぴったりです。

うずの香（茎わかめの佃煮）

内容量：わかめの茎煮 230g、しいたけ入り 220g

冷蔵

プレーン
たこちくわ
鯛ちくわ

440 円（税込）
470 円（税込）
470 円（税込）

香り高いスパイスがおいしさの秘訣。淡路
牛を贅沢に使用した本格派「淡路牛カレー」
と、淡路島産玉ねぎを丁寧に炒めて甘みを
引き出した「玉葱カレー」の２種類をライン
ナップしました。

880 円（税込）
680 円（税込）

淡路島のカレー
淡路牛カレー
淡路玉葱カレー
内容量：220g（一人前）レトルトタイプ

淡路島名物の肉厚なちくわ。新鮮なお魚のすり
身を青竹に巻いて焼き上げました。プレーンの
ほか、淡路島産たこがたっぷりの「たこちくわ」、
鯛のすり身を使った「鯛ちくわ」も。

竹ちくわ

内容量：3 本入

冷蔵

熱々ご飯に混ぜるだけ。本格派のあなごめしがいつで
も手軽に味わえます。噛み締めるほどにうまみが広が
る淡路島産のあなごは、正真正銘本場の味。
島自慢の味をご家庭の食卓で味わってください。

699 円（税込）

あなごめしの素
内容量：170g

明石海峡産のたこが美味しいちらし寿司の素です。
ニンジン、シイタケ、タケノコ、ちりめんなどの具材も
たっぷり加えました。温かいご飯に混ぜるだけで、
料亭でいただくようなちらし寿司のできあがりです。

648 円（税込）

たこちらしの素
内容量：230g

お米と一緒に炊き込むだけ。簡単に本格たこめしが味
わえると人気の一品です。主役は明石海峡産のたこ。
醤油ベースのだしでじっくり味付けをしているので、
おにぎりや炒飯にしても格別なおいしさです。

780 円（税込）

たこ飯の素
内容量：350g（蛸：150g）

冷凍 冷凍 冷凍

肉厚で味の良い淡路産の海苔を100％使用した佃煮。
しっかりした海苔の香りと風味が楽しめるのはもちろ
ん、ご飯に合う上品な味付けも自慢です。炊きたてのご
飯に、たっぷりのせて召し上がれ。

内容量：淡路島 のり佃煮（瓶）170g

淡路島産玉ねぎは辛みを示すピルビン酸が少なく、最大で他産地の6割程度とされます。
漬物にすることで、そのおいしさを凝縮。シャキシャキ食感と甘み、酸味が見事に調和し、
サラダとしても活躍間違いなしです。

ゆず漬け
しそ酢漬け
しそ酢漬け 姿漬け

430 円（税込）
430 円（税込）
490 円（税込）

淡路島玉ねぎの酢漬け

内容量：ゆず漬け 160g、しそ酢漬け 160g、しそ酢漬け 姿漬け 1 個

島の潮風と天日干しにこだわって作ったちりめんじゃこです。昔ながらの手間ひまかけ
た製法で、ほど良く食べやすい硬さに仕上げています。そのままでおいしいのはもちろん、
ふっくらご飯との相性も抜群です。

699 円（税込）

淡路島産 上乾ちりめん
内容量：100g

冷蔵

冷蔵
淡路島の牛乳で作ったミルク感たっぷりの「島アイス」は創業明治34年の井上商
店謹製。ミルクとヨーグルトの２種類を揃えました。人気の「もーちゃんアイス」
も加わって、夏にぴったりのデザートです。

3,200 円（税込）

アイスクリーム（井上商店）
島アイス・モーちゃんアイスセット

内容量：ミルクアイス 3 個、ヨーグルトアイス 3 個、 モーちゃんアイス 3個

冷凍

淡路島産の玉ねぎや真だこを贅沢に使用。厳選した魚
のすり身で仕上げた自家製天ぷらです。練り物職人が
一枚一枚丁寧に仕上げているので、味わい深さは格別。

玉ねぎ
たこ

淡路島てんぷら

内容量：2 枚厳選した魚のすり身と淡路島産玉ねぎをふんだんに使
用。玉ねぎの食感を生かしながら、ボリュームたっぷり
に仕上げました。何もつけず、そのままでおいしくお召
し上がりいただけます。

580 円（税込）

淡路玉ねぎかき揚げ天ぷら
内容量：2 枚

冷蔵

淡路島の素材にこだわった天ぷら。魚のすり身と淡路
島産玉ねぎを細かくカットして混ぜ合わせ、存在感あ
ふれる大きさに揚げています。うどんなど麺類にのせ
るのもおすすめです。

450 円（税込）

淡路玉葱わらじ天ぷら
内容量：2 枚

冷蔵 冷蔵

440 円（税込）
470 円（税込）
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淡路島、夏の食卓。特集 食欲がなくなりがちな時期をたっぷりの栄養で彩ってくれる海の幸。ひんやり冷たく、甘～いデザート。
淡路島の夏の味が今年もさっぱり爽やかに出揃いました。暑い季節のお楽しみです。

ごはんと一緒に。定番 いつものごはんがぐ～んとおいしくなる、最強のごはんのお供たちを集めました。
たこにあなごに玉ねぎ…などなど、島自慢の食材が毎日の食卓をちょっぴり華やかに変身させてくれます。

＊保存料不使用

＊ゆず漬け、しそ酢漬け 姿漬けは保存料不使用
　しそ酢漬けは保存料、合成着色料不使用


