
EM・X GOLD10ml配合で、まろやかな口当たりの軟水です。

EM WATER 24本セット
EM WATER（500ml）×24本

沖縄本島(離島含む)
＊送料は全て1口分、
　税込となります。

県　外

 

全国発送を承っております
※一部対象外商品もございます   ※クール便は別途料金発生します

ご 注 文 方 法
別紙の「ご注文用紙」に記入後、

店頭、FAXまたはお電話でご注文いただけます。

¥990～ ¥1,250～
＊お申し込みより約7～10日前後で、お届け先様へ配送いたします。 ＊お届け日及び時間帯の指定は出来ませんのでご了承ください。
＊¥15,000以上ご購入の場合は１口分送料無料になります。

FAX. 098-935 -1661
TEL. 0120-65-1185 （TEL受付10:00～17:00）

暮らしの発酵 STORE

¥ 3,960（税込）18

山
折
り

保存料
不使用

化学合成物質
不使用

EM・X GOLDの魅力は、発酵の先にある発酵。
善玉菌が作り出す小さな小さな有用成分が体の
すみずみまで優しくいきわたります。

健康のバランスを自然な形でサポート

大切な方へ
「からだを整える水」を贈りませんか？

善玉菌がつくる
新しいカタチの発酵飲料

「結のエビ」の頭をベースに EM素材と沖縄産素材を
使用し、世界各国の味わいが表現された無添加ドレッ
シング＆ソース。サラダだけでなく、パスタやお肉、
お魚にかけて楽しめます。

化学調味料はもちろん、食塩も不使用の純天然出汁
お友だし。原材料には、椎茸、こんぶ、アジ煮干し、
枕崎鰹節、カタクシイワシのすべてに国産を使用。
北海道貝殻島産一等昆布の、もちもち昆布は柔らかく、
もちみがあり煮物にソーキ汁に大活躍！

¥4,000（税込）

オリジナル エビドレッシングセット
中華風結のエビドレ×1　スペイン風結のエビドレ×1
和風結のエビドレ×1　各175g

16 ¥2,370（税込）

お友だしセット
純天然出汁お友だし（25ｇ×10） もちもち昆布80ｇ
踊る鰹節ふわりん
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体に優しい手づくりの調味料です。 当店スタッフが厳選しました。

※写真はイメージです。

ご注文承り期間

2022年
12月20日（火）まで
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暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

WEBショップは
コチラ

2 0 2 2
暮らしの発酵メンバーズカード

会員限定特典

300Pプレゼント

カタログ商品からお買上頂いた方へ
ご購入１万円毎に

※カードご提示、またはカード番号の
確認がとれた方の特典となります。 

EM・X GOLD 2本セット
EM・X GOLD（500ml）×２

飲み方いろいろ
1日10ml～30ml が目安です

お湯割りやお茶、コーヒーなどに

煮物や汁物の料理や炊飯に少量入れるだけ

1. そのまま飲む
2. 飲み物に入れる
3. お料理に入れる

¥9,550（税込）19

※「結のエビ」は、乳酸菌や酵母などの善玉菌の力を活用した
きれいな水と、抗生物質、添加物を一切使用しない安心安全な
環境で育てています。



※写真はイメージです。

シャボン玉
EM浴用石けんセット
EM浴用石けん（100g）×10個

根強いファンが多い人気の固形せっけん。
全身洗えるEM浴用固形石けんは、キメ細かく弾
力のある泡立ちで、やさしく汚れを落とします。
赤ちゃんにもお使いいただけます。

※別途143～165(税込)で
各種化粧箱用意できます。

やさしく濃厚な香りでほんのり感じる
苦味が絶妙な余韻を残します。

EU
オーガニック
認証マーク

¥2,180（税込）

砂糖不使用で
体に優しい甘みが特長です。

カフーチョコ&
うさが味噌～れセット　
うさが味噌～れ 各150g
あま口 ×1　うま辛 ×1
カフーチョコレート　各150g
シークヮサー味 ×1  ビター味 ×1

¥4,150（税込）

農薬不使用、愛情たっぷりのお米です。

宮崎県産 EＭ栽培米 白米 

手間ひまかけた農家さんの愛情たっぷりのお米は甘み、うま
みはもちろんのこと、保温時の変色が少なく冷めても美味
しいので、おにぎりやお弁当にもピッタリです。

¥ 3,600（税込）5

¥ 2,450（税込）4

沖縄生まれの米麹をベースに作られた
油味噌とチョコレートペースト。

白米
3kg

白米
5kg
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Aroma Oro エクストラバージン
EMオリーブオイル

¥2,700（税込）

早摘みと、熟した実のブレンドのオリーブオイルです。
サラダやお豆腐など、素材の味を引き立たせる料理で
お楽しみください。

柑橘系のフルーティーな香りが
特長です。

1

スペイン産エコリボル
エクストラバージン
ＥＭオリーブオイル

まるで果実100％ジュース！

¥2,690（税込）2
250ml

¥4,350（税込）3
500ml

EM栽培オリーブ使用

最先端の遠心分離機で低温抽出（28度以下）
しています。ポリフェノールが豊富で、
酸度は最高品質とされる0.1%です。

高品質なオリーブオイル
数々の賞を受賞した経歴を持つ

オリーブオイルは果実を直接搾ってつくるオイルです。 栽培期間中は農薬・化学肥料を一切使用しません

保存料や着色料をつか
わずに、心を込めてつく
られた「くがにちんすこ
う」は、一口食べるとど
こか懐かしい味がしま
す。コーヒーのお供に。

コスタリカコーヒーとちんすこうセット
くがにちんすこう(小箱)16個入り
サッパリーナ（コーヒーバッグ）×3　コクアドル（コーヒーバッグ）×3

ホッとする
ひと時を、
送りませんか？

¥2,450（税込）14

嬉しい、グルテンフリーセット。

宮内舎 米粉麺セット
玄米麺 グルテンフリー100g
白米麺 グルテンフリー100g
真菰麺 グルテンフリー100g
米粉のパンケーキミックスグルテンフリー200g

島根県の出雲地方雲南市で育てた特別栽培米を
使用した、グルテンフリー米粉麺のセット。
米粉のパンケーキミックスでスイーツづくりに
も大活躍。

¥ 1,810（税込）10

谷
折
り

有機JAS認証を取得したジュースのセット。

オーガニック
ストーリー６本セット
有機ざくろジュース×１
有機りんごジュース×１
有機ブルーベリージュース×１
有機ブラットオレンジジュース×１
有機グレープフルーツジュース×１
有機ぶどうジュース×１

¥2,560（税込）

6種類の味が楽しめます。
大切な方へのギフトにも
オススメです。
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飲む点滴、ノンアル甘酒。

佐渡の甘酒セット
麹のおちち飲むタイプ480ml×2

「麹のおちち」は、新潟県佐渡産のお米・
麹・水から仕込んだノンアルコール甘酒
です。3 週間かけてゆっくりと乳酸発酵
することで、従来の甘酒とは異なるヨー
グルトのような甘酸っぱい味わいに仕上
げました。

¥ 2,350（税込）12

胚芽米・玄米もご用意しております。

自社農場の卵を使用したパウンドケーキは、ほんの
り塩味がクセになります。豆乳のおいしさ際立つ、
まろやかなグルテンフリークッキー3種類入り。

¥2,640（税込）

塩パウンドケーキとやさしいクッキーセット
塩パウンドケーキ×1　やさしい豆乳クッキープレーン、
黒蜜きな粉、チョコ（各1袋）

保存料・添加物不使用の安心なお菓子。

6 7

※写真はイメージです。

香料、着色料、酸化防止剤、
合成界面活性剤は使用していません。

全身洗える石鹸10個セット。

※化粧箱に入れてお届けします。

若くて青い、青じそや、
アーティチョークのような香り

アロマオロ

すっきりとした苦味

サラダなど素材の味を引き
立たせる料理豆腐やトマトなどとシンプルに

柑橘系の
フルーティーな香り

やや強め
後味に胡椒のようなピリッとした辛み

マイルドな味わい

農薬・化学肥料栽培期間中不使用

香 り

味わい

苦 味

辛 味

料 理

香 り

味わい

苦 味

辛 味

料 理

さっぱりとしながら個性ある味わい

ほとんどない

弱め
そのまま食べるとピリッと刺激がある

肉のグリルなどパンチのある料理
パンなどと一緒にオイルの個性を味わっても

塩麴、醤油麹は、お料理に使うこ
とで味わい深くなります。さらに
減塩効果や消化の助けてくれるな
ど、美味しい上に体にも優しい調
味料です。エンバランス容器は、
特殊な加工技術で野菜などの新鮮
さを保ち、栄養素の減少を抑えて
くれます。麹を使った食材の漬け
込みなどにご活用ください。

¥2,920（税込）

こだわりのEM麹セット
EM塩麹150ｇ　EM醤油麹150ｇ
エンバランス容器 870ml

こだわりのEM麹と鮮度保持容器のセット。
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※麹には、EM・X GOLDとEMてぃだの生塩、
　EM栽培米を使用しています。
※ストアオリジナル麹レシピ付き

VS あなたはどっちを選ぶ？

黒糖とカカオニブをキャラメルで焼き上げたヌガ 
ティーヌは、ほろ苦さと食感がくせになります。
ハイカカオチョコレートとカカオ香るコーヒーの
セットです。

¥2,966（税込）

OCA オーガニックチョコレートセット
オーガニックチョコレート72％割れチョコ110ｇ
ベトナムカカオヌガティーヌ×2  カカオコーヒー粉100ｇ

大人ビターなカカオづくしセット。
風味豊かな国産丸大豆を自慢の自家製米こうじ
で仕込んだ天然醸造の王朝みそと、甘みとまろ
やかな味わいが人気の首里みそのセットです。

¥2,360（税込）

玉那覇味噌2個セット
王朝みそ（750ｇ） ×1　首里みそ（750ｇ） ×1

厳選された素材で作った味噌。

8

※塩パウンドケーキの賞味期限は約3週間です。

※各種麺の賞味期限は約2か月です。

200ml


