2021

Summer Gift
たいせつな人の健康のために
ワンランク上の贈りもの

早期特典
5% OFF

６/１
（火）
－
６/３０
（水）

２０２１/６/１（火）– ８/１５
（日）
全国一律送料込み

幸せの循環
自然の力でゆっくりじっくりと育ち、生命力溢れる作物、
自然栽培は、農薬や肥料を一切使わない為、
体への負担がなく、地球の環境負荷もありません。
ピュアリィを通じて自然栽培のお米・お野菜を食べて
頂くことは、未来へ繋がる食の普及を後押し、
自然栽培
に挑戦し続けていく農家さんの支援となります。
そして
何より、
ご自身やご家族の健康な生活につながります。
大切な方に日々の感謝を表すだけでなく、
地球のみんなと未来の子供たちの幸せにつながる、
贈りものを送りませんか。

Root’s Purely「ルーツピュアリィ」
の活動

天然菌のよる発酵食

昔から、味噌・醤油・酢・甘酒・米麹などの
伝統的発酵食品は、蔵に棲みつく天然菌の
発酵という、自然の営みと、蔵元の匠の技に
より作られてきました。現代の日本では
大変希少なものです、私たちは蔵元へ
天然菌による発酵の仕込みをお願いし、
その技術の伝承活動を支援させて
いただいています。

土づくり

農薬や肥料を使わずに、
お野菜が、
その
種の力で生長するためには、
その種が
「育つ土」を、
まずは、
その根っこが伸びや
すくなるように「温かく」
「やわらかく」
そして
「水はけ、水持ちの良い」状態になるように
植物の力を生かして「土づくり」をしていく
ことが大切です。

持続可能な社会

自然栽培農家

上野 升久さんご家族

上野升久さんをはじめとする、農家さん
たちは、
「土づくり」
と共に、持続可能な
農業に向けて、
お野菜の種採りを行い、
「自然本来の種=在来種」を守り、
種からの
持続可能性を大切にしています。1人でも
多くの方がこの取り組みに賛同され、
そのネ
ットワークが広がる活動をしています。

熊本県産
自然栽培米ギフト
6,000円/
12,000円（送料、税込）
毎日食べるものだから、体に
気遣った自然栽培米のお米を
お届けしませんか。
ヒノヒカリは甘味・旨味・粘りのバランスが
良く、
お米本来の風味を味わえます。
ピュアリィでは、安心と信頼の為、度重なる
品質の確認、生産履歴の調査を経て、九州の
自然栽培契約農家さんから直接仕入れを
行っています。

生産者
熊本県玉名市

谷口 伸一さん

谷口さん自然栽培米（ヒノヒカリ）: 5ｋｇ

谷口さん自然栽培米（ヒノヒカリ）: 10ｋｇ

自然栽培歴9年以上。
２千年も前から米作
りが行われる日本有数の米処で40年前か
ら環境保全型農業に取り組まれ、肥料を
入れると虫や病気が発生することを実感
し、
自然栽培へ移行されました。毎年、手作
業で選抜、種取りを行い、夏場は早朝から
田んぼを見て回り、水位を調整することで、
ジャンボタニシを除草に活用しています。

お楽しみ！
旬の夏野菜ギフト
3,000円（送料、税込）
九州の自然溢れる中で、
自然栽培、有機栽培で丹精込めて
育てられた、
お野菜です。
その時にしか味わえない、九州の
「旬の野菜」を味わうことができます。
大切な方へ九州のエネルギー溢れる
お野菜をお届けしませんか。

参考イメージ

無酸処理
焼き海苔三種ギフト
4,000円（送料、税込）
九州の海から、磯の香りと
豊な風味をお届けいたします。
華 [10枚入り×１]
雅 [10枚入り×１]
薫 [10枚入り×１]
酸処理とは
現在、ほとんどの海苔がお日様に当たる
事なく、養殖されています。
そこで、海苔の
病気を防ぐため、海の農薬と言われる
「酸処理」
を行っています。

生産者
鹿児島県出水市

出水天恵海苔グループ
美しい出水の海を守るため、島中良夫さん
を中心にした家族経営で、昔ながらの潮の
干満に合わせて網を張り、
ゆっくりと時間を
かけて育てる昔ながらの海苔づくりを行っ
ています。皆さまに美味しく、安心して安全
に食べていただけるよう日々努めて
おられます。

自然栽培
新茶ギフト
3,500円（送料、税込）
熊本が誇る自然栽培お茶屋さんの
新茶セットです。
旭志園

緑茶 [100ｇ×1]

旭志園

緑茶

桜野園

蒼

自然栽培のやぶきた種は、淡白な味の
中に、甘味があり、
日本茶らしいお茶です。
桜野園

蒼 [80ｇ×1]

自然栽培のやぶきた種を使用した上品な
一番煎茶。
まろやかさの後のすっきりとした
味わいのお茶です。

生産者
熊本県菊池市
「旭志園」

生産者
熊本県水俣市
「桜野園」

中尾 要介さん

松本 和也さん

自然栽培歴20年以上。茶業3代目。
今日までお茶一筋に邁進されています。
自然栽培では農薬、肥料に頼らない為、
茶樹も自分自身で病気や虫に負けないよう
健全に育ちます。
また、
「自園、
自製、
自販」
と
いう先代の教えを守り、
「お客様に喜ばれる
お茶作り」を大切に自社工場で新鮮な
お茶作りをされています。

自然栽培歴20年以上。昭和2年茶畑を開
園され、80年以上の歴史がある桜野園4代
目。今、
ご家族皆でお茶の栽培、製造そし
て販売まで精力的に活動されています。
日本にとどまらず世界へお茶販売を通じ
て、
日本のお茶文化や水俣の環境保全型
農業を発信し、子供たちに自然環境を残す
活動をされています。

自然栽培
そうめんギフト
3,500円（送料、税込）
余計なものは一切使わず、素材の
美味しさを堪能できるよう小麦粉
と塩のみで仕上げました。
そうめん [200ｇ×5]

九州産自然栽培小麦１００%。
内モンゴル産の天日湖塩で仕上げました。
小麦の自給率は12％
（2018年度）
と、
とても
低く、九州産の小麦というだけでなく、
なおかつ自然栽培で作られているものは
非常に希少です。

熊本県産
ジュースギフト
4,500円（送料、税込）
素材・製法・無添加にこだわった
最高品質のジュース。
当たり前では
ない、特別なひと時をご家族で。

池田さんみかんジュース

澤村さんのトマトジュース

生産者
熊本県玉東町

生産者
熊本県宇城市不知火町

池田 道明さん

澤村 輝彦さん

自然栽培歴11年以上。
日本の自然栽培温州みかんの第一人者。
自然のしくみを観察し、来る日も来る日も草
を倒しては、土づくりをし、地道に手で虫を
取り除いて、みかんの木を育てています。
自然栽培全国普及会九州ブロックの副ブ
ロック長を務められ、
自然栽培農家の育成
にも励まれています。

約15haの広大な田畑で、
トマトを中心とし
たお野菜、
自然栽培10年以上のお米を栽
培されています。昔のように、実り豊かな作
物が溢れ、農業が暮らしを支える活気を取
り戻したいという想いで、有機栽培から自
然栽培まで取り組みを広げておられます。
美味しい野菜を食べた皆さんが健康にな
って幸せに暮らしていけることが澤村さん
の願いです。

池田さんみかんジュース [1000ｍｌ×１]

自然栽培温州みかんを、皮ごと丸絞り、
甘味と酸味が程よく、濃厚な味わいです。
澤村さんのトマトジュース [500ｍｌ×1]

塩を入れず、有機栽培トマトにこだわった、
昔ながらのトマトの味を堪能できます。

ピュアリィの食卓
ギフト
3,000円（送料、税込）
日頃不足しがちな、栄養素を簡単
に取り入れられるギフトセットです。
オリジナルレシピ付き！！

豆料理は好きだけど、手間がかかって
大変、、、。
そんな方へ、開封後直ぐにサラダ
やスープに入れて簡単にお料理が出来る
優れものです。切り干し大根トマト和え、
煮物などのレシピとともに。

切 干 大 根の生 産 者
宮崎県田野町

川越 俊作さん

ミックスビーンズ [100ｇ×2]

ミックスビーンズ [100ｇ×2] 自然栽培の
大豆、黒大豆ともち麦を一晩浸水、一切
味付けをせずレトルト容器に入れ加熱した
ので、開封後、
そのままお召し上がり
いただけます。
ドライベジ [20ｇ×2]

一年で最も甘味の増す時期に収穫した、
自然栽培の切干大根と乾燥人参のドライ
ベジミックス。天日干ししたダイコンに、
相性の良い乾燥ニンジンを合わせました。

自然栽培歴18年以上。
自然栽培全国普及
会九州ブロック長。約7haにも及ぶ大規模
な敷地面積で、大根、人参、大豆など多品
目を栽培されています。畑では、
仮説を
立て、
チャレンジしては、
その結果を得る
ことを繰り返し行い、観察することで自然
栽培を追究し続けられています。
「土づくり・
種づくり・人づくり」をテーマに次世代の
育成にも励まれています。

やまあい村の
自然豚焼肉ギフト
4,500円（送料、税込）
自然豚のお肉は余計な脂肪分が
少なく、
かめばかむほど味わい
深く、脂身はすっきりしていて
甘みがあります。
バラ（焼肉用）[200ｇ×2]
ロース（ 生姜焼き用）[200ｇ×1]

生産者
熊本県菊池市
「やまあい村」

武藤 勝典さん

抗生剤や薬剤に基本的に頼らない・投与
しない方針で飼育し、飼料は、非遺伝子組
み換えや、
自家製の野菜や米くずなどを
食べさせています。
東京ドーム３つ分の広大
な敷地に、豚舎は無く、豚用の広場が30箇
所点在し、
自由に走り回って育っています。

ピュアリィ
おすすめギフト
5,000円（送料、税込）
手軽に、本格洋風料理を作れる
ギフトセットです。
オリジナルレシピ付き！

自然栽培ミックスビーンズを使った
「ディップ」や、
トマトピューレを使った
「ミックスビーンズのトマト煮込み」、
「豆腐のバジルソース和え」など、
アレンジ
色々！お料理の決めては、
自然栽培の
オリーブオイル。素材の味を引き立てて
くれるレシピと共に。
ミックスビーンズ [100ｇ×2]
自社製造の九州産自然栽培のミックスビーンズ。
イルフィーロディパーリア [88ｇ/100ml×1]

昔ながらの製法で丹生込めて作られた
イタリア産自然栽培オリーブオイル。
澤村さんトマトピューレ [275ｇ×1]

熊本県産有機栽培トマト使用。
肥後あゆ みの会 バジルペースト [80ｇ×1]

有機栽培バジルをふんだんに使用。

無添加アイス
詰め合わせギフト

豆と麦の生 産 者
熊本県菊陽町

大塚 隆行さん

農家一筋50年の大ベテラン。83歳という
年齢を感じさせない現役農家さん。
戦後食料難で、豆と麦がよく育つ土地で
あったがために、食料危機を救った過去が
あり、
ずっとこの土地で作り続けておられま
す。種まきは一つ一つ手作業、豆の選別は
すべて目視で取り組んでいます。常に
新しい情報を取り入れ、挑戦しつづけてお
られます。

冷凍

4,500円（送料、税込）
日本の味をテーマに、発酵食品を
も生かした味わい。
四種類の厳選
素材アイスギフトです。
ミルクアイス [90ｍｌ×2 ]

「山のいぶき」のジャージー牛乳を使用。
緑 茶アイス [90ｍｌ×2]

「桜野園」の自然栽培緑茶を使用。
味 噌アイス [90ｍｌ×2]

蔵付天然菌味噌を使用。

加 工メーカー
熊本県熊本市

甘 酒アイス [90ｍｌ×2]

ジェラテリア カプリ

蔵付天然菌甘酒を使用。
（卵・砂糖不使用）

約３０年の知識と経験を生かした、素材の
味を最大限に生かしたアイス作りを行われ
ています。
アイスを詰める作業は、
素材や
食感を残すため、
すべて手作業で行うこと
にこだわられています。

お申し込みについて

●店頭でのお申し込み

店頭にてショップスタッフにお申し付けください。
レジにて精算いただき、商品によってはお持ち帰りいただくことも
可能です。
お支払い方法は、現金もしくは、
クレジットカードで
お支払いいただけます。

● インターネットでのお申し込み

ピュアリィ宅配公式アドレスhttps://www.nh-purelyshop.com
にアクセスしていただき、会員登録（無料）が必要となります。
お支払い方法は、
クレジットカードになります。

● FAXでのお申し込み

ご注文を確認し、
お支払用の振込用紙をお送り致しますので、
金額をお確かめのうえ、
お振り込みをお願い致します。
（ご入金確認後の発送となります ）

FAX： ０９６ー２８８ー１５６２

お届けについて

全国配送／配送料金込み
ピュアリィでは、環境保護のためエコ包装を行っております。
なにとぞご了承ください。

必ずお読みくだい

○どのセットも、送料、箱代、消費税込みで表示しています。
○同じお届け先に異なった商品をお申込みいただいた場合は、
お届け日が
異なる場合がございます。
○カタログ記載商品の写真は、実物を撮影したものですが、印刷の都合で
若干異なる場合もありますのでご了承ください。
○こちらのカタログの有効期限は、2021年６月１日（火）〜2021年８月１５日（日）
までと
させていただいていますが、売り切れの節は、
ご容赦ください
○お届け日・お時間の指定、
お申し込み後の商品の変更・ご注文の取り消しは
ご容赦ください。

ルーツピュアリィ
〒860-0028
熊本県熊本市中央区中唐人町15
TEL.096-323-1551

