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マクミノル　5/27(土) 納品（5/26(金) 発送）野菜リスト 資料請求、または、ユーザー登録をしていただいたお客様には

販売価格、生産者名が入った野菜リストをお届けしています

ご注文は　FAX:03-6700-8999　または　e-mail: info@mcminol.co.jp　まで

・5/22(月) の夕方頃までに、ご注文ください。

・税抜き価格を表示しています。

・8,000円以上のご注文で 5% の割引をいたします。

リストで紹介しているものは、特に表記がない限り、農薬・化学肥料不使用です。減農薬、有機許容農薬を使用しているもの（有機JAS）は、「農法」欄に表示しています。

仕入れの関係で価格が多少変動する場合がございます。ご了承くださいませ。

品目
販売価格

(税抜) 単位 場所 生産者 農法 商品説明

有機小松菜 --- 円 パック(200g) 山梨県 XXXXX 有機JAS 茎もやわらかくて甘味があり、おひたし、煮物、炒め物、サラダなど生食にも、オー
ルマイティーに使っていただけます。

【入荷少】有機小松菜（固定種） --- 円 パック(200g) 長野県 XXXXX 有機JAS 「新黒水菜小松菜」又は「後関晩生小松菜」をお届けします。いずれも固定種でお
いしい品種です。

有機ほうれん草 --- 円 パック(150g) 千葉県 XXXXX 有機JAS えぐみが少なく、甘味があっておいしいほうれん草です。

スイスチャード --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
いろどりのきれいなスイスチャード。炒めるとおいしいです。肉料理によくあいま
す。

有機チンゲン菜 --- 円 パック(200g前後
(2-4株)) 茨城県 XXXXX 有機JAS 油と相性の良いチンゲン菜。おいしいです。炒め物だけでなく、クリーム煮もおい

しいですね。

有機ミニチンゲン菜 --- 円 パック(150g) 長野県 XXXXX 有機JAS 油と相性の良いチンゲン菜。小さくて使いやすいです。風味がよく、なたね油、ご
ま油、オリーブオイル、なんでも合い、炒め物がおすすめです。

有機春菊 --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 有機JAS えぐみが少なく、とても食べやすくおいしい春菊です。特にサラダにおすすめで
す。

有機山東菜 --- 円 パック(150g) 千葉県 XXXXX 有機JAS
白菜の仲間の葉物野菜です。結球しない若採り白菜という感じで、葉は柔らかく、
サラダに炒め物や茹でて和え物などにどうぞ。くせのない味なので幅広く使えま
す。

【new】ふき --- 円 パック(200g) 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
香り良い、旬の味です。下茹でして、サラダや和え物やパスタ、炒め物、煮物にど
うぞ。柔らかです！

【sale】有機ニラ --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 有機JAS 風味のよいニラです。炒め物、スープなどがおすすめです。

【new】有機セロリ --- 円 kg 長野県 XXXXX 有機JAS 葉、茎もグリーンです。風味よく、味もいいです。サラダはもちろん、スープや炒め
物などにもオススメです！！

有機ベビーリーフミックス（小売用） --- 円 パック(40g) 千葉県 XXXXX 有機JAS
レタス類など7種類のベビーリーフをパックにしたサラダ用セットです。やわらかく
甘味のあるリーフですので、サラダがオススメです。袋でなく、プラパック入の小売
り販売向けです。

有機ベビーリーフミックス（お徳用） --- 円 パック(100g) 茨城県 XXXXX 有機JAS お得なベビーリーフです！レタス類など数種類のベビーリーフをパックにしたサラ
ダ用セットです。やわらかく甘味のあるリーフですので、サラダがオススメです。

有機わさび菜 --- 円 パック(100g) 長野県 XXXXX 有機JAS ピリッと少しからみのある葉物で、色は薄い緑でキレイです。サラダに入れてアク
セントとして使うのがオススメです。

水菜（減農薬） --- 円 パック(200g) 茨城県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

シャキシャキとした食感が楽しめる水菜です。ぜひ、サラダにどうぞ。

有機水菜 --- 円 パック(150g) 長野県 XXXXX 有機JAS シャキシャキとした食感が楽しめる水菜です。ぜひ、サラダにどうぞ。

有機赤軸水菜 --- 円 パック(150g) 長野県 XXXXX 有機JAS 軸の赤い水菜でサラダの彩りとしてオススメです。シャキシャキとして味もほんの
り甘味があっておいしい！

有機赤からし水菜 --- 円 パック(150g) 長野県 XXXXX 有機JAS 少しピリッとするからし菜です。色が赤-紫なので彩りもきれいで、サラダのアクセ
ントにオススメです。

有機ルッコラ --- 円 パック(80g) 長野県 XXXXX 有機JAS しっかりゴマの風味がしてピリッとした味わいがたまりません。サラダ・パスタにど
うぞ。

セルバチコ（大） --- 円 パック(100g) 静岡県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
お得な大容量パック。ワイルド・ルッコラとも呼ばれ、ルッコラと同じゴマの風味が
しますが、より香りと辛味が強く、野生的な味わいです。

【new】有機コリアンダー（パクチー）
小

--- 円 パック(30g) 千葉県 XXXXX 有機JAS 最近人気のパクチーです。そのままサラダでお使いいただくか、ペーストなどにし
てもおいしいですよ。

【入荷少】コリアンダー（パクチー）
大 --- 円 パック(100g) 静岡県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用

人気のパクチーです。そのままサラダに、炒めものやスープに、味のアクセントに
おすすめです。

パセリ --- 円 パック(30g) 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
付け合わせ、サラダなどにあると便利なパセリ。レタスやキャベツにタップリ加えた
サラダが香り良くおいしいです。

有機イタリアンパセリ --- 円 パック(12g) 千葉県 XXXXX 有機JAS 付け合わせ、サラダなどにあると便利なイタリアンパセリ。香りもいいですよ！

スイートバジル（大）（減農薬） --- 円 パック(100g) 静岡県 XXXXX 減農薬、化学肥料不使
用

お得な大容量パック。香りのよいバジルです！！サラダのアクセント、パスタなど
にオススメです！

【new】有機ミニ白菜（お黄にいり） --- 円 個(600g前後) 千葉県 XXXXX 有機JAS 芯が黄色いミニ白菜です。手頃な大きさで、使いやすいです。味、食感ともにいい
です。サラダもオススメ。

【new】有機キャベツ --- 円 玉(1kg前後) 千葉県 XXXXX 有機JAS 通常サイズのキャベツです。生でも加熱でもどちらでもOK。おいしいです！

コラードケール --- 円 kg 高知県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
ジュースに最適なコラードケール。サラダにするには少し固さがありますが、シー
ザーサラダなど味の濃いサラダでもおいしいです。ナムルにするとおいしいという
レストランさんも。

サラダケール --- 円 パック(100g) 静岡県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
葉先がカールしていて、かさがあるのでサラダの盛りが良くなります。少しかため
ではありますが、ケールの苦みがいい感じであり、サラダがオススメです。栄養満
点で女子注目、レタスにとってかわる！？

有機サニーレタス --- 円 個 山梨県 XXXXX 有機JAS 葉先が紫で柔らかく、食べやすいレタスです。伊藤さんのレタスは抜群に美味しい
です。山梨の高原育ち、ぜひ一度ご賞味を。

有機グリーンリーフレタス --- 円 個 山梨県 XXXXX 有機JAS 結球しないレタスで、歯ごたえ・風味ともにいいです。伊藤さんのレタスは抜群に
美味しいです。山梨の高原育ち、ぜひ一度ご賞味を。

有機フリルレタス（緑） --- 円 個 山梨県 XXXXX 有機JAS 葉先が細かくカールしていて、少し小さ目の結球しないレタスです。伊藤さんのレ
タスは抜群に美味しいです。山梨の高原育ち、ぜひ一度ご賞味を。

有機フリルレタス（赤） --- 円 個 山梨県 XXXXX 有機JAS
葉先が細かくカールしていて、少し小さ目の結球しないレタスです。珍しい赤で
す。伊藤さんのレタスは抜群に美味しいです。山梨の高原育ち、ぜひ一度ご賞味
を。
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有機ロメインレタス（緑） --- 円 個 山梨県 XXXXX 有機JAS
肉厚のレタスでシーザーサラダに使われるレタスです。炒め物でもおいしいです。
歯ごたえGood！！伊藤さんのレタスは抜群に美味しいです。山梨の高原育ち、
ぜひ一度ご賞味を。

有機ブロッコリー --- 円 個 長崎県 XXXXX 有機JAS 風味よくおいしいブロッコリーです。さっとゆがいてサラダがおすすめです。

【new】スティックブロッコリー（減農
薬）

--- 円 パック(150g) 千葉県 XXXXX 減農薬、化学肥料不使
用

風味のよいスティックブロッコリーです。さっと湯がいてサラダや、パスタなどがオ
ススメです。

【終盤】有機長ネギ（むき） --- 円 パック(300g前後
(2-4本)) 千葉県 XXXXX 有機JAS 使いやすいむき長ネギです。すっきりした味わいで、焼いてそのまま食べてもおい

しいです。

長ネギ（減農薬） --- 円 kg 長野県 XXXXX 減農薬、化学肥料不使
用

普通の太さの長ネギです。白い部分が少し短めです。すっきりした味わいで、焼い
てそのまま食べてもおいしいです。

小ネギ（減農薬） --- 円 パック(80g) 千葉県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

土耕栽培の小ネギです。柔らかで風味のよい小ネギです。薬味などにどうぞ。

【new】ニンニクの芽 --- 円 パック(70g) 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
風味抜群のニンニクの芽です！柔らかくて、国産ならではの味わい。炒め物など
がおすすめです！！

【入荷少】インゲン（減農薬） --- 円 パック(80g) 千葉県 XXXXX 減農薬（8割減）、化学肥
料不使用

さっとゆがいて胡麻和えにおすすめです。

【終盤】ソラマメ（減農薬） --- 円 パック(250g) 千葉県 XXXXX 減農薬（7割減）、化学肥
料不使用

ソラマメが出てきました！そのまま焼いて塩で食べると最高です！！

【入荷少】ヤングコーン（減農薬） --- 円 パック(10本) 千葉県 XXXXX 減農薬（2回使用）、化学
肥料不使用

この時期にしか出ないヤングコーン来ました！食感、風味、味のバランスよく、お
いしいです！この機会にぜひ！！

キュウリ（減農薬） --- 円 パック(2本) 千葉県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

ブルームキュウリという白い粉をふいた昔ながらの品種です。皮が薄くて香りのよ
いおいしいキュウリです。

ピーマン（減農薬） --- 円 kg 沖縄県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

ほんのり甘味のあるピーマンでおいしいです。

パプリカ（赤）（減農薬） --- 円 個 沖縄県 XXXXX 減農薬、化学肥料不使
用 肉厚で甘味があっておいしいです。通常サイズで140gくらいです。

有機ズッキーニ --- 円 本 熊本県 XXXXX 有機JAS グリル、浅漬け、スープ、煮込み、サラダなど色々使えて便利です！！

【sale】カボチャ（栗系）（減農薬、減
化学肥料）

--- 円 個(2.2kg前後) 沖縄県 XXXXX 減農薬、減化学肥料
2kgオーバーの大玉を特価でご提供！栗系ですが、この時期はまだ水分は多め
のカボチャになります。

ミニトマト（赤）（減農薬、減化学肥
料） --- 円 パック(150g) 熊本県 XXXXX 減農薬、減化学肥料 丸いミニトマトです。甘味と酸味のバランスがよりミニトマトです。

ミニトマト（赤）（減農薬、減化学肥
料）1kgパック --- 円 パック(1kg) 熊本県 XXXXX 減農薬、減化学肥料 丸いミニトマトです。甘味と酸味のバランスがよりミニトマトです。

有機ショウガ --- 円 kg 長崎県 XXXXX 有機JAS しっかりとした辛味でおいしいショウガです。そのままかじってもおいしいので、薬
味などに最適です。

新玉ねぎ --- 円 kg 長崎県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
スライスしてそのまま醤油とかつおぶし、など生がおすすめ！フレッシュでおいし
いです。

【new】赤玉ねぎ（減農薬） --- 円 kg 兵庫県 XXXXX 減農薬・化学肥料不使用 彩りがいいので、サラダ・ピクルスなど生に近い調理がオススメ！！淡路島産！

【new】ゴボウ --- 円 パック(200g) 群馬県 XXXXX 30年農薬・化学肥料不
使用

ある百貨店のバイヤーが、日本一うまい、と言ったそうです。たしかにうまいです。
生でも食べられます。加熱すると甘味がましてさらにうまいです。

有機ゴボウ2L～3Lサイズ --- 円 kg 北海道 XXXXX 有機JAS 風味・食感・味のバランスのよいゴボウです。キンピラ・グリルなどがオススメで
す！とても柔らかです！

ニンジン --- 円 kg 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用 スッキリした味わいのニンジンで、甘味があっておいしいです。

【new】有機葉付ニンジン --- 円 パック(300g以上
(2-4本)) 千葉県 XXXXX 有機JAS

ニンジン名人の葉付ニンジン！若いニンジンはサラダにおすすめ！葉は細かく刻
んでごま油で炒めたり、かき揚げがおいしいです。また茹でてほうれん草などと合
わせたゴマ和えも旨いです。

有機カブ --- 円 パック(500g前後
(3-5玉)) 山梨県 XXXXX 有機JAS サラダ、浅漬け、煮物、焼き物、スープなどなんにでも使えて便利です！甘味が

あっておいしいです！！葉も炒め物やスープに使えます。

【new】有機あやめ雪カブ --- 円 パック(500g前後
(3-5玉)) 山梨県 XXXXX 有機JAS きめ細かくて甘味があっておいしいです。サラダ、塩もみ、浅漬けなど、色が綺麗

に出る生食に適します。このあやめはオススメです！

【new】大根（葉切洗い）（減農薬、
減化学肥料）

--- 円 本(サイズ普通
(900g以上)) 千葉県 XXXXX 減農薬（5割減）、減化学

肥料（6割減）
おいしい大根です。煮物、おでん、おろし、サラダとなんにでも使えて便利です。

【new】有機大根（小サイズ） --- 円 本(700g以上) 千葉県 XXXXX 有機JAS 長さ20cmほどのやや小ぶりサイズです。美味しい大根です！

【入荷少】ビタミン大根（青大根） --- 円 パック(400g前後) 長野県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
皮も実も緑色の大根です。サラダ、バーニャカウダにオススメ。大根おろしにも色
がきれいです。甘味があり辛味は少なめの品種です。

【new】有機紅くるり大根 --- 円 本(350g以上) 千葉県 XXXXX 有機JAS 皮も実も真っ赤な大根です。みずみずしく柔らかいので、生でサラダやバーニャカ
ウダに。焼いたり蒸したりしても、色は損ないません。

紫大根 --- 円 kg 茨城県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
皮が紫で輪切りにすると中心から放射線状に紫が広がっています。白地に紫がさ
している感じです。酢につけるときれいな赤色になるので、浅漬けやピクルスなど
がオススメです。品種名は紅しぐれです。

紅芯大根　加工用（減農薬） --- 円 kg 千葉県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

中が紅色の大根です。酢に反応すると鮮やかなピンク色に変わるので、ピクルス
や甘酢漬におすすめです。こちらは昨年冬の貯蔵品になるために、皮の部分に
変色があったり、割れなどがあります。皮をむいていただくと中は問題なく使えま
す。

【new】有機ラディッシュ（葉なし） --- 円 パック(5-10株) 長野県 XXXXX 有機JAS
皮がきれいな赤色で、サラダやバーニャカウダの彩りに最適です。味ももちろんい
けてますが、生だと少し辛味を感じるかもしれませんので、塩もみやさっとゆがくな
ど加熱するのがオススメです。
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【new】有機ビーツ（赤） --- 円 パック(250g前後
(1-3個)) 鹿児島県 XXXXX 有機JAS 健康野菜として話題のビーツ。スープやサラダがオススメです。こちらは濃い赤色

になります。

ビーツ（赤）B品 --- 円 kg 鹿児島県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
B品は割れや変形がありますが、味は変わりません。健康野菜として話題のビー
ツ。スープやサラダがオススメです。ジュースにする方も多くなってきましたね。

【終盤】ヤーコン --- 円 パック(300g) 千葉県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
甘味があっておいしいヤーコンです。スライスや細切りにしてサラダや、炒め物・
天ぷらなどもオススメです。

新ジャガイモ（ニシユタカ） --- 円 kg 長崎県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
ニシユタカはやや粘質のシットリ系です。煮崩れしにくいので煮込み料理に向いて
います。

【終盤】有機ジャガイモ（インカのめ
ざめ） --- 円 kg 北海道 XXXXX 有機JAS 中が濃黄色、キメが細かく煮くずれしにくいです。栗やナッツにに例えられる独特

の風味が美味しいですが、栽培が難しく希少なジャガイモです。

有機ジャガイモ（さやあかね） --- 円 kg 北海道 XXXXX 有機JAS 皮は薄い赤色で、中はきれいな黄色です。ポクポクした食感の男爵系のお芋で甘
味、旨味のある美味しい品種です。

【終盤】有機サツマイモ（紅はるか）
B品 --- 円 パック(500g前後

(1-3本入)) 千葉県 XXXXX 有機JAS 甘味の強い紅はるか、ねっとりしていてとてもおいしいです！！

甘夏 --- 円 パック(800g前後
(2-3個)) 愛媛県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用 さわやかな酸味と程よい甘みがあり、おいしいです！サラダなどにもぜひ！！

河内晩柑（減農薬） --- 円 パック(500g前後
(2玉)) 愛媛県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥

料不使用
和製グレープフルーツと言われます。苦みはなく水分たっぷりでジューシー。爽や
かな甘味と香り良く、この季節にピッタリでの柑橘です。【７月半ばまで出荷予定】

【new】レモン（減農薬）B品 --- 円 kg 愛媛県 XXXXX 減農薬（5割減）、化学肥
料不使用

B品は、変形、皮の傷、黒ずみなどありますのでご了承ください。

有機キウイ（ヘイワード） --- 円 パック(220g前後
(2-3個)) 愛媛県 XXXXX 有機JAS 貴重な有機のキウイ！！お尻を押すと少しへこむくらいが食べごろです！！ヘイ

ワードは最も一般的な品種です。

ブラウンマッシュルーム --- 円 パック(100g) 静岡県 XXXXX 農薬・化学肥料不使用
生でも食べられるマッシュルーム。サラダ、バーニャカウダ、アヒージョに。もちろ
ん加熱もオススメです！

えのき --- 円 パック(200g) 長野県 XXXXX 化学合成物質不使用 しゃきしゃきして、うまみもしっかりしています。炒め物などにオススメです。

しめじ（大） --- 円 パック(200g) 長野県 XXXXX 化学合成物質不使用 歯ごたえ、うまみともに抜群。おいしいシメジです。大容量パックでお得です。

しめじ --- 円 パック(100g) 長野県 XXXXX 化学合成物質不使用 歯ごたえ、うまみともに抜群。おいしいシメジです。

アワビタケ --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 化学合成物質不使用
コリコリ食感が鮑に似ていることが名前の由来です。強くて良い香りがしますの
で、濃い味の料理にも合います。

ヒラタケシメジ --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 化学合成物質不使用
昭和の時代は「しめじ」として流通していたヒラタケです。旨味がしっかりしてとに
かく旨味強いです。

ヒラタケシメジ　500gパック --- 円 パック(500g) 千葉県 XXXXX 化学合成物質不使用
昭和の時代は「しめじ」として流通していたヒラタケです。旨味がしっかりしてとに
かく旨味強いです。

エリンギ --- 円 パック(100g) 鳥取県 XXXXX 化学合成物質不使用
しっとり食感と旨味がしっかりしたキノコ。太い軸は調理方法も工夫次第。いろい
ろな料理に使えます。

美女しいたけ --- 円 パック(100g(6-8
枚)) 長野県 XXXXX 化学合成物質不使用

有機JASに準じた栽培をされています。うまみが強く、味と食感ともに抜群です。
「美女」は生産地の地名が由来です。

タマゴ（6個） --- 円 パック(6個) 千葉県 XXXXX 化学合成物質不使用
小倉さんの美味しい卵。母鶏の健康を第一に考え、植物性乳酸菌などを使った独
自配合飼料と、水、光、風通しなど環境にこだわった開放鶏舎で育てています。抗
生物質不使用です。

タマゴ（10個） --- 円 パック(10個) 千葉県 XXXXX 化学合成物質不使用
小倉さんの美味しい卵。母鶏の健康を第一に考え、植物性乳酸菌などを使った独
自配合飼料と、水、光、風通しなど環境にこだわった開放鶏舎で育てています。抗
生物質不使用です。

有機煎り落花生 --- 円 パック(100g) 千葉県 XXXXX 有機JAS
【2022年産豆】栽培から煎り作業まで一貫して、全て自社で丁寧に作っています。
風味を壊さない為に、無洗浄で煎っています。コクと甘味のある美味しい落花生
です。


