
タッパーフードは一般量販店では手に入りにくい高品質な食品や、栄養価の高い食品をご提供します。

タッパーウェア製品と同様に、豊かな生活を応援するために、すべての品質にこだわりぬいています。

原材料の選別から加工方法、封入方法、そして皆さまのお手元まで、安全管理を徹底してお届けいたします。

每日続ける、カラダへのやさしさ。
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有機食品のJAS規格に適合した生産が行われている

ことを登録認証機関が検査し、その結果、認証された

事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

有機JASマーク

食
品
／
調
味
料
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生産者の顔が見える
オリーブだけを搾った、
エクストラバージンオイル。

スペインの山岳エリアで有機栽培
されたオリーブ「コルニカブラ」品
種を収穫後12時間以内に丁寧に
搾りました。オリーブ特有の苦み
がありながらもフルーティーな味
わいで、そのままでも美味しく召し
上がれます。

こだわりの品質

458ｇ
原材料名：有機食用オリーブ油

¥3,304

メンバー価格¥2,808

1975

オーガニック 
オリーブオイル

3500年前から食されてきた、
低GI値の自然由来甘味料。

メキシコ合衆国「テキーラ村」で栽培
された「リュウゼツラン科アガベ属ブ
ルーアガベ」を原料とした自然由来の
甘味料です。およそ5年の歳月をかけ
て有機栽培されたブルーアガベは、
手作業で収穫されるため収穫量が少
なく、非常に貴重です。低GI値（GI値：
21）ながら甘みは砂糖の1.3倍あり、
水に溶けやすく熱に強いので、コーヒー
やお菓子作りの砂糖代わり、調味料と
してもお使いいただけます。

こだわりの品質

420ｇ
原材料名：有機ブルーアガベ

¥4,320

メンバー価格¥3,672

1950

ブルーアガベ・
オーガニックシロップ
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厳選した胡麻の風味を最大限に
引き出した、上品な香りの胡麻油。

170ｇ
原材料名：食用ごま油

¥1,317

メンバー価格¥1,119

1951

金口胡麻油
きんくちごまあぶら

軽く煎る焙煎方法で、上品な香りを引き
出した胡麻を丁寧に搾り、胡麻油にし
ました。昔ながらの「圧搾法」でろ過を繰
り返し、1カ月近くかけてじっくり抽出。
熱安定性が高く、酸化しにくいため、加
熱せずに生で食すことで、まろやかな味
わいを一層お楽しみいただけます。

こだわりの品質

国産の有機米、有機玄米を使用し、
製法にもこだわった有機米酢。

500㎖
原材料名：有機米、有機玄米

¥1,987

メンバー価格¥1,689

9579

有機米酢

国産の有機米、有機玄米のお酢をブレンドした
有機米酢。麹、酒から手造りし、独自の循環製法と
昔ながらの静置発酵法で手間暇かけて発酵させ
たこだわりのお酢です。酸味の強いピクルスもま
ろやかな味になり、家族みんなが好きな一品に。

こだわりの品質

希少な国産有機小麦と国産有機
丸大豆を使用。全国に100軒ほど
しか残っていないと言われる、昔な
がらの木桶仕込み蔵で、仕込みま
した。香りと旨みが際立つ上品な
味わいをお楽しみください。

こだわりの品質

厳選された国産有機素材のみを使い、
昔ながらの製法で仕込んだ、有機醤油。

380㎖
原材料名：有機大豆（遺伝子組換えでな
い）、有機小麦、食塩

¥2,311

メンバー価格¥1,964

1972

こだわり有機醤油

お得なおまとめセットはP98をご覧ください。

食
品
／
調
味
料

69



※ 写真はイメージです。

一粒ひと粒に旨みと
栄養を閉じ込めた、
ふっくら雑穀米。

450ｇ（15ｇ×30袋）
原材料名：もち玄米、胚芽押麦、
はだか麦、丸麦、もち麦、黒大豆
（黒千石75％、黒豆25％）、米粒
麦、もち黒米、発芽玄米、もち赤
米、黄大豆、小豆、もちきび、ハト
麦、もちあわ、ひえ、とうもろこし
※目安量：白米1～2合に1袋

¥3,456

メンバー価格¥2,938

1974

十八穀勢
じゅうはっこくせい

国内の契約農家で栽培された雑穀は、味わいも栄養価の高さも
厳選した、こだわりの品質。胚芽部分に含まれる豊富な栄養素を
多種摂れるよう試行錯誤を重ね、18種類それぞれの旨みと栄養価
を最大限に引き出す、ベストなバランスを追求しました。水溶性食
物繊維を豊富に含む麦類も配合。美味しい食習慣で、健康な毎日
を心がけたい方におすすめです。

こだわりの品質

素材の旨みを凝縮した
無添加の
国産野菜だし。

こだわりの品質

玉ねぎ・にんじん・にんにく・
キャベツ・セロリ、隠し味に
椎茸を加えた国産野菜だし
です。スープはもちろん、お
肉の下味や、パスタやピラ
フの味付けにも。

240ｇ（8ｇ×30袋）
原材料名：[かつお節、真昆布、煮
干しエキスパウダー（イワシ）、か
つお本枯節]、澱粉分解物、酵母
エキス、粉末醤油（小麦・大豆を
含む）、発酵調味料、食塩
※目安量:400㎖に1袋
※11月～6月末頃のみの販売とな
　ります。（気候などの状況により
　変動します）

¥5,011

メンバー価格¥4,259

9578

極だし

厳選素材を
オリジナルブレンドした、
便利なだしパック。

こだわりの品質

本枯節・真昆布・かつお節・
いわしの4種の厳選素材を
絶妙にブレンド。お鍋やお
吸い物も簡単に作ることが
でき、ご家庭で本格だし料
理を楽しめます。

192ｇ（8ｇ×24袋）
原材料名：野菜チップ[玉ねぎ（国
内製造）、にんじん、にんにく]、酵母
エキス、澱粉分解物、食塩、野菜
エキスパウダー[キャベツ、セロリ]、
椎茸
※目安量:400㎖に1袋

¥5,011

メンバー価格¥4,259

9597

極野菜だし

NEW

使いやすい
個包装

米粒麦

とうもろこし

もちきび小豆

黒豆 もち黒米 発芽玄米

もち赤米 黄大豆 ハト麦

もちあわ ひえ

もち玄米 はだか麦胚芽押麦 丸麦 もち麦

黒千石
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海の恵みから生まれた、
塩カドのないまろやかな天然塩。

沖縄の海水を時間を
かけてじっくり煮詰
め、焼成し、さらさらに
仕上げた海水塩焼塩
に紅麹を配合したオリ
ジナルの塩です。

こだわりの品質

1㎏
原材料名：食塩、米麹（紅麹）

¥3,520

メンバー価格¥2,992

1971

紅麹塩1㎏

200ｇ
原材料名：食塩、米麹（紅麹）

¥820

メンバー価格¥697

1970

紅麹塩200ｇ

紅麹米の
豊富な栄養素を、
いつでも手軽に。

15.4ｇ（249㎎×62粒）
原材料名：米紅麹、難消化性
デキストリン、ゼラチン
※目安量：1日2粒

¥9,115

メンバー価格¥7,748

1960

紅麹米カプセル

モナコリンK、ビタミン類、ミネラル、アミノ酸のGABA
などを含んだ紅麹米を、カプセルにしました。

こだわりの品質

白米に混ぜて炊くだけ。
健康を気遣う方に、
取り入れてほしい
食習慣。

「紅麹」とは、みそや醤油、酒などの醸造食品を作る際に用い
られる麹の一種です。古代から健康食として、特に中国では
1000年以上前から珍重されてきました。モナコリンＫやビタミ
ン類、ミネラル、アミノ酸の一種であるGABAなどを含んでいま
す。脂質の摂り過ぎが気になる方や、栄養が偏りがちな方、運
動不足の方などにおすすめします。

こだわりの品質

600ｇ
原材料名：国産米、紅麹菌
※目安量：お米1合あたり大さじ
1～2杯（約10～20ｇ）を混ぜて
炊飯

¥12,009

メンバー価格¥10,208

1976

紅麹米（600ｇ）

お得なおまとめセットはP98をご覧ください。
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+6 +3 +6

+3

+3 +3 +5

+12

+3

+5 +5

76392

ブルーアガベ・
オーガニックシロップ（3）

76390

有機米酢（6）
76307

金口胡麻油（12）

タッパーフードおまとめおまとめ
セット

76394

紅麹塩200g（3）
76339

紅麹米カプセル（5）
76305

紅麹米（600g）（3）
76306

紅麹塩1kg（3）

※11月～6月末頃のみの販売となります。

5%
OFF¥9,936

メンバー価格  ¥8,446

¥10,560→ 5%
OFF¥2,332

メンバー価格  ¥1,982

¥2,460→16%
OFF¥29,916

メンバー価格  ¥25,429

¥36,027→ 20%
OFF¥36,288

メンバー価格  ¥30,845

¥45,575→

76237

オーガニック 
オリーブオイル（6）

16%
OFF¥16,524

+6

メンバー価格  ¥14,045

¥19,824→ 5%
OFF¥12,204

メンバー価格  ¥10,373

¥12,960→ 5%
OFF¥11,232

メンバー価格  ¥9,547

¥11,922→

5%
OFF¥13,068

メンバー価格  ¥11,108

¥13,866→ 5%
OFF¥23,652

メンバー価格  ¥20,104

¥25,055→ 5%
OFF¥23,652

メンバー価格  ¥20,104

¥25,055→

76234

極だし（5）
76391

こだわり有機醤油（6）
76236

極野菜だし（5）
76393

十八穀勢（3）

9%
OFF¥9,396

メンバー価格  ¥7,987

¥10,368→

10%
OFF¥14,083

メンバー価格  ¥11,971

¥15,804→

NEW
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