
黒く大きな粒が特徴の巨峰にはブドウ糖が含まれています。冷凍すればシャリシャリとした
シャーベット感覚を楽しめます。  巨峰 
〈保管方法〉乾燥しないよう保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 
 冷凍する場合は枝を2mm程度残して1粒づつ分けて、保存袋に入れて冷凍庫で保存。 

※お届け内容は天候・その他事情などにより、変更する場合がございます。 
※野菜の保存方法は一例です。お住まいの地域や室温などによって変化する場合がございます。 

主役食材 巨峰 

※9月10日お届け 

トマトは加熱すると、甘みや旨みが増します。トマトに含まれるビタミンCは減少するもの
の、リコピンは加熱することで細胞壁が壊れ、油に溶けやすい性質もあり、吸収率がアップ
します。 トマト 

〈保管方法〉ラップをするか保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 

玉ねぎの辛みの原因である硫化アリルは加熱することで、別の物質になるため辛みが抑えら
れます。水分も蒸発するため甘み成分が凝縮し甘みが強くなります。 玉ねぎ 

〈保管方法〉新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存。 

人参にはカロテンが豊富に含まれています。カロテンは油と一緒にとると吸収されやすく
なるので油で炒めるのがおすすめです。 人参 
〈保管方法〉新聞紙に包んで保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で立てて保存。 

キャベツにはビタミンU、C、カルシウムがなどが含まれています、サラダやスープ、炒め
物など幅広く使える万能な野菜です。 

キャベツ 

きゅうりの90%以上は水分で、ビタミンＣやカリウムが含まれています。きゅうりは塩、
味噌、醤油、酢などの調味料との相性がよく、サラダや漬け物、酢の物などいろいろな味
が楽しめます。 

きゅうり 

ぶなしめじは食物繊維を多く含む食材です。うま味成分のアミノ酸も多く、煮物、炊き込み
ご飯、汁物、炒め物など幅広く取り入れやすい食材です。 ぶなしめじ 
〈保管方法〉パックのままで冷蔵庫の野菜室で保存。冷凍する場合はほぐして保存袋に 
 入れて冷凍保存。 

レタスは90％以上が水分で構成されている低カロリーの野菜です。サラダ以外にもスープや
チャーハン、パスタなどにも合います。 レタス 

〈保管方法〉湿らせたキッチンペーパーに包んで冷蔵庫の野菜室で保存。 

ほうれん草にはアクの成分となるシュウ酸が含まれており、えぐみの原因となります。シュ
ウ酸は水溶性なので、たっぷりの熱湯で短時間ゆでて、水につけて一気に冷やすとえぐみを
減らすことができます。 ほうれん草 

〈保管方法〉軽く湿らせた新聞紙に包んで保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存 

〈保管方法〉水気をふきとり保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 

〈保管方法〉芯を取り除き湿らせたペーパータオルを詰めて、保存袋に入れて冷蔵庫の 
 野菜室で保存。 

黒い皮と大きい粒が特
徴の巨峰は、その見た
目と甘さから「ブドウ
の王様」とも呼ばれて
います。 
あふれる果汁と、甘み
の中にほんのり酸味を
感じる果肉をぜひ堪能
してください！！ 



作り方 

※レシピの一部の野菜についてはご準備いただくものが含まれます。 

材料（2～4人前） 

作り方 
①きゅうりはへたを取り、斜めに輪切りにする。 
 キャベツは芯を取り除き、一口サイズに 
 乱切りにする。 
②きゅうりとキャベツに塩をふり、もみこんで 
 水気を切る。 
③Aを混ぜて②にからめる。 
④器に盛り付け唐辛子をまぶす。 
 

きゅうりとキャベツの
ナムル 

・きゅうり    1本 
・キャベツ    1/4玉 
・塩       小さじ1/4 
・ごま油     小さじ2 
・中華スープの素 小さじ1/4  A 
・こしょう    適量 
・輪切り唐辛子  お好みで 

冷凍ぶどう 

・巨峰 お好きな量 

①巨峰を房から枝を2mm程度残して切り離す。 
②保存容器に入れ冷凍庫で凍らせる。 
 
※召し上がる際に枝を取り除き水洗いしてください。 

材料 
材料（2人前） 

作り方 

・トマト     2個 
・玉ねぎ     1個 
・なす      1本 
・ズッキーニ   1本 
・パプリカ    1/２個 
・にんにく    1片 
・オリーブオイル 大さじ１  
・ローリエ    1枚 
・塩       少々   

ラタトゥイユ 

①玉ねぎは皮をむき、粗みじんに切る。 
②にんにくはみじん切りにする。 
③トマト、なす、ズッキーニ、パプリカは 
 一口大に切る。 
 ※なすは水にさらしてアクを抜く。 
④鍋にオリーブオイルを引き、②のにんにくの 
 みじん切りを入れて弱火にかける。 
⑤香りがしてきたら、玉ねぎ、トマト、なす、 
 ズッキーニ、パプリカの順に野菜を入れ、 
 ローリエ、塩を加え蓋をして煮込む。 
※ゆっくりと弱火で煮込むことで、野菜のうま味 
 を引き出します。 

材料（2人前） 

作り方 

ほうれん草のお浸し 

・ほうれん草  200g（1束） 
・塩     小さじ1 
・だし汁   50cc 
・しょうゆ  大さじ1 
・かつおぶし 適量  

①ほうれん草は水で洗い、根元を切る。 
②お湯を沸かし、塩を入れ、ほうれん草を 
 1～2分茹でる。 
③ほうれん草をザルにあけ、水で冷ます。 
④しっかりと水気を切り、4cm幅に切る。 
⑤器に盛り付け、だし汁としょうゆをかけ、 
 お好みでかつおぶしをかける。 



黒く大きな粒が特徴の巨峰にはブドウ糖が含まれています。冷凍すればシャリシャリとした
シャーベット感覚を楽しめます。  巨峰 
〈保管方法〉乾燥しないよう保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 
 冷凍する場合は枝を2mm程度残して1粒づつ分けて、保存袋に入れて冷凍庫で保存。 

※お届け内容は天候・その他事情などにより、変更する場合がございます。 
※野菜の保存方法は一例です。お住まいの地域や室温などによって変化する場合がございます。 

主役食材 巨峰 

※9月17日お届け 

えのきに生えてきたことからその名がつけられたえのきたけ。中に空洞があるためシャキ
シャキとした食感が楽しめます。 えのきたけ 
〈保管方法〉乾燥しないよう保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 

穴の開いた独特な見た目が特徴のレンコン。切った直後に酢水につけることでアクが抜け、
変色を防ぐことができます。 レンコン 

〈保管方法〉湿らせたキッチンペーパーに包んで保存袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で保存。  

赤玉ねぎは黄玉ねぎに比べて辛みが少ないのが特徴です。赤紫色は保存フェノールによる
もので、お酢など酸を加えると鮮やかに発色します。 赤玉ねぎ 
〈保管方法〉新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存。 

じゃがいもは炭水化物の多い食材として知られていますが、ビタミンCも多いのが特徴です。
じゃがいものビタミンCはでんぷんに守られているため加熱しても失われにくいのも特徴で
す。 

じゃがいも 

ふじの突然変異によって生まれた品種で、ふじより早く収穫できることから、その名がつ
けられました。ふじの旬より早くふじの風味を楽しむことができます。 早生ふじ 

レタスは90％以上が水分で構成されている低カロリーの野菜です。サラダ以外にもスープ
やチャーハン、パスタなどにも合います。 レタス 
〈保管方法〉湿らせたキッチンペーパーに包んで冷蔵庫の野菜室で保存。 

ピーマンにはカロテンが含まれております。カロテンは油との相性がよいので、炒め物や揚
げ物がおすすめです。 ピーマン 

〈保管方法〉新聞紙に包んで保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。 

豆苗は、ビタミンC、E、B群、ミネラルなども豊富で、栄養価の高い野菜です。強火でサッ
と火を通せば、シャキシャキとした食感が残ります。 豆苗 
〈保管方法〉パックのまま立てて冷蔵庫の野菜室で保存。  

〈保管方法〉風通しのよい冷暗所で保存。  

〈〈保管方法〉新聞紙や紙袋で包んで風通しのよい冷暗所で保存。 

黒い皮と大きい粒が特
徴の巨峰は、その見た
目と甘さから「ブドウ
の王様」とも呼ばれて
います。 
あふれる果汁と、甘み
の中にほんのり酸味を
感じる果肉をぜひ堪能
してください！！ 



※レシピの一部の野菜についてはご準備いただくものが含まれます。 

材料（2人前） 

作り方 

レンコンのきんぴら 

①レンコンは皮をむいて薄い輪切りにし、 
 酢水にさらす。 
 人参は皮をむいて細切りにする。 
②フライパンに油を熱して①のレンコンと 
 人参を炒める。 
③レンコンに火が通ったらAを加えてからめる。 
④器に盛り付けごまと唐辛子をまぶす。 

・レンコン   200g 
・人参     20g 
・酢     適量 
・油      大さじ1 
・しょうゆ   大さじ2  
・酒      大さじ1  A 
・みりん    大さじ1 
・砂糖     大さじ1 
・白ごま    適量 
・輪切り唐辛子 お好みで 

材料（2人前） 

作り方 

大根と豆苗のマヨサラダ 

・大根     100g 
・豆苗     100g(1パック) 
・マヨネーズ  大さじ3 
・粒マスタード 小さじ2  A 
・はちみつ   小さじ1 
・塩こしょう  適量 

①大根は皮をむき千切りにし、水にさらし 
 水気を切る。 
②豆苗は根元を切って洗い3センチ目安に切る。 
③Aをよく混ぜ合わせ、大根と豆苗とからめたら 
 器に盛り付ける。 

作り方 

冷凍ぶどう 

・巨峰 お好きな量 

①巨峰を房から枝を2mm程度残して切り離す。 
②保存容器に入れ冷凍庫で凍らせる。 
 
※召し上がる際に枝を取り除き水洗いしてください。 

材料 

作り方 

ポテトサラダ 

①じゃがいもはよく洗い、皮付きのまま鍋に入れ、 
 かぶるくらいの水を注ぎ、中火にかける。 
②茹でたじゃがいもは熱いうちに皮をむき、 
 マッシャーや木べらでほどよくつぶす。 
③玉ねぎ、人参、きゅうりはそれぞれ薄切りに 
 し 人参は軽く電子レンジで加熱し、 
 きゅうりは塩もみする。 
④ボウルに全ての具材を入れ、混ぜ合わせる。 

・じゃがいも    2個 
・玉ねぎスライス  40g 
・きゅうり塩もみ  40g  
・人参       20g 
・マヨネーズ    65g 
・塩こしょう    適量 
・オニオンチップ  お好みで 

材料（2人前） 



満月のように丸い実が特徴のあきづき。シャリシャリとした食感は石細胞によるもので、
和梨は洋梨に比べこの食感が強いです。あきづき
〈保管方法〉新聞紙で包んでポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。

※お届け内容は天候・その他事情などにより、変更する場合がございます。
※野菜の保存方法は一例です。お住まいの地域や室温などによって変化する場合がございます。

主役食材 あきづき

※9月24日お届け

じゃがいもはビタミンCが多く、でんぷんに保護されているため加熱しても減りにくい特徴
があります。ビタミンCはたんぱく質と相性が良いので、肉・魚と一緒に食べるのもおすす
めです。じゃがいも
〈保管方法〉新聞紙や紙袋で包んで風通しのよい冷暗所で保存。

人参にはカロテンが豊富に含まれています。カロテンは油と一緒にとると吸収されやすくな
るので油で炒めるのがおすすめです。人参
〈保管方法〉新聞紙に包んでポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で立てて保存。

薬味や炒め物、煮物などまさに万能に使える博多万能ねぎ。カロテン、ビタミンE、C、K
などさまざまな栄養素が含まれています。博多万能ねぎ
〈保管方法〉軽く湿らせた新聞紙に包んで、ポリ袋に入れて冷蔵庫で立てて保存。

大根は90％以上が水分で構成される低カロリーな野菜です。大根に含まれるビタミンCや
葉酸は水に溶けやすいので、サラダやスープで汁ごと食べるのがおすすめです。大根

つぼみを食べるブロッコリー。実はキャベツや大根などと同じアブラナ科の野菜です。
和洋中色々な味付けに合うので幅広く使えます。ブロッコリー

生の舞茸には、たんぱく質分解酵素が含まれています。刻んだ舞茸を生のお肉にからめて
少し時間を置くと、お肉が柔らかくなります。舞茸
〈保管方法〉パックのままで冷蔵庫の野菜室で保存。冷凍する場合はほぐして保存袋に
入れて冷凍保存。

炒め物やスープ、揚げ物、鍋など幅広く使えるエリンギ。ビタミンD、B1、B2、食物繊維
などさまざまな栄養素が含まれています。エリンギ
〈保管方法〉ラップに包んで冷蔵庫の野菜室で保存

小松菜は、ビタミン類・ミネラルが豊富で栄養価の高い緑黄色野菜です。生食でサラダ・フ
ルーツと一緒にスムージー、定番のお浸しなど幅広く使えます。小松菜
〈保管方法〉軽く湿らせた新聞紙に包んで、ポリ袋に入れて冷蔵庫で立てて保存。

〈保管方法〉保存袋に入れて冷蔵室かチルド室で保存。

〈保管方法〉ラップに包んで冷蔵庫の野菜室で立てて保存。

秋に収穫され満月のよう
に丸いことからその名が
付いたあきづき。
幸水と豊水、新高を掛け
合わせて作られた品種で、
緻密でみずみずしい果肉
が特徴です。
糖度は豊水と同じ程度で
すが酸味が弱いため、甘
みを強く感じやすいです。



※レシピの一部の野菜についてはご準備いただくものが含まれます。

材料（2人前）

作り方

材料（2人前）

作り方

大根と豆苗のマヨサラダ

・大根 100g
・豆苗 100g(1パック)
・マヨネーズ 大さじ3
・粒マスタード 小さじ2 A
・はちみつ 小さじ1
・塩こしょう 適量

①大根は皮をむき千切りにし、水にさらし
水気を切る。

②豆苗は根元を切って洗い3cm目安に切る。
③Aをよく混ぜ合わせ、大根と豆苗とからめたら
器に盛り付ける。

作り方

梨のジャム

・梨 1個
・砂糖 梨の重量の20％
・レモン汁 小さじ1

①梨は皮をむき、種を取り除いて荒いみじん
切りにする。

②鍋に①の梨と砂糖とレモン汁小さじ1を入れ
煮詰める。

材料

作り方

ポテトサラダ

①じゃがいもはよく洗い、皮付きのまま鍋に入れ、
かぶるくらいの水を注ぎ、中火にかける。

②茹でたじゃがいもは熱いうちに皮をむき、
マッシャーや木べらでほどよくつぶす。

③玉ねぎ、人参、きゅうりはそれぞれ薄切りに
し 人参は軽く電子レンジで加熱し、
きゅうりは塩もみする。

④ボウルに全ての具材を入れ、混ぜ合わせる。

・じゃがいも 2個
・玉ねぎスライス 40g
・きゅうり 40g
・人参 20g
・マヨネーズ 65g
・塩こしょう 適量
・オニオンチップ お好みで

材料（2人前）

小松菜のお浸し

・小松菜 200g（1束）
・塩 小さじ1
・だし汁 50cc
・しょうゆ 大さじ1
・かつおぶし 適量

①小松菜は水で洗い、根元を切る。
②お湯を沸かし、塩を入れ小松菜を1～2分
茹でる。

③小松菜をザルにあけ、水で冷ます。
④しっかりと水気を切り、4cm幅に切る。
⑤器に盛り付け、だし汁としょうゆをかけ、
お好みでかつおぶしをかける。



満月のように丸い実が特徴のあきづき。シャリシャリとした食感は石細胞によるもので、
和梨は洋梨に比べこの食感が強いです。あきづき
〈保管方法〉新聞紙で包んでポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。

※お届け内容は天候・その他事情などにより、変更する場合がございます。
※野菜の保存方法は一例です。お住まいの地域や室温などによって変化する場合がございます。

主役食材 あきづき

※10月1日お届け

秋の味覚のさつまいもには分解酵素のアミラーゼが含まれています。じっくりと時間をかけ
て焼き上げるとでんぷんが分解されて甘みが増します。さつまいも
〈保管方法〉新聞紙や紙袋で包んで風通しのよい冷暗所で保存。

玉ねぎは加熱すると辛さがやわらぎます。玉ねぎを切る際に涙が出るのを抑えるにはよく冷
やし、包丁や玉ねぎの切り口を水でよく濡らして切るのがおすすめです。玉ねぎ
〈保管方法〉新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存。

じゃがいもは炭水化物の多い食材として知られていますが、ビタミンCも多いのが特徴です。
じゃがいものビタミンCはでんぷんに守られているため加熱しても失われにくいのも特徴で
す。じゃがいも
〈保管方法〉新聞紙や紙袋で包んで風通しのよい冷暗所で保存。

キャベツにはビタミンU、Cなどが含まれています。サラダやスープ、炒め物など幅広く使
える万能な野菜です。キャベツ

トマトは加熱すると、甘みや旨みが増します。トマトに含まれるビタミンCは減少するもの
の、リコピンは加熱することで細胞壁が壊れ、油に溶けやすい性質もあり、吸収率がアッ
プします。トマト

えのきに生えてきたことからその名がつけられたえのきたけ。中に空洞があるためシャキ
シャキとした食感が楽しめます。えのきたけ
〈保管方法 〉 乾燥しないよう保存袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。

なすのヘタにはとげがついており、新鮮なものほどとがっています。皮にはポリフェノール
のナスニンが含まれているので、皮ごと食べるのがおすすめです。なす
〈保管方法〉冷気と乾燥に弱いため新聞紙に包んで、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。

水菜にはカリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄などさまざまなミネラルが含まれていま
す。サラダや蒸し物、汁物と幅広く使えます。水菜
〈保管方法〉軽く湿らせた新聞紙に包んでポリ袋に入れて、冷蔵庫の野菜室で立てて保存。

〈保管方法〉ラップに包むかポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存。

〈保管方法〉芯を取り除き湿らせたペーパータオルを詰めて、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜
室で保存。

秋に収穫され満月のよう
に丸いことからその名が
付いたあきづき。
幸水と豊水、新高を掛け
合わせて作られた品種で、
緻密でみずみずしい果肉
が特徴です。
糖度は豊水と同じ程度で
すが酸味が弱いため、甘
みを強く感じやすいです。



※レシピの一部の野菜についてはご準備いただくものが含まれます。

材料（2人前）

作り方

材料（2～4人前）

作り方

作り方

材料

作り方

材料（2人前）

梨のジャム

・梨 1個
・砂糖 梨の重量の20％
・レモン汁 小さじ1

①梨は皮をむき、種を取り除いて荒いみじん
切りにする。

②鍋に①の梨と砂糖とレモン汁小さじ1を入れ
煮詰める。

①きゅうりはへたを取り、斜めに輪切りにする。
キャベツは芯を取り除き、一口サイズに
乱切りにする。

②きゅうりとキャベツに塩をふり、もみ込んで
水気を切る。

③Aを混ぜて②にからめる。
④器に盛り付け唐辛子をまぶす。

きゅうりとキャベツの
ナムル

・きゅうり 1本
・キャベツ 1/4玉
・塩 小さじ1/4
・ごま油 小さじ2
・中華スープの素 小さじ1/4 A
・こしょう 適量
・輪切り唐辛子 お好みで

・トマト 2個
・玉ねぎ 1個
・なす 1本
・ズッキーニ 1本
・パプリカ 1/２個
・にんにく 1片
・オリーブオイル 大さじ１
・ローリエ 1枚
・塩 少々

ラタトゥイユ

①玉ねぎは皮をむき、粗みじんに切る。
②にんにくはみじん切りにする。
③トマト、なす、ズッキーニ、パプリカは
一口大に切る。
※なすは水にさらしてアクを抜く。

④鍋にオリーブオイルを引き、②のにんにくの
みじん切りを入れて弱火にかける。

⑤香りがしてきたら、玉ねぎ、トマト、なす、
ズッキーニ、パプリカの順に野菜を入れ、
ローリエ、塩を加え蓋をして煮込む。

※ゆっくりと弱火で煮込むことで、野菜のうま味
を引き出します。

なすの揚げ浸し

・なす 2本
・油 適量
・だし汁 150cc
・しょうゆ 大さじ1
・大根おろし お好みで
・おろししょうが お好みで

①なすは水で洗いへたを取り除き、縦半分に切り
斜めに切り込みを入れる。

②鍋になすが浸るくらいの量の油を入れ加熱する。
③鍋になすの皮を下にして入れ、皮の色が変わっ
たら裏返し、さらに1分揚げ、油を切る。

④だし汁としょうゆを合わせ、③のなすを10分
ほど浸す。

⑤器に盛り付け、お好みで大根おろしとおろし
しょうがを添える。
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