
水 分 62.6％
タンパク質 16.4％
脂 質 15.3％
ミネラル 5.7％
糖 質 1％未満

わたしたちのからだ
成人の体（体重60kgの場合）



キノコハウスは、

無添加・無農薬・減農薬・国産・主に西会津産にこだわり
食品づくりをしています。

どの食品も、
我が家の家族たちが、食べています。
最初は、
親たちのために、
夫のために、
子供たちや孫たちのために作りました。
世界中の皆様にもお裾分けしたいです。
安心して、お召し上がりいただけます。

キノコハウス 代表 佐藤昭子

お詫び：ご注文方法がいろいろでご不便をおかけしてすみません。

電話・FAXにてのご注文・お問合せも承ります

0241 - 4 9 - 2 614



無添加 西会津産
減農薬コシヒカリ使用

常用にも 非常用にも

みんなのおかゆ
被災地の赤ちゃん・高齢者・病気の方におかゆの缶詰を届けたい

販売価格（税込）

500 円
売上の一部を救済物資活動に
使用させていただきます

おかゆ缶詰１個

＊商品ご希望の方は、お問い合わせに「みんなのおかゆ希望」とご記入
いただきメールをお願いします。電話・FAXにてのお問合せも承ります。

こだわりの商品のページ みんなのおかゆ



販売価格（税込）
2,700 円

おかゆ缶詰 5個セット

無添加 西会津産
減農薬コシヒカリ使用

常用にも 非常用にも

ご注文はこちら キノコハウスヤフーショップから

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokohouse2020/k-
001.html?sc_i=shp_pc_store-item_rcmitem#

こだわりの商品のページ みんなのおかゆ



【米と水のプロジェクト】

平成２３年３月１１日 東日本大震災後、被災地の方々が、食事で苦労されているため
おかゆの缶詰をつくってお届けしました。

皆様のご支援で、１０,０００個のおかゆの缶詰を届けることができました。このプロ
ジェクトは、キノコハウスのＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）として、続けてい
きたいです。

来このプロジェクトの目的は以下でした。（平成２３年２月２０日記述）
「私のふるさとは大都会の東京。自分のふるさとの何か役に立ちたいなあ。もしも

大都会に災害が起こって、食糧がなくなったら・・・。私は身近に「米と水」がある。そん
なことを真剣に考えるようになりました。そして、災害時に役に立つように、「おかゆ
の缶詰」をつくろうと思いました。そして、うちの最高のお米で、何回も何回も試作し
て、お米と水のバランスが一番美味しいものに決定しました。賞味期限は３年ですか
ら、非常用にもなります。缶は缶切りのいらないプルトップのスタイルにしました。常用
にも、非常用にもなるように皆様にお届けしたいと思います。もしものときのために、
ご家族（とくに災害時の炊き出しが不向きな赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭）の食
糧を、どうか、備蓄しておいてください。赤ちゃんやお年寄りには「かんぱん」のよう
なものは、やさしくないように思います。お米も非常時には、電気もガスも水道もな
ければ、食べることができないと思いますから、やはり缶詰がいいと考えます。

「備えあれば憂いなし」ですね。

平成２３年２月２１日福島県にしあいづ道の駅「よりっせ」で「おかゆの缶詰」を販売
開始しました。

非常時の、自分の家族の食糧は、自分達で確保しておきませんか。さらに、お隣さん
や地域住民の方々の食糧も確保しておいてくださる方はいませんか？もしものとき
のための食糧を、私は、地域のお寺さんに備蓄していただきたいと考えています。
この「米と水のプロジェクト」に賛同していただける方がおいででしたらご連絡くだ
さい。 「みんなのおかゆ」が非常用ではなく、常用として役立つことを心から願っ
ています。

キノコハウス 代表 佐藤昭子

写真：使用後の空き缶をロウソクの燭台に

こだわりの商品のページ みんなのおかゆ



春の予感とともに伏流水を吸い上げる
楓の樹液をいただきました

大自然の恵みをお楽しみください

甘さ控えめ 後味スッキリ

メープルサイダー休業宣言
限定販売1440本

送料無料

国産イタヤカエデ樹液使用

メープルサイダー95ml
通常販売価格 （税込）

1本 300 円
20本 6,000 円
48本 14,400 円

賞味期限2022年11月11日

＊商品ご希望の方は、
お問い合わせに「メープルサイダー希望」
とご記入いただきメールをお願いします
電話・FAXにてのお問合せも承ります

こだわりの商品のページ メープルサイダー



国産イタヤカエデ樹液・無添加

メープルサップ
通常販売価格（税込）

300ml 1本
2,700円

500ml  1本
4,500円

賞味期限2023年3月31日

＊商品ご希望の方は、
お問い合わせに「メープルサップ希望」

とご記入いただきメールをお願いします。
電話・FAXにてのお問合せも承ります。

限定販売 各50本

こだわりの商品のページ メープルサップ

メープルサップ（イタヤカエデ樹液）は大自然の恵み
カリウム・カルシウム・マグネシウム・マンガン
など天然のミネラル・ビタミンが豊富＆低カロリー



こだわりの商品のページ メープルサップ

メープルサップ栄養成分表示比較表



椎茸野草茶
2g×15包入り

こだわりの商品のページ 椎茸野草茶

通常販売価格（税込）
2,160 円

ご注文はこちら 「ふくふくマルシェ」にて好評販売中
注：こちらのサイトは送料税込みのお値段になっています

https://0030.shop-pro.jp/?pid=165711967

国産原材料使用・無添加

生分解性フィルター使用ティーパック



【お客様からの声】

● 血圧が200あったのですが、毎日煮だして（電気ポット使用）飲んで2ケ月。120まで下がりました。ありがとう
ございました。 （50代男性より）

● 主人の血糖値が200でした。前の晩にやかんの水に1包入れておき、翌朝、そのやかんを沸騰させ、15分弱火
煮だして、毎日飲んで6ケ月後に、90になりました。 （40代男性の奥様より）

● 血圧160でした。毎日、携帯ボトルに1包入れ、熱湯を入れて持参し、2週間飲んでいたら140になりました。薬
を飲みたくなかったので助かりました。 （40代男性より）

● 子供に、毎日飲ませています。おかげさまで、免疫力がついているのか、風邪をひかないです。家族みんな
で飲んでいます。 （30代女性より）

● 亜鉛と銅が入っているのでとても気に入っています。毎日、飲んでいます。 （60代女性より）

● 毎日飲んでいましたら、以前の血管年齢70歳が、今回50歳になりました。 （50代男性より）

椎茸野草茶は、毎日飲んでいただきたいお茶

こだわりの商品のページ 椎茸野草茶

我が家も、家族全員、毎日飲んで元気です！



ホットでも！

椎茸野草茶
亜鉛・銅 含有

亜鉛をとりすぎると
銅が減少します

亜鉛と銅を
バランスよく

摂取してください

こだわりの商品のページ 椎茸野草茶



アイスでも！

椎茸野草茶
亜鉛・銅 含有

亜鉛をとりすぎると
銅が減少します

亜鉛と銅を
バランスよく

摂取してください

こだわりの商品のページ 椎茸野草茶



こだわりの商品のページ 椎茸野草茶

直訳すると「鉱物」のことですが一般には私たちの身体を構成

する元素（生体元素、生命活動に必要な元素）のことをいいます

地球上には約100種類の元素があり、

身体の約96%は炭素・窒素・水素・酸素の4元素（有機物の構成要素）で構成。

その4元素以外の全ての生体元素を総称してミネラルと呼んで）います。
（あるいは無機物、微量元素と表現されることもあります

一般的な有機物に含まれる4元素（炭素・水素・窒素・酸素）以外の必須元素

でです。無機質、灰分（かいぶん）などともいいます。

蛋白質、脂質、炭水化物、ビタミンと並び五大栄養素の1つとして数えられます

健康増進法に基づく食事摂取基準の対象として

厚生労働省により定められている13元素

亜鉛 ・カリウム ・カルシウム ・クロム ・セレン ・鉄 ・銅 ・ナ トリウム

マグネシウム ・マンガン ・モリブデン ・ヨウ素 ・ リン

生物の種類や性別、成長段階によって必要な種類や量は異なります。すべ

ての要素は適度な量を摂ることが良く、欠乏症だけでなく過剰摂取も

病気の原因ともなります。

★ミネラルは人の体内で作ることはできないため、毎日の食事からとる必要があります

ミネラル（mineral）って？



種 類 働 き 欠乏症
30歳の1日
の必要量
（男・女）

許容上限
摂取量

含まれる
主な食品

カルシウム Ca
骨・歯などの硬組織を作ります。血液の凝固、心筋の収縮にも作用。神経の興奮を押さ
える働きがあるのでイライラに効果があるといわれています。

歯、骨が弱くなる。十分に
成長しない。（ビタミンＤが
不足するとカルシウムの
利用が悪くなり欠乏症を
起こしやすい。）

600mg 2,500mg
小魚・乳製品・大豆製
品など

鉄 Fe
血液の成分であるヘモグロビンに含まれます。月経のある女性や妊婦に鉄欠乏性の
貧血が起こりやすく注意が必要です。食事で十分に摂取している場合には取り過ぎに
注意しましょう。心疾患などのリスクが高まるといわれています。

貧血。疲れやすく怒りっぽ
くなる。発育が遅れる。

10mg
12mg

40mg
ほうれん草・レバー・ひ
じき・のりなど

ナトリウム Na

筋肉・神経の興奮を弱める働きがあります。カラダの体液のバランス（浸透圧）を調節
する重要なミネラルです。日本人は、塩分を十分にとっているのでサプリメントで摂取
する必要はありません。ナトリウムを取りすぎると高血圧になるので減塩の必要があ
ります。

食欲減退、筋肉は脱力す
る。極端な欠乏症は倦怠、
無欲、失神。

食塩・しょうゆ・味噌・梅
干など

リン P
歯･骨などの硬組織を作ります。しかし、過剰に取りすぎると骨粗しょう症の原因になり
ます。加工食品に多く含まれているため現代人は取りすぎているといわれています。

歯、骨が弱くなる。骨折を
起こしやすくなる。

700mg 4,000mg
加工食品・卵黄・する
めなど

マグネシウム Mg
筋肉の収縮を抑える働きがあるので、脳梗塞や心筋梗塞を防ぐといわれています。
血管が拡張して心悸亢進を起こす。

けいれん・昏睡。
320mg
260mg

700mg
青海苔･米ぬか・干し
昆布・ごまなど

カリウム K 
心臓機能、筋肉機能を調節する重要なミネラルです。多く取ると血圧が下がります。カ
リウムはナトリウムとのバランスが重要で、日本人はナトリウムを多くとるので高血圧
を防ぐためにもカリウムをきちんと取る必要があるといわれています。

筋無力症・まひ状態、知覚
がにぶくなる

2,000mg
動植物類に豊富に含
まれる。特に果実類に
多い。

銅 Cu
骨髄でヘモグロビンを作るときの鉄の働きや腸管からの鉄の吸収を助けます。銅は亜
鉛と体内でバランスを取っています。

貧血・骨異常・脳障害
1.8mg
1.6mg

9mg
生レバー・ココア・チョ
コなど

ヨウ素 I
甲状腺ホルモンの主な成分です。不足すると甲状腺が肥大化する甲状腺腫の原因に
なります。放射線を浴びた時に放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積して発ガン作用を抑える
と言う働きがあります。

甲状腺腫 150μg 3mg
昆布・わかめ・のり・寒
天・イワシ・カツオなど

マンガン Mn 骨・肝臓の酵素を活性化します。骨の生成を促進します。
骨の発育不充分。中枢神
経障害。

4.0mg
3.5mg

10mg
抹茶・煎茶・ごま・こむ
ぎ・玄米など

セレン Se
強力な抗酸化作用。心臓病や動脈硬化、老化の防止に重要な役割をはたしているとい
われています。日本人で不足している人は少ないようです。

動脈硬化、心筋症が起こり
やすくなる。

55μg
45μg

250μg 
毛がに・イワシ･カレイ・
カツオ・昆布・卵など

亜鉛 Zn さまざまな酵素やホルモンなどの働きを助ける重要なミネラルです。
味覚障害、皮膚炎、脱毛、
性機能障害、うつ症状。

12mg
10mg

30mg
牡蠣・ごま・米ぬか・
アーモンドなど

クロム Cr
糖や脂肪の代謝に利用されています。インシュリンの感受性を高めるという作用があ
るといわれています。

動脈硬化、糖尿病の一因
となることもあります。

35μg
30μg

250μg
こしょう･ハマグリ･鶏
肉･卵・玄米など

モリブテン Mo
さまざまな酵素の構成物質となっています。日本人の食生活で不足することはほとん
どないと考えられています。

はっきりとした欠乏症はあ
りません。

30μg
25μg

250μg
海藻･玄米･白米・野
菜・肝臓・貝類など

参考資料 ミネラル13種類

こだわりの商品のページ 椎茸野草茶



【 商品説明 】

西会津産コシヒカリ１００％の発芽玄米を焙煎処理した玄米
粉です。西会津産コシヒカリを発芽装置で発芽（0.5〜1mm）
させ湿式気流粉砕機（スーパーパウダーミル）にて微細粉
（3５ミクロン）の発芽玄米粉が完成します

○機能性に優れた成分（ギャバ）が粉末で手軽に食せます。

○小麦グルテンなどは使用してない無添加食品です。

通常販売価格（税込）
2,160円

無添加 西会津産
減農薬コシヒカリ使用

発芽焙煎玄米粉
250g入り

＊商品ご希望の方は、お問い合わせに「発芽焙煎玄米粉希望」とご記入
いただきメールをお願いします。電話・FAXにてのお問合せも承ります。

こだわりの商品のページ 発芽焙煎玄米粉

発芽焙煎玄米粉のスィーツ＆料理レシピ付き



【 発芽玄米粉のご紹介 】
Germination brown rice ingredients label

y-アミノ酪酸（ギャバ）：高すぎる血圧を下げ
る（血圧調節作用）
血糖値を安定に導く・中性脂肪を押さえる

食物繊維：便秘、大腸ガン、高コレステロール
血病を予防

イノシトール：脂肪肝、動脈硬化を防ぐ

フェルラ酸：活性酸素をのぞく・メラニン色素
の生成を抑える

トコトリエノール：コレステロールの増加を抑
える

フィチン酸：抗酸化作用、貧血、高血圧を防
ぐ・発ガンを抑制

フェノール：抗がん作用

PEP阻害物質：アルツハイマー病の予防、治療
が期待できる

こだわりの商品のページ 発芽焙煎玄米粉



【 使用方法 】

発芽玄米は健康に良いとわかっていても粒米の状態では、御飯かお粥など限られた
食べ方しか出来ず毎日食することは難しく長く続かなかったのではありませんか？

そこで粒から粉に替えることで小麦粉のように色々な料理に使えるように
発芽玄米を製粉し米粉を作りました。

●スプーン１杯をお湯に溶かしてお茶に
●ホームベーカリーで、発芽玄米食パンに
●牛乳や豆乳に混ぜてスープに
●カレーやシチューに混ぜて
●自家製ケーキやクッキーに
●ハンバーグ、コロッケ、ミートボール、グラタンなどに
あらゆる食材に使えます。

ぬるま湯で溶かし甘味を加えてゼリー状にして食べやすくすれば、幼児の離乳食や
お年寄りや病気の人の重湯などに最適です。牛乳やスープやお味噌汁、又はヨーグル
トにスプーン１杯入れるだけで健康機能性に優れたギャバ（γ－アミノ酪酸）やフィチ
ン酸が取れるので子供から大人まで家族全員にオススメできる商品です。

添加物ゼロの発芽玄米粉を、家庭料理に利用できれば
虚弱体質、アレルギー体質の子供さん、生活習慣病を指摘
されているお父さん、痴呆が気になり始めた年輩の方など、
家庭の食卓から生命の源である、食により医食同源の言葉どおり健康で喜びと幸福に
満たされた生活にお役立てください。

こだわりの商品のページ 発芽焙煎玄米粉

コーヒーに小さじ1杯



発芽焙煎玄米粉を使うと 大腸が整って・・・ そして

唐揚げの粉に カレーに大さじ１～２杯 ピザ生地に大さじ１～2杯

ヨーグルトに小さじ1杯 アイスクリームに小さじ1杯 コーヒーに小さじ1杯

こだわりの商品のページ 発芽焙煎玄米粉



【ビタミンのこと】

ビタミンを最初に発見したのは、日本人の鈴木梅太郎博士です。1910年に脚気の研究
の際に発見した成分で「オリザニン」と命名されました。これは現在のビタミンB1にあた
ります。1897年にオランダ人のエイクマンが脚気に米ぬかの成分が関係していることは
示唆していましたが、米ぬかからの成分抽出に成功したのは、鈴木梅太郎博士が初めて
です。
その後1911年にはポーランドのフンクも同じく米ぬかからの分離に成功し、1912年に、

生命の「vital」、アミン「amine」ということで「vitamine」と命名
アミンとは窒素（N)を含む有機化合物のことです。

協力しあって働くビタミン

ビタミンはそれぞれ独自の役割を持っているので、一種類だけを大量に摂るよりも、ま
んべんなく摂ることが理想的です。また組み合わせによっては、お互いに助け合い、効
果を高め合うものがあります。以下は組み合わせによって働きが高められる例です。

★ビタミンB群 （ビタミンBl，2，6，12・ナイアシン・パントテン酸など） ⇒お互いに働きを
高める
★ビタミンE、C ⇒ ビタミンCがビタミンEの抗酸化作用を高める

★ビタミンC、P ⇒ ビタミンCの利用率が高まる など



米粉ミックス
200g

400円（税別）

ヤフーオンラインショップからもご購入できます。こちらです。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokohouse2020/k-002.html

アルミニウムフリー
ベーキングパウダー使用

こだわりの商品のページ 米粉ミックス

無添加 西会津産
減農薬コシヒカリ使用



こだわりの商品のページ 米粉ミックス



こだわりの商品のページ無洗米

西会津産

減農薬コシヒカリ無洗米

＊商品ご希望の方は、お問い合わせに
「無洗米750ｇ（5合）（個）希望」
又は、{無洗米（）ｋｇ希望」
とご記入いただきメールをお願いします。
玄米でもお届けできます。要相談
電話・FAXにてのお問合せも承ります。

無洗米７５０ｇ（5合）×4袋
通常販売価格（税込）

2,592円

ヤフーショップにて好評販売中
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokohouse2020/k-
003.html?sc_i=shp_pc_top_selectItem_itmnm



【無洗米の良いところ】

●洗った際の栄養の流出がなくなります
●洗わなくて良いので手間がかかりません
●節水で水道代が節約できます
●とぎ汁が出ないため環境に優しいです。米のとぎ汁は水質汚染の原因となっています
●研がないのでお米の粒が割れにくく食感を落としません
●米粒が割れ流出したデンプンによる炊きムラも少なくなります
●澄んだ香りの良いご飯に炊き上がります
●ヌカが落ちていますから真っ白に炊き上がり時間がたっても黄色くなりにくいです
●内釜で研いでいる場合、加工面が傷つきますが、研がないのでその心配がありません
●米とぎで手荒れに悩んでいる方に無洗米はやさしくお役にたちます

【無洗米使用方法】

ざるに米を入れ軽く水につけてから普通の水加減で炊いてください

こだわりの商品のページ無洗米



赤ちゃんは、
お母さんのおっぱいでできている




