たくさんのお便り本当にありがとうございます！
日本オーガニック
コスメ協会〈公式〉

アイシス
「オーガニック情報便」は、
人と地球にやさしいオーガニックライフを送るための
ヒントになる情報をお届けします。

６

vol.

換え作物︑
ポストハーベスト・
・
・︒現代の食生

食 品 添 加 物 ︑化 学 調 味 料 ︑遺 伝 子 組み

つながります︒

は安全な食材や︑健康︑環境を守ることに

消 費 者が
﹁ 食 ﹂に関 心を持つということ

食欲の秋がやってきましたね︒
口に入れる食べ物は︑その人のからだをつくり
健康に大きく影響します︒
健康という視点から毎日の
﹁食﹂
を
見直してみませんか︒

活は︑食による健康への不安材料が数多く

安全なものを選ぶ基準はシンプルです︒

ラベルに表記されている添加物は、
より少
ないほうが安全です。一般にハムは合成
添加物が多い食品の代表。発色に使わ
れる亜硝酸ナトリウムは、危険性の高い化
学合成添加物。
またリン酸塩はカルシウム
の不足を招きます。

あります︒

豚もも肉、
糖類
（水あめ、
乳糖）
、
たん白加水分解
物、
食塩、
乳たん白、
カゼ
インＮａ、
リン酸塩
（Ｎａ）
、
調味料
（アミノ酸等）
、
酸
化防止剤
（ビタミンＣ）
、
発
色剤
（亜硝酸Ｎａ）

できるだけ生産者や商品情報が見える食

原材料

ボンレスハム
（スライス）

べ物や︑昔ながらの作り方をしている食べ

品名

と食に疑 問 を 持つ人 も

●加工食品ラベル例 [ハムの場合]

多 発している病 気の原 因は食 事に問 題

物を選ぶようにしましょう︒

店頭に並んでいるほとんどの加工
食品はなんらかの食品添加物を加
えられています。
これらの添加物
は、
着色や保存、
酸化防止、
漂白な
どさまざまな目的で用いられている
ものです 。合 成 添 加 物 はアレル
ギー、
肝臓障害、
がんなどの原因に
なると報告されているものも少なく
ありません。
できるだけ添加物が多
く記された食品を避けることで、体
に入る化学合成物をかなり減らす
ことができます。

があるのでは？

多くなりました︒

ラベルを見てしっかり
食品添加物を
チェックしましょう。

発行:（株）アイシス
編集:アイシス編集部

店 長 の つぶ や き
秋も深まり、食べ物がおいしい季節になりましたね。
今号は「食」を選ぶときに、ぜひ考えてほしいことをお伝えしました。
今はスーパーに行くと、オーガニックの野菜から合成調味料だらけの食材まで、なんでも購入できま
す。人のからだをつくるのは、環境も大事ですが、やはり「食」の影響が1番です。からだをつくる「食」
は、生産者やどのようにして作っているかがわかるものを選ぶことが大切です。本当においしい「食」を
いただきましょう。
アイシス「オーガニック生活便」 本店店長

ご利用案内
電話でのご注文

0120-1515-45

受付時間 9:00〜21:00（1月1日〜3日を除く毎日）
●携帯電話からでも、ご利用になれます。はじめてお申し込みのお客様は、その
旨お伝えください。まず、お名前、ご住所、お電話番号を伺ってご登録させていた
だきます。

公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。

オーガニック生活便

●ペンネーム kanonサン
信用できる品ぞろえが一番だと思います。安心して買えますから。1月にオーストラリアへ行った
時、
オーガニック店でzuii ORGANICの商品がおいてありました。日本でも買えるというのが
嬉しいですね。
「オーガニック生活便」では安全で信用できるメーカーと商品をご紹介しています。これからも
安心して使える商品をご紹介していきますので、何か良い商品を見つけたら教えてくださいね！
●ペンネーム みかりんごサン
化粧品以外にも、
もっと色々な商品があればいいですね。オーガニックのお菓子やジュースとか
もお手軽でよいかも！
？
今年は食の新商品が多くありました♪さらに「衣食住まるごとオーガニック」を充実させていき
たいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
●ペンネーム 白桜花サン
考え方、方針、すべて賛同いたします。地味なようですが一番人間にとって大切なことです。私
は今は主婦ですが、
もし次に「就職活動」をすることがあったらアイシスさんで一緒に働きたい
位です！
嬉しいご意見ありがとうございます！とてもつながりを感じます。人と地球に大切なことを一緒に
広げていきましょうね。
●ペンネーム コロサン
沖縄もろみ酢、
とても飲みやすくおいしいですね。500mlもしくは小瓶のサイズのものがあれば
いいなと。今のビンの容量ですとちょっと多くて・
・。
残念ながら小瓶はお取り扱いしていないのですが、
もろみ酢はアミノ酸、
ビタミン、
ミネラルが豊
富で、血液をきれいにしてくれるクエン酸も含まれています。毎日の健康にどうぞお役立てくだ
さい。
レシピを考えてみますね♪

検

索

スマホで
チェック！

専用ＦＡＸのご注文

042-675-4608

インターネットでのご注文

http://isis-gaia.net

アイシスオーガニックコスメWEB相談室

cosmetics@isis-gaia.net
●メーカーに問合わせの必要があるご質問や、インターネット
状況などの諸々の事情から、回答メールをお待たせする場合が
ございます。
●回答メールの送信は、土日・祝祭日・年末年始・夏期冬期休暇
は除きます。
●こちらから返信する際にエラーとなってしまう場合がありま
す。確実に回答させていただくために設定状況をご確認くださ
い。

知っておこう！ オーガニックキーワード
食品添加物
アミノ酸、亜硝酸ナトリウム、
ソルビン酸、○色○号、甘味料、酸味料など、
これらは食品を
長期にわたって保存し、見栄え、風味をつけるために添加されます。なかには、発がん性
やアレルギーの原因になるものもあると言われています。食品添加物は、消費者のため
ではなく、大量生産のために使われているといえるでしょう。

遺伝子組み換え
殺虫作用のある物質を体内で作れる細菌から遺伝子を作物に組

安心・安全な食品って？
ある農家の話によると、家で食べる野菜は無農薬で作り、
出荷する野菜は農薬や化学肥料を使って栽培しているそうで
す。見栄えを考えるとそうせざるを得ないとのこと。
またスーパーなどの総菜は少しでも日持ちするように、防腐
剤を多く入れているため、惣菜会社に勤める人は、会社で作る
総菜は食べる気がしないといいます。
近年、
アレルギーをはじめがんなど様々な病気が身近になってきています。
農薬、化学肥料、食品添加物を含めて、
できるだけ化学合成物は体に入れないようにする
ことが、体を守ることにつながります。

み込んだり、本来まったく違った種の遺伝子を組み換えて新たな
生物を作り出そうという技術。このような人造の植物を長く摂り
つづけた場合の人体への影響はまだ不明であり、野生化すると
非遺伝子組み換え作物と交配するなど、不安が残ります。

ポストハーベスト
農薬の使用は栽培するときだけではありません。輸入作物は船
便の長期輸送での品質を保つために、収穫後に大量の農薬がか
けられています。とくに、小麦、大豆、
フルーツ類などに強力な薬
剤が使われがちです。つまり輸入作物の危険性は栽培時と輸入
する際の二重の農薬が使われていることにあるのです。

地産地消
地域で生産した食材をその地域で消費するという意味。一方、関連した言葉として「身
土不二」があります。その土地で取れたものがその土地に住む人にとって最も適したも
のという考え方です。現在、
日本は多くの食物を輸入していますが、輸送エネルギーの環
境負荷の面からも、
「地産地消」をふたたび見直す必要がありそうです。

一物全体
ひとつの食材を一部分ではなく、丸ごと食べることによって、バ
ランスを保つとする考え方。たとえば、ぬかを取り去った白米は
米の一部分でしかないので、栄養が偏りますが、玄米なら米本来
の栄養や生命力が丸ごと摂取できるのです。あるいは、魚であれ
ば大きな魚よりも、頭から尾まで丸ごと食べられる小魚が望まし
いと考えられています。

生産者や製法がわかる食品を選ぼう！
802112 十二雑穀 ディアナジャパン 200ｇ
980円
無農薬・無化学肥料・無除草栽培で作られた12種類の穀物
をブレンド。環境と人の健康を大切にする熊本県の「環境保
全型農業研究会」の生産者たちが、心をこめて作っています。
802796 全粒粉スパゲティ 500ｇ 714円
小麦の表皮、胚芽、胚乳をすべて粉にした全粒粉のパスタです。原材料はすべて厳しい基
準のＩＭＯ
（スイスオーガニック）
の認証を取得しています。
802751 デーツ（ハース種） 140ｇ 525円
天然のサプリメントにもなる栄養豊富なデーツ。保存料やポストハーベストなどの心配がな
い、原料の生産から製品のパッケージ、
日本の輸入まで一貫管理しているメーカーです。
802790 フルーツバー（クランベリー＆カシュー） ラプンツェル 40ｇ 315円
原料のすべてはドイツの有機認証
（ＡＢＣＥＲＴ）
を取得。砂糖も添加物を使用していません
が、
オーガニックフルーツとナッツ本来の味が楽しめます。
50032 純米富士酢 創建社 900ml 1029円
京都の契約農家が作る無農薬の新米をたっぷり使った本物の米酢。一度お酒を造ってか
ら、酢にするために発酵させます。時間と手間が惜しみなくかけられています。
90063 有機黒ごま油 鹿北製油 160g 840円
昔ながらに薪をたいて釜煎りしています。精製は手すき和紙でろ過するだけで、添加物や化
学薬品等は一切使用していません。
公式オンラインショップにて厳選基準をクリアした１００ブランド・１，
３００以上の商品を紹介中。 スマホで
チェック！

オーガニック生活便
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