
取り扱い新商品のご案内

取扱商品の内容量及び価格変更のお知らせ

終売のお知らせ

●印はお休みさせていただきます。
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イタリア人のボディーランゲージは凄い！良く

あれほど表現力豊かに手が動くのだろう。手

の親指を立てれば「OK! 」「ダメ」は、その親指を下に向ける。「美

味しい！」は人差し指を頬にあてる。人差し指と中指を立てるピー

スサインは、イタリアでは「おしっこしたい！」

イタリア人はしゃべり始めたら手を動かさずにはいられません。

時には車を運転しながらでもすきさえあればハンドルを放して手

を動かします。

もしイタリア人のおしゃべりを止めたければ、手を押さえつけたら

止まるかも？？？　　　　　　　　　　　引っ込み思案なオジサン

創健社ニュース　2008年（平成20年）6月号【通巻424号】 お手数ですが営業又は仕入れご担当者様にご回覧下さい。
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自然の恵み いただきます

7月のカレンダー
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6月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

15

22

21

28

8 13

65432

12

29

19

26 27

20

11109

1716 18

24 25

30

23

14

71

※表示価格は税込価格で、1円未満の端数は切り上げております。 ※表示価格は税込価格で、1円未満の端数は切り上げております。

◎長工　減塩米みそ　500g（商品コード：119712）

◎JCP　オーガニック　トマトピューレ　280g（商品コード：433112）

◎兵庫産焼のり全形　10枚　黒金縁袋（商品コード：120115）

◎H＋Bライフサイエンス　マービーバタースカッチキャンディ　　
64g（直送品）（商品コード：160357）

◎自分で作るかんてんねんど　2袋入（商品コード：450214）

下記商品の販売を終了させていただきます。

永らくのご愛顧ありがとうございました。

ジロロモーニ
純粋百花蜜
商品コード：060341　内容量：250ｇ
税込価格：950円（本体価格：998円）
入数：12　賞味期間：2年
EANコード：8032891760598

ジロロモーニ
純粋アカシア蜜
商品コード：060340　内容量：250ｇ
税込価格：1,155円（本体価格：1,100円）
入数：12　賞味期間：2年
EANコード：8032891760581

ジロロモーニ「純粋アカシア蜜」「純粋百花蜜」新発売
ご好評をいただいておりますジロロモ

ーニシリーズに新たに「はちみつ2品」

が加わります。

ハチミツの工場は、イタリアのエミリア・

ロマーニア州モンテスクードの自然環

境に恵まれた高台の上にあります。北

西側にはサンマリノ共和国が見える場

所です。

養蜂家のアンジェ

ロさんは、23年前

に会社勤めをしな

がら趣味でハチミ

ツ作りを始められ

ました。その後、奥

さんと養蜂学校に

通い、技術を習得

し独立しました。

1986年にはオーガ

ニックをはじめられ、一貫してオーガニ

ック専門の養蜂を行っています。（ＥＵ

諸国ではハチミツも有機認証がありま

すが、日本ではまだ基準がありません。）

自然に触れ合いながら田舎で暮らすこ

とが大好きなアンジェロさんは、今では、

イタリア各地に600個の養蜂箱を置き、

季節に合わせて各地を飛び回っていま

す。

アカシア蜜は、イタリア北西

部ピエモンテ州のアカシアの

群生する森で採取されます。

日本人にもお馴染みのクセの

ないすっきりとしたデリケー

トな甘みでコーヒー、紅茶な

どの飲料、ヨーグルト、チーズ、

フルーツ、パン、ホットケーキ

など様々な食品に合います。

百花蜜は、イタリア中部のマ

ルケ州、地元エミリア・ロマー

ニア州のアペニン山脈を中心

とした地域で採取されました。

コクがあり豊かな香り高いハチミツです。

養蜂のEUオーガニックの基準について

簡単に解説いたしますと、養蜂箱の設

置場所から半径3km以内に有機的に生

産された作物または、野性の花蜜と花

粉があり、オーガニック養蜂認定に影響

を及ぼさない作物で構成されているこ

とを守らなければなりません。

イタリア養蜂の巣箱は、日本や他の国

で使われるものよりも小型で「ダダント」

という名で呼ばれています。巣板は、自

分たちでオーガニックの蜜蝋を用いて

作ります。採蜜は、約1ヶ月ほど採取地

に巣箱を置いて、ハチミツが集まったこ

ろ夜中に巣箱を回収します。工場に持

ち帰り、遠心分離機にかけて、ハチミツ

を採り出します。それから、2mmと0.2mm

のフィルターにかけて蝋分を取り除き、

熟成させます。熟成が終わり、もう一度

0.2mmのフィルターにかけた後、充てん

されます。冬場は、ハチミツが硬くなり

作業性が落ちるので30～40℃に温めて

作業を行います。決して加熱殺菌のよ

うなことはしません。自然環境に恵ま

れた地域で元気なミツバチたちが採取

して作り上げたハチミツを最良の状態

で瓶詰めしています。

ジロロモーニ 純粋アカシア蜜 ジロロモーニ 純粋百花蜜

工場よりサンマリノ共和国を望む

遠心分離機に巣板を１枚だけセット

巣板にオーガニック蝋で作った巣をのせた様子

チーズにハチミツをかけて試食

ライ麦パンにハチミツをかけて試食

アンジェロさん
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イゾラ・デル・ピアーノ
（農協本部）

三育フーズ　果糖
果糖はフラクトースのことで、蜂蜜やくだものに多く含まれる天然の糖です。本
製品はとうもろこしのでんぷんを加工して果糖にしたもので
す。常温で砂糖の約1.5倍、0℃以下では約1.7倍の甘みを感
じる甘味料ですので、少量で砂糖より甘みをつけることがで
きます。氷砂糖やグラニュー糖に代わりにお使いください。

三育フーズ　げんきなカルシウム　マンゴー＆アップル
日ごろ不足しがちなカルシウムを手軽に補給できます。1パック（200ml）で成人が
1日に必要な量の20%を摂ることができます。マンゴーの王様と呼ばれ、熱帯フル
ーツ特有の濃厚な味わいにとろける甘みと香り高さで知られるアルフォンソマン
ゴーに、アップルとカルシウムをブレンドして美味しい味に仕上
げました。美味しさと、ヘルシー感覚をお楽しみください。

「クリアデント　デンタルピック」
食後、歯と歯の間は汚れています。このリスクの高い歯間
部の汚れを取るのがデンタルピックです。欧米では「Mｙ
ようじ」として身近に持ち歩き、食後すぐのデンタルケア
に役立てています。歯と歯の間は狭い二等辺三角形にな
っています。「デンタルピック」はこの形に合わせて作ら
れています。上の二辺で歯の汚れを取り、底辺で歯ぐきを
軽く押してマッサージします。このマッサージが歯肉の組
織を活性化させ、歯周病菌などに対し抵抗力を強めます。

まっしろなラムネ
商品コード：162080　内容量：80g（個装紙込み）
税込価格：231円（本体価格：220円）
入数：12　賞味期間：8ヶ月
JANコード：
4962311080088

ひとくちももゼリー
商品コード：162081　内容量：23g×7個
税込価格：294円（本体価格：280円）
入数：12　賞味期間：4ヶ月
JANコード：4962311080095

ひとくちりんごゼリー
商品コード：162082　内容量：23g×7個
税込価格：294円（本体価格：280円）
入数：12　賞味期間：4ヶ月
JANコード：
4962311080101

商品コード：060612　内容量：500g
税込価格：336円（本体価格：320円）　入数：15　
賞味期間：1年
JANコード：
4974434700040

商品コード：090502　内容量：200ml
税込価格：126円（本体価格：120円）　入数：12　
賞味期間：6ヶ月
JANコード：
4974434401374

クリアデント　歯間ようじ
商品コード：190518
内容量：180本
税込価格：378円（本体価格：360円）
入数：12×20
JANコード：4972379031106

クリアデント　三角ようじ
商品コード：200008
内容量：140本
税込価格：378円（本体価格：360円）
入数：12×20
JANコード：4972379155611

「太田油脂　ＭＳシリーズ」
製品に香料・着色料・化学調味料は使わず、使用しているアレルゲンや製造ラ
インで使用しているアレルゲンも明記され（アレルギー表示対象25品目にごま・
米・じゃがいもを加えた28品目）お客様に好評を得ております「ＭＳシリーズ」

に新しい仲間が加わりました。シンプルな材料でつくった「ま
っしろなラムネ」、ポーションタイプで食べやすい「ひとく
ちりんごゼリー」と「ひとくちももゼリー」の3種類です。

下記弊社取扱商品につきまして、この度価格及び内容量の改定をさせて頂く事となりましたのでご案内させていただきます。

大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【価格変更商品】

【内容量変更商品】
島商 黒こしょう餅 ¥260120g→110ｇ160231（新コード） 2008年5月初旬4902466112975

商品名
改定価格旧価格

内容量商品コード 価格変更期日
希望小売価格（税別）

メーカー JANコード

ダッタンそば ¥470¥450200g140132 2008年6月1日

遁所食品

九鬼産業

純正食品
マルシマ

ジャフマック

中野産業

4951070001779
ダッタンそばがき （直送）¥570¥550200g120437 2008年6月1日4951070002776
遁所食品　金印そば （直送）¥320¥300200g140145 2008年6月1日4951070001014
石臼挽二八そば信州飯綱町産 （直送）¥480¥380130g×2140236 2008年6月1日4979939386003
生冷凍　信濃町産二八そば （直送）¥520¥500130g×2140238 2008年6月1日4979939255347
蔵出し饂飩 （直送）¥320¥300200g140501 2008年6月1日4979939010014
技の麺ひやむぎ （直送）¥270¥250250g140502 2008年6月1日4979939011219

九鬼太白純正胡麻油ビン （特注）¥2,600¥2,1001,650g100126 2008年7月1日4972370102225
九鬼星印純正胡麻油淡口ビン （特注）¥2,200¥2,0001,650g100127 2008年7月1日4972370112224

豆腐ちくわ ¥429¥3601本120574 2008年7月1日4971969898020
飛魚ちくわ ¥429¥3601本120575 2008年7月1日4971969354687
満月はんぺん ¥429¥320150g120180 2008年7月1日4971969372186
ホワイトソルガム全粒粉 （直送）¥450¥360500g130436 2008年7月1日4580154041211
ホワイトソルガム粒 （直送）¥450¥360500g130437 2008年7月1日4580154041112
ホワイトソルガム粉 ¥450¥360500g130438 2008年7月1日4580154041013
ホワイトソルガムポップ（ポコ） （直送）¥320¥28080g450288 2008年7月1日4580154041440
ホワイトソルガムマカロニ（フェリーチ ¥540¥475200g450289 2008年7月1日4580154041334
OKパック　ハンバーグ和風 （直送）¥450¥430100g450233 2008年7月1日4580154041570
OKパック　ハンバーグ洋風 （直送）¥475¥46585g450234 2008年7月1日4580154041563

太白純正胡麻油 （直送）¥750¥620340g100166 2008年7月1日4972370105424
純ねりごま白　スタンドパック （直送）¥550¥400170g130369 2008年7月1日4972370253477

マルシマ　国内産らっきょう （直送）¥320¥300100g260244 2008年6月1日4906657387807
マルシマ　カットわかめ （特注）¥430¥28020g262117 2008年6月1日4906657321801

※クリアデント歯間ようじ、三角ようじは、12個単位でのご発注をお願いします。










