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お休みさせていただきます。
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社是 有理創健

お い し い 時 間 が あ ふ れ 出 す 。 創 健 社

機能性表示食品への切り替えのため、パッケージが変更になりました。品質
に関する届け出情報は消費者庁ホームページで公開されています。
◎甲陽ケミカル　グルコサミン　９０粒（直送）（商品コード：050773）

３月より商品特長をよりわかりやすくお伝えするため、手触り感をだし、よりお客
様に親しんでいただけるよう、クラフト袋に変更いたしました。商品コード、本
体価格等変更はありません。
◎童仙房茶舗　有機ほうじ玄米茶　150g（商品コード：080477）

パッケージ変更
4月１日より室内虫よけの視認性を高めるパッケージに変更いたします。コンセ
ントプラグと液体ボトルのデザインは変更ありません。変更に伴い商品コード、
JANコードも変更になります。価格は変更ありません。
◎たかくら新産業　プラグアロマ　バズオフリキッドセット　25ml（商品コード：191058）
商品コード：旧）191058→新）191220　本体価格：2,300円　入数：4
JANコード：旧）4528636900731→新）4528636901349
◎たかくら新産業　プラグアロマ　バズオフリキッド（交換用）　25ml（商品コード：191058）
商品コード：旧）191059→新）191221　本体価格：2,000円　入数：６
JANコード：旧）4528636900748→新）4528636901363

成分、表示変更
成分を一部変更することで粘度を上げ、下からこぼれにくくなりました。また酸性
度を下げ、刺激が緩和されました。使用方法の表示、使用上の注意の表示も変
更になります。変更に伴い、パッケージが変更になります。順次切り替え予定
◎パックスナチュロン　リンス　ポンプ式ボトル　５００ml（商品コード：175626）
◎パックスナチュロン　リンス　詰め替え用　５００ml（商品コード：175627）
◎パックスナチュロン　リンス　ボトル　400ml（直送）（商品コード：175630）
成分：旧）水、クエン酸、エタノール、グリセリン、ホホバ油、キサンタンガ
ム、香料、クエン酸Na→新）水、エタノール、グリセリン、クエン酸、キサン
タンガム、ホホバ種子油、香料、クエン酸Na

容量変更
５月１日より内容量を250mｌから300mlに変更いたします。変更に伴い商品
コード、パッケージ、JANコードも変更になります。価格は変更ありません。
◎たかくら新産業　メイドオブオーガニクス　ダニオフファブリックスプ
レー　250ml（商品コード：191163）
商品コード：旧）191163→新）191231　
内容量：旧)250ml→新）300ml　本体価格：1,500円　入数:6　
JANコード：旧）4528636411169→新）4528636411732

使用している黄桃ですが、ギリシャ産の原料が少ないため、今後中国産の原
料を使用します。５月以降を予定
黄桃（南アフリカ、ギリシャ他）→黄桃（南アフリカ、ギリシャ、中国他）
◎糀屋本店　杏仁とうふ　500g（商品コード：160546）
◎糀屋本店　フルーツみつ豆　500g（商品コード：16054７）

原材料変更
使用原料の安定供給のため次回メーカー製造分より原産国が（ペルー・メキ
シコ）→（ペルー・グアテマラ）変更になります。
◎麻布タカノ　オーガニック・カフェ・グラッセ（無糖）　1L（商品コード：092482）
◎麻布タカノ　オーガニック・テ・グラッセ（無糖）　1L（商品コード：092484）

価格変更
原材料の高騰により、価格が６月１日より変更になります。価格以外の変更は
ありません。
◎太田油脂 ぷるっとゼリーぶどう 16g×10（商品コード162088）
本体価格:旧）各260円→新）280円
◎太田油脂 ぷるっとゼリーみかん 16g×10（商品コード162089）
本体価格:旧）各260円→新）280円
◎太田油脂 ぷるっとゼリーもも 16g×10（商品コード162108）
本体価格:旧）各260円→新）280円

入数変更
内容量、サイズ等変更させていただきましたが、入数も変更となります。ご案
内が遅れまして申し訳ありません。
◎創健社　ひえコロコロ　50g（商品コード：450019）
入数旧）:旧）20→新）12

商品規格変更のお知らせ
表示変更
新しい食品表示に対応の表示に変更いたします。また、お客様にわかりやす
い表示にも一部変更いたします。使用しております原材料の香料の表記の仕
方、製造者の表示、栄養成分表示のレイアウト変更、アレルゲン喚起表示の
追加、レモンを現在フルーツの数に含めておりませんでしたが、今後含めます
ので表記を「３種類のフルーツ」を「4種類のフルーツ」に変更等になります。変
更に伴う商品コード、価格等の変更はありません。３月下旬より順次切り替え。
◎創健社　菜食元気　190g（商品コード：090088）

終売商品のお知らせ
◎創健社　ジロロモーニ　マロンジャム　225g（商品コード：129901）
販売を終了いたします。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎甲陽ケミカル　イチョウ葉濃縮液　フラギンコ　EX　 60ml（直送）（商品コード：050772）
原材料、資材費の高騰により生産、販売が終了になりました。

休止商品のお知らせ
◎ココウェル　エキストラヴァージンココナッツオイル（エクスペラー）
360g（直送）（商品コード：100404）
メーカーにて在庫が完売し、一時休売となります。メーカーへの入荷は４月下旬頃を予定
◎小林農園　山幸彦ふきのとう　125g（直送）（商品コード：121869）
◎小林農園　山幸彦蕗みそ　125g（直送）（商品コード：121882）
国産品需要の増加により在庫が枯渇しており、４月末頃には原料供給が完全
に滞り、メーカーにて欠品になります。９月中旬まで休止になります。

欠品商品のお知らせ
◎アスプルンド　NURTIVAオーガニックヘンプパウダーファイバー　454g（商品コード：050067）
◎オーガニッククランチー　ヘーゼルナッツチョコ　375g（商品コード：167010）
次回入荷は４月上旬頃になります。
◎富士食品　炊き込み赤米　250g（商品コード：130681）
11月新米入荷まで欠品になります。
◎エミュール　ミネラルバスパウダー　1500g（商品コード：191064）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定
◎キャナ　亜麻仁油フラオー　230g（商品コード：101427）
メーカーへの入荷は４月頃を予定

※表示価格は税込価格（消費税8%）で、１円未満の端数は切り上げております。

お 手 数 で す が 営 業 又 は 仕 入 れ ご 担当者にご回覧下さい。

通巻 5 1 8 号通 巻 5 1 8 号

まもなく夏到来！創健社のドリンク商品
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商品コード：091164
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年6ヶ月
入数：20　発注単位：20

りんごしぼり
長野産りんご使用。りんご本来の美味し
さを大切に、酸化防止剤（ビタミンC）は
使用しておりません。

渇いたのどをうるおすには冷たいドリンクが最適です。
夏限定商品も含め、当社こだわりのドリンク商品をご紹介いたします。

商品コード：091154
税込価格：184円
（本体価格：170円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年
入数：20　発注単位：20

ぶどうしぼり
国内産ぶどうだけを使用。香料を使用せ
ず、芳醇な香り・甘さ・やさしい酸味をお
楽しみいただけます。

商品コード：090379
税込価格：206円
（本体価格：190円）
内容量：200ｇ
賞味期間：9ヶ月
入数：24　発注単位：24

国産野菜
1本で1日分の野菜を使用（国内産野菜を350
ｇ分使用、その内120ｇ分は緑黄色野菜使
用）。野菜不足が気になる方におすすめです。

商品コード：090088
税込価格：141円
（本体価格：130円）
内容量：190ｇ
賞味期間：2年
入数：30　発注単位：30

菜食元気
のどごしがさらっと飲みやすい、
野菜と果実のジュースです

商品コード：090303
税込価格：105円
（本体価格：97円）
内容量：250ｍｌ
賞味期間：1年 
入数：30　発注単位：30

丹沢サイダー
神奈川県丹沢山系がつくり出したおいし
い水を使った、甘さひかえめのサイダー。

商品コード：090290
税込価格：216円
（本体価格：200円）
内容量：360ｍｌ
賞味期間：1年
入数：24　発注単位：24

北アルプスの天然水サイダー
立山連峰の伏流水を100％使用したさわ
やかな飲み口のサイダー。

商品コード：090952
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

まりこの紅茶
静岡県丸子（まりこ）で村松二六さんが
丹精込めて特別栽培した茶葉を100％
使用。

商品コード：090953
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

緑茶
長崎県北松浦郡佐々町で北村親二さん
が丹精込めて有機栽培した茶葉を
100％使用。

商品コード：090205
税込価格：130円
（本体価格：120円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年
入数：30　発注単位：30

コロンビアコーヒー
有機栽培コロンビアコーヒー豆100％を
使用し、豆本来の風味を存分に引き出し
ました。

商品コード：090261
税込価格：105円
（本体価格：97円）
内容量：100ｍｌ
賞味期間：1年
入数：50　発注単位：10

ローヤルゼリードリンク
1本あたり100ｍｇの生ローヤルゼリーを
含有。蜂蜜も加え飲みやすく仕上げまし
た。

商品コード：090183
税込価格：130円
（本体価格：120円）
内容量：120ｍｌ
賞味期間：1年 
入数：40　発注単位：10

くろすバーモント
国内産りんご果汁と蜂蜜をブレンドした
バーモント飲料に玄米酢を加えました。

商品コード：090951
税込価格：152円
（本体価格：140円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

黒米入り五穀大黒茶
国内産の黒米に、五穀をバランスよくブレ
ンドしてすっきりとしたのどごし、また香ば
しく仕上げました。

＊製造工場の都合により、5月中旬以降アルミ缶入りの
　商品に仕様を変更させていただく予定です。

生チョコレートぺースト
を使ったチョコレート
ドリンクレシピ

【材　料】（１人分）150ml
｢生チョコレートペースト｣……大さじ1
牛乳（または豆乳）………………150ml

【作り方】
｢生チョコレートペースト｣に少量牛乳を加
え、かき混ぜて溶かしてから残りの牛乳を
加えて下さい。
また、｢生チョコレートペースト｣をお好み
の量だけとって電子レンジで500ｗ約20
秒加熱し牛乳を加えるとより簡単です。仕
上げにお好みで生クリームとクルミをトッ
ピングするのもお勧めします。

生チョコレートペースト
チョコレートに生クリームを加えて練り上げ
た、ちょっと贅沢なチョコレートペースト。

ジロロモーニ兄妹インタビュー　マリアさん⑤最終回
──ジーノ・ジロロモーニ農業協同組合の創始者の……というよ
りも、マリアさんのお父さんの思い出を何かお聞かせください。
マリア：これは私にとって個人的な、大事な思い出なので、話すべきか
どうか迷いますが、いい機会なのでお話しますね。ご承知のように、父
はたくさん本を書きました。けれど今より若いころ、娘としては、父の話な
ら毎日のように聞けるし、食事をしながらも話をしているし、と思って、正
直に言うと父が書いた本を読んだことがありませんでした。　
初めて、父が書いた本を読んだのは21歳の時で、それは『丘に活気が
戻る』という題名の本でした。その本の中に、グイド・チェロネッティという
哲学者が書いた一節を見つけました。そこには、農業が農薬を用いる
ようになって、田園地帯の畑はどれだけ悲しい場所になってしまった
か、ということについて書いてありました。「その昔、田園地帯では鳥の
鳴き声や虫の鳴き声が聞こえたけれど、今は何も聞こえない」というよう
な、本当に悲しいことが起きているという話です。　
そこに父がやってきました。私は「バッボ（マルケ州周辺で使われる「お
父さん」の意味）、今、この本を読んでいるの。グイド・チェロネッティにつ
いて書いたページよ！」。すると父は、かなり長文のチェロネッティの一節
をその場で暗誦し始めました。一言一句、全て記憶していたのです！　
それまで私は、父の活動を見ていて、組合を作ってすごいな、オーガ
ニックのライフスタイルを築き上げて偉いなと思っていました。けれどもそ
の時、父が暗誦する姿を見て、農薬や化学肥料を用いる農業によって

傷つけられた田舎を見て、父は心
の中で本当に苦しんでいたのだと
いうことが、はっきりとわかりました。
その時初めて、父が心の底から悲
しんできたのだということを理解で
きたのです。忘れられない思い出
です。ロカンダでお客様をお迎え
する時に心がけていることがあり
ます。昨年出版された父の伝記の
裏表紙にも引用されている、この、
父の言葉です。　「食べるということは、単に栽培して収穫して加工し
て調理するだけではありません。食べるということは、恵みであり、誠実
さであり、友情であり、美しさであり、暖かさであり、知恵であり、そして、
シンプルに一緒にいることなのです」　
これは一つの文化ですね。私は、ロカンダで大切にすべきことをこの言
葉がよく表していると考えて大切にしています。
──大切な思い出話をありがとうございました。
後記：ジーノの思い出を語る時、最初マリアさんはプライベートな話をし
ようかどうしようか、ためらいました。それから思い切ったように話してく
れました。ジーノの想いが、子どもたちに受け継がれ、ジロロモーニのも
のづくりに反映されていることを実感した一瞬でした。

父ジーノ・ジロロモーニの思い出

写真は昨年5月末に「Organic Lab Cafe "Ciaobella" 
with Girolomoni」のテラスで撮影したものです」

商品コード：121507
税込価格：497円（本体価格：460円）
内容量：160ｇ　賞味期間：6ヶ月　
入数：10　発注単位：冷蔵品混載20

冷蔵
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農園菓子工房ホトトギスの“グルテンフリー”米粉のブラウニー

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、カカオパウダー、オレンジ砂
糖漬け（オレンジピール、砂糖、洋酒、水飴、香料）、カカオニブ、塩

商品コード：161433　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

2月より予約販売が始まり、ご好評いただいておりますホトトギスの「米
粉のブラウニー」のご案内をさせていただきます。
ホトトギスの吉原ご夫妻は、2005年に岡山市郊外の中山間部の里山
に移住し、自給生活を始め、パン屋を営んでいましたが、奥様がグル
テン不耐症になり、やむなく閉店。その後、米粉の素晴らしさに気づ
き、協力者を得て自家栽培の米粉、極小粒黒豆の焦がし黒きな粉と
平飼い地鶏卵を使ってブラウニーを作られました。吉原ご夫妻は、有
機的循環農法を行っており、自分たちがおいしいと感じられる心もカ
ラダも豊かになるものづくりを目指しておられます。また、この事業は農
林水産省より6次産業化の認定を受けています。
創健社では、定期的にホトトギスの米粉のブラウニーの予約販売を
行って参ります。　4月のご注文　締切：4/13（水） 商品のお届け: 4/25
（月）より　詳しくは、営業担当にお問い合わせください。

農園菓子工房ホトトギス　吉原ご夫妻

ビターオレンジピール
中にはオレンジピール、上にカカオニブをま
ぶしています。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、アーモンド、カカオパウ
ダー、塩

商品コード：161432　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

カリフォルニアアーモンド
キャラメライズしたホールアーモンドを混ぜ
ています。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、カカオパウダー、ホワイトチョコ
レート（砂糖、ココアバター、全粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料）、ココナッツ、塩

商品コード：161431　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

ココナッツ＆ホワイトチョコ
ココナッツフレークをまぶして、中はガーナ
ホワイトチョコチップ。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、オーガニックチョコレート（砂糖、
カカオマス、ココアバター、バニラ香料）、米粉、カカオパウダー、塩

商品コード：161430　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

ダークチョコレート
オーガニックのダークチョコレートチップを
使用。定番です。

商品コード：161438　
内容量：3個（約43g×3）　
税込価格：1,080円（本体価格：1,000円）
入数：25　賞味期間：2ヶ月

米粉のブラウニー
3種のアソート
ココナッツ＆ホワイトチョコ、カリ
フォルニアアーモンド、ビターオ
レンジピールの3種類。大サイ
ズがオリジナルの箱に入ったプ
レゼント向きのセット。

商品コード：161439　
内容量：3個（約43g×3）　
税込価格：1,080円
（本体価格：1,000円）
入数：25　賞味期間：2ヶ月

米粉のブラウニー
3種の黒きなこアソート
素焼きくるみ、抹茶、黒ごまの3種
類。大サイズがオリジナルの箱に
入ったプレゼント向きのセット。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、カカ
オマス、生姜、てんさい糖、シナモン、レモン果肉、月桂樹、塩

商品コード：161437　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなことジンジャー
刻んだ生姜糖とカカオマスを練り込んだビ
ターな大人の味。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、黒砂糖、黒豆パウダー、黒ご
ま、練り胡麻、塩

商品コード：161436　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと黒ごま
濃厚でしっとりした黒ごまの香りが強いで
す。練り胡麻、すり胡麻を使用。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、抹
茶、塩

商品コード：161435　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと抹茶
一番人気！抹茶と黒きなこのマーブルで
す。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、くる
み、塩

商品コード：161434　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと素焼きくるみ
香ばしいくるみと黒きなこ。ナッツ好きの方
へ。

ジロロモーニ　RECIPE（ロングパスタ）

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機リングイネ ...１６０ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ１
あさり殻付き .....................２４個
にんにく................................１片
白ワイン.........................大さじ２
トマトピューレー............大さじ６
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①あさりは砂抜きを用意し、流水で
殻を手でこするようにして洗う。

②フライパンにみじん切りにした

にんにく、オリーブオイルを入
れ火にかける。香りが出たら①
と白ワインを加え、あさりの口
が開いたらあさりだけ取出す。
③沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、リングイネを
６分茹でる。
④②にトマトピューレー、③の茹で汁を
加え、こしょうをして少し煮詰める。
⑤パスタが茹で上がったら湯を
切り、④に加え、良く絡める。
⑥⑤にあさりを戻し、器に盛り出
来上がり。

GRANO DURO LINGUINE

デュラム小麦
有機リングイネ

ボンゴレロッソ風パスタ

ジーノ・ジロロモーニ農業協同組合の組合員が栽培したオーガニックデュラム小麦と組合が認めたイタリア各地のオーガニック農家の
栽培したものを組合のオーガニック専用パスタ工場で山の湧き水で仕込み、低温乾燥させたパスタです。デュラム小麦本来の豊かな
風味とうま味をお楽しみいただけます。
古代小麦グラツィエッラ・ラは、ある考古学者がエジプトの遺跡で発掘した小麦を持ち帰り、有機農業研究会に持ち込み、ジーノの師で
あったイーボ・トッティが栽培に成功し、それをジーノが受け継ぎ栽培、製品化に成功したものです。現代のデュラム小麦と比べると収
穫量は半分ですが、もちもちとした食感とほのかな甘味のする優しい味のパスタになりました。

茹で時間 7分

巾 2.95×厚み1.2mm

【材　料】（2人前）
全粒粉デュラム小麦有機スパ
ゲッティ............................. 160ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ２
玉葱................400g（スライス）
にんにく.............１片（スライス）
アンチョビ.......１本（みじん切り）
黒こしょう.............................少々
食塩......................................少々
パルミジャーノ（粉チーズ）...適宜
【作り方】
①フライパンに玉葱とにんにく、

オリーブオイルを入れ焦げす
ぎないように中火で約７分炒
める。
②沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ
を7分茹でる。
③①にアンチョビ、②の茹で汁大
さじ３と②の湯切りをしたスパ
ゲッティを入れ全体を混ぜ合
わせ、塩で味を調える。
④お皿に盛り、パルミジャーノと
黒こしょうをかけ、出来上がり。

GRANO DURO 
INTEGRALE SPAGHETTI

全粒粉デュラム小麦
有機スパゲッティ

玉ねぎとアンチョビのパスタ　ビゴリ風

茹で時間 8分

太さ 1.65mm

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機スパゲッティ
.........................................160ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ2
しらす..................................５０g
レタス...............................1/4個
にんにく................................１片
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ
を７分茹でる。

②レタスは洗って水気をよく取
り、手でちぎっておく。
③薄くスライスしたにんにくとオ
リーブオイルをフライパンに
入れ、火にかけ香りを出す。②
のレタス、①の茹で汁を少し加
え、しらすを加える。
④①のパスタが茹で上がったら、
湯を切り③に加え、良く混ぜ
る。
⑤塩、こしょうで味を調え、皿に
盛りつけ出来上がり。　

GRANO DURO SPAGHETTI

デュラム小麦
有機スパゲッティ

しらすとレタスのパスタ

茹で時間 8分

太さ 1.65mm

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機スパゲッティーニ...１６０ｇ
有機エキストラヴァージンオリーブオイル...大さじ2
あさり殻付き .....................２４個
菜の花..............................１００ｇ
にんにく、しょうが.............各１片
白ワイン.........................大さじ２
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①あさりは砂抜きを用意し、流水で
殻を手でこするようにして洗う。
②菜の花は茎の下を少し切り落
とし、茎と花を切り分ける。

③沸騰したお湯1.6ℓに塩16g（分
量外）を入れ、スパゲッティーニを
4分茹で、ザルにあげ、オリーブオ
イル小さじ２杯を振りかけておく。
④フライパンに残りのオリーブオ
イルを熱し、にんにくとしょうが
のみじん切りを炒める。香りが出
たら①を入れ、白ワインを振る。
⑤④に②の茎、花の順に入れ、ふ
たをして１～２分ほど蒸し、あ
さりの口が開き、１分ほどした
ら火を止め、③を加え、塩、こ
しょうで味を調える。
⑥器に盛りつけ、出来上がり。

GRANO DURO SPAGHETTINI

デュラム小麦
有機スパゲッティーニ

菜の花とあさりのパスタ

茹で時間 5分

太さ 1.4mm

【材　料】（2人前）
古代小麦有機スパゲッティ...160ｇ
じゃが芋.................................１個
ペコリーノチーズのすりおろし（なけ
ればパルミザンチーズ） ...大さじ６
オリーブオイル…適宜　卵…４個
塩・粗挽きこしょう................少々
【作り方】
①フライパンにオリーブオイル
を入れ、目玉焼きを作り、皿に
取り出しておく。
②沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ

を７分茹でる。
③フライパンにオリーブオイル、
5mm角に切り水にさらしてか
ら水気を良く切ったじゃが芋を
加えて火が通るまで炒める。
④スパゲッティが茹で上がったら
湯を切り③に入れ、②の茹で汁
少々と目玉焼き２個を加え、つ
ぶしながら混ぜ、火を止める。
⑤④に半分の量のチーズを加えて
よく混ぜ、器に盛り、上に目玉焼
きをのせ、残りのチーズ、粗挽き
こしょうをかけて出来上がり。

GRAZIELLA RA SPAGHETTI

古代小麦
グラツィエッラ・ラ
有機スパゲッティ

ペコリーノチーズとポテトのパスタ

茹で時間 8分

太さ 1.8mm
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【原材料】昆布（青森、北海道）、有機米酢
（醸造地：岐阜、米産地：アメリカ）

【原材料】ひじき（瀬戸内海）、切干大根（宮
崎）、れんこん（熊本）、人参（熊本）、椎茸（宮崎）

今月のおすすめ商品（海藻・乾物）

季節商品のご案内

商品コード:150030　
本体価格：650円　
内容量：100g　入数：30　賞味期間：1年

商品コード:150068
本体価格：320円　
内容量：36g　入数：20　賞味期間：10ケ月

青森県産の昆布
に北海道産根昆
布を加え、有機玄
米酢に漬け込み
ました。

根昆布入り とろろ昆布

商品コード:150100
本体価格：340円　
内容量：25g　入数：30　賞味期間：1年

５種類の国内産原料
のみを限定使用しま
した。ひじき、切干大
根、れんこん、人参、椎
茸をバランス良くブレ
ンドした便利な乾燥
調理用素材です。

国産五彩ひじき

商品コード:150101　
本体価格：280円　
内容量：25g　
入数：20
賞味期間：1年

宗田節などを使わず、鹿児
島県枕崎で水揚げされたか
つおのみを使用しています。
おひたしや冷奴、おにぎりな
ど幅広くご利用ください。

花かつお

商品コード:150107　
本体価格：360円　
内容量：4g×5　
入数：30
賞味期間：1年

煙でいぶさず、くん液（木酢液
を蒸留）を用いたベンツピレン
が少ない製法で作りました。

いわだれの花削り かつお

商品コード:150120
本体価格：360円　
内容量：30g　
入数：12
賞味期間：1年

静岡県焼津産かつお使
用。旨みを引き出す発酵
技術のかび付け（枯らす
こと）と天日干しを４回以
上繰り返すことにより深い
旨みと芳醇さを醸し出し
ます。

本枯れ かつお節

商品コード:150025
本体価格：330円　
内容量：30g　入数：30　賞味期間：1年

長ひじき
現代人に不足し
がちなカルシウム・
鉄・食物繊維を
豊富に含む国内
産のひじきを自然
乾燥しました。

【原材料】ひじき（愛媛）

【原材料】かつおのふし（鹿児島県枕崎）

きざみ出し昆布
北海道産真昆布
を使いやすく刻ん
だ出し昆布です。
うまみたっぷり、鍋
物、煮物、お味噌
汁など各種お料
理に役立つ昆布
です。

【原材料】真昆布（北海道）

【原材料】砂糖（国内産）、穀物酢（国内産）、食塩（国内産）還元水あめ（国内
産）、昆布エキス（国内産）、酵母エキス（国内産）

商品コード:110428
税込価格：702円（本体価格：650円）　
内容量：1L　入数：12　賞味期間：２年

鳥取砂丘らっきょうのＪＡ鳥取いなばで作られた鳥取砂丘らっきょうに適した
「らっきょう酢」です。酸化防止剤、保存料等の食品添加物は使用しておりま
せん。それぞれの「マイ砂丘らっきょう」をお楽しみ下さい。らっきょう漬以外に
も、お寿司、ピクルス、酢のものなどいろいろとご利用下さい。

ご家庭でそれぞれの「マイ砂丘らっきょう」を！
ＪＡ鳥取いなば らっきょう酢

【原材料】かつお（焼津港水揚げ）、くん液 【原材料】かつお・かれぶし（静岡県焼津）

●ヘルシーらっきょうの作り方●

ご予約承り中!
平成28年5月20日（金）まで

南山城村・童仙房南山城村・童仙房京都

限定 500個

標高 500ｍの高原で
栽培しているので成長はゆっくり。
その分じっくり旨みを蓄えました。

商品コード:080501　
税込価格：1,890円（本体価格：1,750円）　
内容量：100g　入数：50　賞味期間：10ヶ月

商品コード:080459
税込価格：1,437円（本体価格：1,330円）　
内容量：100g　入数：50　賞味期間：10ヶ月

【原材料】有機緑茶（京都府産） 【原材料】有機緑茶（京都府産）

童仙房 有機宇治新茶 緑
５月下旬に収穫する茶葉を使用し、
すっきりした渋みと旨み、お茶らしい苦
みもある懐かしい味に仕上げました。

童仙房 有機宇治新茶 金

JAオリジナルらっきょう酢

童仙房茶舗が2016年一番最初に
摘める走り新茶。さわやかな香り・濃
厚な旨み・渋みを楽しんで頂ける旬
のお茶。限定品

商品のお届け
平成28年６月６日（月）より随時
 ※天候により予定日から前後する場合がございます。

1980 年より有機栽培で宇治茶を
生産・製造しています。

有機 JAS 認定
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新 商品のご案内

【原材料】カシューナッツ、甜菜糖（北海道）、鶏
卵（国内産）、抹茶（京都）、膨脹剤（重曹）（国内産）

商品コード：163079
税込価格：281円（本体価格：260円）
内容量：85g　入数：12　賞味期間：3ヶ月

商品コード：191218
税込価格：1,512円
（本体価格：1,400円）
内容量：125ml
入数：12　使用期間：3年

パーフェクトポーションアウトドアボディスプレー
2016年限定ラベル
夏のお肌をアロマで
ガードする虫除けス
プレー。2015年に引
き続き、2016年も限定
パッケージを発売。今
回は、自然や動物を
モチーフにした影絵
のようなデザイン。数
量限定。
4月上旬入荷予定

商品コード：191219
税込価格：702円
（本体価格：650円）
内容量：50ml　入数：20
使用期間：3年

（ラベンダー）　商品コード：191224
税込価格：1,620円（本体価格：1,500円）
内容量：50ml　入数：8　使用期間：3年

（シトラス）　商品コード：191225
税込価格：1,620円（本体価格：1,500円）
内容量：50ml　入数：8　使用期間：3年

（無香料）商品コード：191226
税込価格：1,620円（本体価格：1,500円）
内容量：50ml　入数：8　使用期間：3年

無香料

商品コード：191227
税込価格：1,620円（本体価格：1,500円）
内容量：50ml　入数：8　使用期間：3年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス
デオドラントロールオン
ＥＸクール　アイスミント
オーガニックペパー
ミントとスペアミントの
Ｗミントがクールに冷
却し、しっかり消臭し
ます。
5月上旬入荷予定

商品コード：170706
税込価格：2,376円（本体価格：2,200円）
内容量：45g　入数：10　使用期間：2年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス
アロエベラ　サンプロテクト　
センシティブ
カモミールとカレンデュラ
エキスの抗炎症作用で
日焼けによるダメージか
らお肌をやさしくいたわ
るUVクリーム。敏感肌
の方や赤ちゃんにも。
4月上旬入荷予定

商品コード：170707
税込価格：2,484円（本体価格：2,300円）
内容量：45g　入数：10　使用期間：2年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス
モスガード　サンプロテクト　
ベビー
植物の香りの力を活か
しシトロネラ・ラベンダー・
レモンマートルなどの虫
が嫌う精油ブレンドで
不快な虫を寄せ付けな
いＵＶクリーム。
4月上旬入荷予定

商品コード：170708
税込価格：2,916円（本体価格：2,700円）
内容量：45g　入数：10　使用期間：2年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス
プラカシーオイル　サンプロテクト
ＥＸホワイライト
「アマゾンの奇跡」と呼
ばれる美白成分プラカ
シーオイル配合のUVク
リーム。オーガニック高
配合なのにしっかり紫
外線を防ぎ、美白効果
とスキンケア効果で透
明感のあるお肌へ導き
ます。4月上旬入荷予定

商品コード：191222
税込価格：1,728円
（本体価格：1,600円）
内容量：125ml　入数：12　
使用期間：3年

商品コード：191223
税込価格：864円
（本体価格：800円）
内容量：50ml　入数：20　
使用期間：3年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス　モスガードスプレー
ベビー
アルコールフリーの
オーガニックアロマ虫
よけ「アウトドア モス
ガード スプレー」が、
かわいいベビーデザ
インにリニューアルい
たしました。
4月上旬入荷予定

旧コード：191058
商品コード：191220
税込価格：2,484円（本体価格：2,300円）
内容量：25ml　入数：4　使用期間：2年

旧コード：191059　商品コード：191221
税込価格：2,160円（本体価格：2,000円）
内容量：25ml　入数：6　使用期間：2年

旧コード：191163
商品コード：191231
税込価格：1,620円（本体価格：1,500円）
内容量：300ml　入数：6　使用期間：3年

たかくら新産業　メイドオブオーガニクス
ダニオフスプレー
ダニが嫌がるエッセンシャ
ルオイルをブレンド。快適な
空間を保ちます。パッケー
ジをリニューアルいたしま
す。（５月１日より）

大興食品　
抹茶のカシューナッツコロン
カシューナッツをベースにし、北海道産
の甜菜糖、鶏卵、宇
治抹茶を加えた一
口サイズ。サクッと焼
き上げ大変口どけ
のいい、後を引く美
味しさです。
4月上旬入荷予定

【原材料】キヌア（ペルー）

商品コード：130137
税込価格：216円（本体価格：200円）
内容量：40g　入数：40　賞味期間：1年

旭食品　
そのまま食べれるキヌア
ペルー共和国で生産された良質のキ
ヌアを国内工場に
て選別加工。調理
済みなのでそのま
ま使えます。ご飯に
混ぜたり、サラダや
スープ入れてお召
し上がり下さい。
4月上旬入荷予定

たかくら新産業
プラグアロマ　バズオフ　セット
室内用虫よけアロ
マディフューザー
「プラグアロマバズ
オフリキッド」が、店
頭でも分かりやす
いようにパッケージ
をリニューアルしま
した。
4月上旬入荷予定

交換用

たかくら新産業　
メイドオブオーガニクス
デオドラントロールオン
ＥＸホワイライト　
従来のホワイライトエキスに「アマゾン
の奇跡」と呼ばれるオーガニック美白
成分プラカシーオイルを配合。100%
天然成分、オーガニック成分高配合
でワキの悩み「黒ずみ、肌荒れ、ニオ
イ」にこたえる高機能デオドラントアイ
テムです。　5月上旬入荷予定

ラベンダー フレッシュ
シトラス

リニューアル

リニューアル
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2 5 ※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。

農園菓子工房ホトトギスの“グルテンフリー”米粉のブラウニー

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、カカオパウダー、オレンジ砂
糖漬け（オレンジピール、砂糖、洋酒、水飴、香料）、カカオニブ、塩

商品コード：161433　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

2月より予約販売が始まり、ご好評いただいておりますホトトギスの「米
粉のブラウニー」のご案内をさせていただきます。
ホトトギスの吉原ご夫妻は、2005年に岡山市郊外の中山間部の里山
に移住し、自給生活を始め、パン屋を営んでいましたが、奥様がグル
テン不耐症になり、やむなく閉店。その後、米粉の素晴らしさに気づ
き、協力者を得て自家栽培の米粉、極小粒黒豆の焦がし黒きな粉と
平飼い地鶏卵を使ってブラウニーを作られました。吉原ご夫妻は、有
機的循環農法を行っており、自分たちがおいしいと感じられる心もカ
ラダも豊かになるものづくりを目指しておられます。また、この事業は農
林水産省より6次産業化の認定を受けています。
創健社では、定期的にホトトギスの米粉のブラウニーの予約販売を
行って参ります。　4月のご注文　締切：4/13（水） 商品のお届け: 4/25
（月）より　詳しくは、営業担当にお問い合わせください。

農園菓子工房ホトトギス　吉原ご夫妻

ビターオレンジピール
中にはオレンジピール、上にカカオニブをま
ぶしています。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、アーモンド、カカオパウ
ダー、塩

商品コード：161432　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

カリフォルニアアーモンド
キャラメライズしたホールアーモンドを混ぜ
ています。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、カカオパウダー、ホワイトチョコ
レート（砂糖、ココアバター、全粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料）、ココナッツ、塩

商品コード：161431　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

ココナッツ＆ホワイトチョコ
ココナッツフレークをまぶして、中はガーナ
ホワイトチョコチップ。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、オーガニックチョコレート（砂糖、
カカオマス、ココアバター、バニラ香料）、米粉、カカオパウダー、塩

商品コード：161430　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

ダークチョコレート
オーガニックのダークチョコレートチップを
使用。定番です。

商品コード：161438　
内容量：3個（約43g×3）　
税込価格：1,080円（本体価格：1,000円）
入数：25　賞味期間：2ヶ月

米粉のブラウニー
3種のアソート
ココナッツ＆ホワイトチョコ、カリ
フォルニアアーモンド、ビターオ
レンジピールの3種類。大サイ
ズがオリジナルの箱に入ったプ
レゼント向きのセット。

商品コード：161439　
内容量：3個（約43g×3）　
税込価格：1,080円
（本体価格：1,000円）
入数：25　賞味期間：2ヶ月

米粉のブラウニー
3種の黒きなこアソート
素焼きくるみ、抹茶、黒ごまの3種
類。大サイズがオリジナルの箱に
入ったプレゼント向きのセット。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、カカ
オマス、生姜、てんさい糖、シナモン、レモン果肉、月桂樹、塩

商品コード：161437　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなことジンジャー
刻んだ生姜糖とカカオマスを練り込んだビ
ターな大人の味。

【原材料】粗製糖、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、黒砂糖、黒豆パウダー、黒ご
ま、練り胡麻、塩

商品コード：161436　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと黒ごま
濃厚でしっとりした黒ごまの香りが強いで
す。練り胡麻、すり胡麻を使用。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、抹
茶、塩

商品コード：161435　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと抹茶
一番人気！抹茶と黒きなこのマーブルで
す。

【原材料】鶏卵、ココナッツオイル、粗製糖、黒砂糖、米粉、黒豆パウダー、くる
み、塩

商品コード：161434　内容量：1個（約28g）　
税込価格：238円（本体価格：220円）
入数：24　
賞味期間：2ヶ月

黒きなこと素焼きくるみ
香ばしいくるみと黒きなこ。ナッツ好きの方
へ。

ジロロモーニ　RECIPE（ロングパスタ）

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機リングイネ ...１６０ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ１
あさり殻付き .....................２４個
にんにく................................１片
白ワイン.........................大さじ２
トマトピューレー............大さじ６
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①あさりは砂抜きを用意し、流水で
殻を手でこするようにして洗う。

②フライパンにみじん切りにした

にんにく、オリーブオイルを入
れ火にかける。香りが出たら①
と白ワインを加え、あさりの口
が開いたらあさりだけ取出す。
③沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、リングイネを
６分茹でる。
④②にトマトピューレー、③の茹で汁を
加え、こしょうをして少し煮詰める。
⑤パスタが茹で上がったら湯を
切り、④に加え、良く絡める。
⑥⑤にあさりを戻し、器に盛り出
来上がり。

GRANO DURO LINGUINE

デュラム小麦
有機リングイネ

ボンゴレロッソ風パスタ

ジーノ・ジロロモーニ農業協同組合の組合員が栽培したオーガニックデュラム小麦と組合が認めたイタリア各地のオーガニック農家の
栽培したものを組合のオーガニック専用パスタ工場で山の湧き水で仕込み、低温乾燥させたパスタです。デュラム小麦本来の豊かな
風味とうま味をお楽しみいただけます。
古代小麦グラツィエッラ・ラは、ある考古学者がエジプトの遺跡で発掘した小麦を持ち帰り、有機農業研究会に持ち込み、ジーノの師で
あったイーボ・トッティが栽培に成功し、それをジーノが受け継ぎ栽培、製品化に成功したものです。現代のデュラム小麦と比べると収
穫量は半分ですが、もちもちとした食感とほのかな甘味のする優しい味のパスタになりました。

茹で時間 7分

巾 2.95×厚み1.2mm

【材　料】（2人前）
全粒粉デュラム小麦有機スパ
ゲッティ............................. 160ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ２
玉葱................400g（スライス）
にんにく.............１片（スライス）
アンチョビ.......１本（みじん切り）
黒こしょう.............................少々
食塩......................................少々
パルミジャーノ（粉チーズ）...適宜
【作り方】
①フライパンに玉葱とにんにく、

オリーブオイルを入れ焦げす
ぎないように中火で約７分炒
める。
②沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ
を7分茹でる。
③①にアンチョビ、②の茹で汁大
さじ３と②の湯切りをしたスパ
ゲッティを入れ全体を混ぜ合
わせ、塩で味を調える。
④お皿に盛り、パルミジャーノと
黒こしょうをかけ、出来上がり。

GRANO DURO 
INTEGRALE SPAGHETTI

全粒粉デュラム小麦
有機スパゲッティ

玉ねぎとアンチョビのパスタ　ビゴリ風

茹で時間 8分

太さ 1.65mm

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機スパゲッティ
.........................................160ｇ
有機エキストラヴァージンオリー
ブオイル.........................大さじ2
しらす..................................５０g
レタス...............................1/4個
にんにく................................１片
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ
を７分茹でる。

②レタスは洗って水気をよく取
り、手でちぎっておく。
③薄くスライスしたにんにくとオ
リーブオイルをフライパンに
入れ、火にかけ香りを出す。②
のレタス、①の茹で汁を少し加
え、しらすを加える。
④①のパスタが茹で上がったら、
湯を切り③に加え、良く混ぜ
る。
⑤塩、こしょうで味を調え、皿に
盛りつけ出来上がり。　

GRANO DURO SPAGHETTI

デュラム小麦
有機スパゲッティ

しらすとレタスのパスタ

茹で時間 8分

太さ 1.65mm

【材　料】（2人前）
デュラム小麦有機スパゲッティーニ...１６０ｇ
有機エキストラヴァージンオリーブオイル...大さじ2
あさり殻付き .....................２４個
菜の花..............................１００ｇ
にんにく、しょうが.............各１片
白ワイン.........................大さじ２
食塩、こしょう.......................少々
【作り方】
①あさりは砂抜きを用意し、流水で
殻を手でこするようにして洗う。
②菜の花は茎の下を少し切り落
とし、茎と花を切り分ける。

③沸騰したお湯1.6ℓに塩16g（分
量外）を入れ、スパゲッティーニを
4分茹で、ザルにあげ、オリーブオ
イル小さじ２杯を振りかけておく。
④フライパンに残りのオリーブオ
イルを熱し、にんにくとしょうが
のみじん切りを炒める。香りが出
たら①を入れ、白ワインを振る。
⑤④に②の茎、花の順に入れ、ふ
たをして１～２分ほど蒸し、あ
さりの口が開き、１分ほどした
ら火を止め、③を加え、塩、こ
しょうで味を調える。
⑥器に盛りつけ、出来上がり。

GRANO DURO SPAGHETTINI

デュラム小麦
有機スパゲッティーニ

菜の花とあさりのパスタ

茹で時間 5分

太さ 1.4mm

【材　料】（2人前）
古代小麦有機スパゲッティ...160ｇ
じゃが芋.................................１個
ペコリーノチーズのすりおろし（なけ
ればパルミザンチーズ） ...大さじ６
オリーブオイル…適宜　卵…４個
塩・粗挽きこしょう................少々
【作り方】
①フライパンにオリーブオイル
を入れ、目玉焼きを作り、皿に
取り出しておく。
②沸騰したお湯1.6ℓに塩16g
（分量外）を入れ、スパゲッティ

を７分茹でる。
③フライパンにオリーブオイル、
5mm角に切り水にさらしてか
ら水気を良く切ったじゃが芋を
加えて火が通るまで炒める。
④スパゲッティが茹で上がったら
湯を切り③に入れ、②の茹で汁
少々と目玉焼き２個を加え、つ
ぶしながら混ぜ、火を止める。
⑤④に半分の量のチーズを加えて
よく混ぜ、器に盛り、上に目玉焼
きをのせ、残りのチーズ、粗挽き
こしょうをかけて出来上がり。

GRAZIELLA RA SPAGHETTI

古代小麦
グラツィエッラ・ラ
有機スパゲッティ

ペコリーノチーズとポテトのパスタ

茹で時間 8分

太さ 1.8mm
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ホームページでバックナンバーをご覧いただけます。
創健社ホームページ www . s okensha . c o . j p  トップページ右下に創健社ニュースのボタンがあります。ここをクリックすると創健社ニュースのバックナンバーをご覧いただけます。
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社是 有理創健

お い し い 時 間 が あ ふ れ 出 す 。 創 健 社

機能性表示食品への切り替えのため、パッケージが変更になりました。品質
に関する届け出情報は消費者庁ホームページで公開されています。
◎甲陽ケミカル　グルコサミン　９０粒（直送）（商品コード：050773）

３月より商品特長をよりわかりやすくお伝えするため、手触り感をだし、よりお客
様に親しんでいただけるよう、クラフト袋に変更いたしました。商品コード、本
体価格等変更はありません。
◎童仙房茶舗　有機ほうじ玄米茶　150g（商品コード：080477）

パッケージ変更
4月１日より室内虫よけの視認性を高めるパッケージに変更いたします。コンセ
ントプラグと液体ボトルのデザインは変更ありません。変更に伴い商品コード、
JANコードも変更になります。価格は変更ありません。
◎たかくら新産業　プラグアロマ　バズオフリキッドセット　25ml（商品コード：191058）
商品コード：旧）191058→新）191220　本体価格：2,300円　入数：4
JANコード：旧）4528636900731→新）4528636901349
◎たかくら新産業　プラグアロマ　バズオフリキッド（交換用）　25ml（商品コード：191058）
商品コード：旧）191059→新）191221　本体価格：2,000円　入数：６
JANコード：旧）4528636900748→新）4528636901363

成分、表示変更
成分を一部変更することで粘度を上げ、下からこぼれにくくなりました。また酸性
度を下げ、刺激が緩和されました。使用方法の表示、使用上の注意の表示も変
更になります。変更に伴い、パッケージが変更になります。順次切り替え予定
◎パックスナチュロン　リンス　ポンプ式ボトル　５００ml（商品コード：175626）
◎パックスナチュロン　リンス　詰め替え用　５００ml（商品コード：175627）
◎パックスナチュロン　リンス　ボトル　400ml（直送）（商品コード：175630）
成分：旧）水、クエン酸、エタノール、グリセリン、ホホバ油、キサンタンガ
ム、香料、クエン酸Na→新）水、エタノール、グリセリン、クエン酸、キサン
タンガム、ホホバ種子油、香料、クエン酸Na

容量変更
５月１日より内容量を250mｌから300mlに変更いたします。変更に伴い商品
コード、パッケージ、JANコードも変更になります。価格は変更ありません。
◎たかくら新産業　メイドオブオーガニクス　ダニオフファブリックスプ
レー　250ml（商品コード：191163）
商品コード：旧）191163→新）191231　
内容量：旧)250ml→新）300ml　本体価格：1,500円　入数:6　
JANコード：旧）4528636411169→新）4528636411732

使用している黄桃ですが、ギリシャ産の原料が少ないため、今後中国産の原
料を使用します。５月以降を予定
黄桃（南アフリカ、ギリシャ他）→黄桃（南アフリカ、ギリシャ、中国他）
◎糀屋本店　杏仁とうふ　500g（商品コード：160546）
◎糀屋本店　フルーツみつ豆　500g（商品コード：16054７）

原材料変更
使用原料の安定供給のため次回メーカー製造分より原産国が（ペルー・メキ
シコ）→（ペルー・グアテマラ）変更になります。
◎麻布タカノ　オーガニック・カフェ・グラッセ（無糖）　1L（商品コード：092482）
◎麻布タカノ　オーガニック・テ・グラッセ（無糖）　1L（商品コード：092484）

価格変更
原材料の高騰により、価格が６月１日より変更になります。価格以外の変更は
ありません。
◎太田油脂 ぷるっとゼリーぶどう 16g×10（商品コード162088）
本体価格:旧）各260円→新）280円
◎太田油脂 ぷるっとゼリーみかん 16g×10（商品コード162089）
本体価格:旧）各260円→新）280円
◎太田油脂 ぷるっとゼリーもも 16g×10（商品コード162108）
本体価格:旧）各260円→新）280円

入数変更
内容量、サイズ等変更させていただきましたが、入数も変更となります。ご案
内が遅れまして申し訳ありません。
◎創健社　ひえコロコロ　50g（商品コード：450019）
入数旧）:旧）20→新）12

商品規格変更のお知らせ
表示変更
新しい食品表示に対応の表示に変更いたします。また、お客様にわかりやす
い表示にも一部変更いたします。使用しております原材料の香料の表記の仕
方、製造者の表示、栄養成分表示のレイアウト変更、アレルゲン喚起表示の
追加、レモンを現在フルーツの数に含めておりませんでしたが、今後含めます
ので表記を「３種類のフルーツ」を「4種類のフルーツ」に変更等になります。変
更に伴う商品コード、価格等の変更はありません。３月下旬より順次切り替え。
◎創健社　菜食元気　190g（商品コード：090088）

終売商品のお知らせ
◎創健社　ジロロモーニ　マロンジャム　225g（商品コード：129901）
販売を終了いたします。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎甲陽ケミカル　イチョウ葉濃縮液　フラギンコ　EX　 60ml（直送）（商品コード：050772）
原材料、資材費の高騰により生産、販売が終了になりました。

休止商品のお知らせ
◎ココウェル　エキストラヴァージンココナッツオイル（エクスペラー）
360g（直送）（商品コード：100404）
メーカーにて在庫が完売し、一時休売となります。メーカーへの入荷は４月下旬頃を予定
◎小林農園　山幸彦ふきのとう　125g（直送）（商品コード：121869）
◎小林農園　山幸彦蕗みそ　125g（直送）（商品コード：121882）
国産品需要の増加により在庫が枯渇しており、４月末頃には原料供給が完全
に滞り、メーカーにて欠品になります。９月中旬まで休止になります。

欠品商品のお知らせ
◎アスプルンド　NURTIVAオーガニックヘンプパウダーファイバー　454g（商品コード：050067）
◎オーガニッククランチー　ヘーゼルナッツチョコ　375g（商品コード：167010）
次回入荷は４月上旬頃になります。
◎富士食品　炊き込み赤米　250g（商品コード：130681）
11月新米入荷まで欠品になります。
◎エミュール　ミネラルバスパウダー　1500g（商品コード：191064）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定
◎キャナ　亜麻仁油フラオー　230g（商品コード：101427）
メーカーへの入荷は４月頃を予定

※表示価格は税込価格（消費税8%）で、１円未満の端数は切り上げております。

お 手 数 で す が 営 業 又 は 仕 入 れ ご担当者にご回覧下さい。
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商品コード：091164
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年6ヶ月
入数：20　発注単位：20

りんごしぼり
長野産りんご使用。りんご本来の美味し
さを大切に、酸化防止剤（ビタミンC）は
使用しておりません。

渇いたのどをうるおすには冷たいドリンクが最適です。
夏限定商品も含め、当社こだわりのドリンク商品をご紹介いたします。

商品コード：091154
税込価格：184円
（本体価格：170円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年
入数：20　発注単位：20

ぶどうしぼり
国内産ぶどうだけを使用。香料を使用せ
ず、芳醇な香り・甘さ・やさしい酸味をお
楽しみいただけます。

商品コード：090379
税込価格：206円
（本体価格：190円）
内容量：200ｇ
賞味期間：9ヶ月
入数：24　発注単位：24

国産野菜
1本で1日分の野菜を使用（国内産野菜を350
ｇ分使用、その内120ｇ分は緑黄色野菜使
用）。野菜不足が気になる方におすすめです。

商品コード：090088
税込価格：141円
（本体価格：130円）
内容量：190ｇ
賞味期間：2年
入数：30　発注単位：30

菜食元気
のどごしがさらっと飲みやすい、
野菜と果実のジュースです

商品コード：090303
税込価格：105円
（本体価格：97円）
内容量：250ｍｌ
賞味期間：1年 
入数：30　発注単位：30

丹沢サイダー
神奈川県丹沢山系がつくり出したおいし
い水を使った、甘さひかえめのサイダー。

商品コード：090290
税込価格：216円
（本体価格：200円）
内容量：360ｍｌ
賞味期間：1年
入数：24　発注単位：24

北アルプスの天然水サイダー
立山連峰の伏流水を100％使用したさわ
やかな飲み口のサイダー。

商品コード：090952
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

まりこの紅茶
静岡県丸子（まりこ）で村松二六さんが
丹精込めて特別栽培した茶葉を100％
使用。

商品コード：090953
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

緑茶
長崎県北松浦郡佐々町で北村親二さん
が丹精込めて有機栽培した茶葉を
100％使用。

商品コード：090205
税込価格：130円
（本体価格：120円）
内容量：190ｇ
賞味期間：1年
入数：30　発注単位：30

コロンビアコーヒー
有機栽培コロンビアコーヒー豆100％を
使用し、豆本来の風味を存分に引き出し
ました。

商品コード：090261
税込価格：105円
（本体価格：97円）
内容量：100ｍｌ
賞味期間：1年
入数：50　発注単位：10

ローヤルゼリードリンク
1本あたり100ｍｇの生ローヤルゼリーを
含有。蜂蜜も加え飲みやすく仕上げまし
た。

商品コード：090183
税込価格：130円
（本体価格：120円）
内容量：120ｍｌ
賞味期間：1年 
入数：40　発注単位：10

くろすバーモント
国内産りんご果汁と蜂蜜をブレンドした
バーモント飲料に玄米酢を加えました。

商品コード：090951
税込価格：152円
（本体価格：140円）
内容量：500ｍｌ
賞味期間：10ヶ月
入数：24　発注単位：24

黒米入り五穀大黒茶
国内産の黒米に、五穀をバランスよくブレ
ンドしてすっきりとしたのどごし、また香ば
しく仕上げました。

＊製造工場の都合により、5月中旬以降アルミ缶入りの
　商品に仕様を変更させていただく予定です。

生チョコレートぺースト
を使ったチョコレート
ドリンクレシピ

【材　料】（１人分）150ml
｢生チョコレートペースト｣……大さじ1
牛乳（または豆乳）………………150ml

【作り方】
｢生チョコレートペースト｣に少量牛乳を加
え、かき混ぜて溶かしてから残りの牛乳を
加えて下さい。
また、｢生チョコレートペースト｣をお好み
の量だけとって電子レンジで500ｗ約20
秒加熱し牛乳を加えるとより簡単です。仕
上げにお好みで生クリームとクルミをトッ
ピングするのもお勧めします。

生チョコレートペースト
チョコレートに生クリームを加えて練り上げ
た、ちょっと贅沢なチョコレートペースト。

ジロロモーニ兄妹インタビュー　マリアさん⑤最終回
──ジーノ・ジロロモーニ農業協同組合の創始者の……というよ
りも、マリアさんのお父さんの思い出を何かお聞かせください。
マリア：これは私にとって個人的な、大事な思い出なので、話すべきか
どうか迷いますが、いい機会なのでお話しますね。ご承知のように、父
はたくさん本を書きました。けれど今より若いころ、娘としては、父の話な
ら毎日のように聞けるし、食事をしながらも話をしているし、と思って、正
直に言うと父が書いた本を読んだことがありませんでした。　
初めて、父が書いた本を読んだのは21歳の時で、それは『丘に活気が
戻る』という題名の本でした。その本の中に、グイド・チェロネッティという
哲学者が書いた一節を見つけました。そこには、農業が農薬を用いる
ようになって、田園地帯の畑はどれだけ悲しい場所になってしまった
か、ということについて書いてありました。「その昔、田園地帯では鳥の
鳴き声や虫の鳴き声が聞こえたけれど、今は何も聞こえない」というよう
な、本当に悲しいことが起きているという話です。　
そこに父がやってきました。私は「バッボ（マルケ州周辺で使われる「お
父さん」の意味）、今、この本を読んでいるの。グイド・チェロネッティにつ
いて書いたページよ！」。すると父は、かなり長文のチェロネッティの一節
をその場で暗誦し始めました。一言一句、全て記憶していたのです！　
それまで私は、父の活動を見ていて、組合を作ってすごいな、オーガ
ニックのライフスタイルを築き上げて偉いなと思っていました。けれどもそ
の時、父が暗誦する姿を見て、農薬や化学肥料を用いる農業によって

傷つけられた田舎を見て、父は心
の中で本当に苦しんでいたのだと
いうことが、はっきりとわかりました。
その時初めて、父が心の底から悲
しんできたのだということを理解で
きたのです。忘れられない思い出
です。ロカンダでお客様をお迎え
する時に心がけていることがあり
ます。昨年出版された父の伝記の
裏表紙にも引用されている、この、
父の言葉です。　「食べるということは、単に栽培して収穫して加工し
て調理するだけではありません。食べるということは、恵みであり、誠実
さであり、友情であり、美しさであり、暖かさであり、知恵であり、そして、
シンプルに一緒にいることなのです」　
これは一つの文化ですね。私は、ロカンダで大切にすべきことをこの言
葉がよく表していると考えて大切にしています。
──大切な思い出話をありがとうございました。
後記：ジーノの思い出を語る時、最初マリアさんはプライベートな話をし
ようかどうしようか、ためらいました。それから思い切ったように話してく
れました。ジーノの想いが、子どもたちに受け継がれ、ジロロモーニのも
のづくりに反映されていることを実感した一瞬でした。

父ジーノ・ジロロモーニの思い出

写真は昨年5月末に「Organic Lab Cafe "Ciaobella" 
with Girolomoni」のテラスで撮影したものです」

商品コード：121507
税込価格：497円（本体価格：460円）
内容量：160ｇ　賞味期間：6ヶ月　
入数：10　発注単位：冷蔵品混載20

冷蔵


