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お休みさせていただきます。
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎日本ゆずレモン 広島レモン 120ml（商品コード111026）　本体価格：旧）380円→新）440円
レモンが想定を超える不作、レモンブームなどにより価格が高騰したため、価格が変更
になります。9月1日より

リニューアル
◎太陽油脂
　ベビー全身 シャンプー詰替 300ml（商品コード170460）〈直送〉
　ベビー全身 シャンプーボトル 300ml（商品コード170461）〈直送〉
　ベビーハンドソープ詰替 300ml（商品コード170463）〈直送〉
　ベビーハンドソープボトル 80ml（商品コード170464）〈直送〉
リニューアルの変更点
油の製法にこだわったことにより原材料を軽減しました。
天然酸化防止剤・ビタミンE（トコフェロール）を添加しました。
成分表示名称が変更になります。
成分名：旧）カリ石ケン素地→新）マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、パーム核油、ヤ
シ油、水酸化K、パルミトオレイン酸の成分表記変更：旧）パルミトオレイン酸→新）パル
ミトレイン酸
シャンプーボトルの容器変更。
9月1日メーカー出荷分より
◎ファイン
　カラダにやさしい かぼちゃポタージュ 42g（14g×3袋）（商品コード121421）
　カラダにやさしい ごぼうポタージュ 39g（13g×3袋）（商品コード121422）
　カラダにやさしい ポタージュ 42g（14g×3袋）（商品コード121408）
　カラダにやさしい たまねぎスープ 30g（10g×3袋）（商品コード110654）〈直送〉
　カラダにやさしい 野菜スープ 16.5g（5.5g×3袋）（商品コード127599）〈直送〉
商品の内容量、原材料、栄養表示が変更になります。これに伴い商品コード、JAN
コードも変更になります。箱、ケースのサイズは変更なし。商品コード、価格は次回以降
にご案内いたします。
●かぼちゃポタージュ　内容量：旧）42g（14g×3袋）→新）70g（14g×5袋） 製品重
量：旧）62g→新）93g、ケース重量：旧）2.3kg→新）3.2kg、JANコード：旧）
4976652007291→新）4976652015531、原材料名：→新）かぼちゃパウダー（国内製
造）、てん菜糖、米粉、塩、食物繊維、澱粉分解物、酵母エキスパウダー、たまねぎパウ
ダー、コーンパウダー（遺伝子組換えでない）、さつまいもパウダー 
●ごぼうポタージュ　内容量：旧）39g（13g×3袋）→新）65g（13g×5袋） 製品重量：
旧）59g→新）88g、ケース重量：旧）2.2kg→新）3.0kg   JANコード：旧）
4976652007345→新）4976652015555、原材料名：→新）じゃがいもパウダー（国内製
造）、ごぼう粉末、米粉、てん菜糖、塩、酵母エキスパウダー、たまねぎパウダー、有機白
こしょう
●ポタージュ　内容量：旧）42g（14g×3袋）→新）70g（14g×5袋） 製品重量：旧）62g
→新）93g、ケース重量：旧）2.3kg→新）3.2kg、JANコード：旧）4976652006768→新）
4976652015517、原材料名：→新）コーンパウダー（国内製造、遺伝子組換えでな
い）、米粉、てん菜糖、塩、食物繊維、澱粉分解物、酵母エキスパウダー、かぼちゃパウ
ダー、たまねぎパウダー、根昆布粉末、セロリ粉末、有機玄米エキスパウダー
●たまねぎスープ　内容量：旧）30g（10g×3袋）→新）50g（10g×5袋） 製品重量：
旧）50g→新）73g、ケース重量：旧）1.9kg→新）2.6kg   JANコード：旧）
4976652007154→新）4976652015548、原材料名：→新）米粉（国内製造）、てん菜
糖、有機玄米エキスパウダー、塩、たまねぎパウダー、酵母エキスパウダー、セロリ粉
末、うきみ・具（焼きたまねぎパフ）
●野菜スープ　内容量：旧）16.5g（5.5g×3袋）→新）27.5g（5.5g×5袋） 製品重量：
旧）36g→新）51g、ケース重量：旧）1.5kg→新）1.9kg   JANコード：旧）
4976652009097→新）4976652015524、原材料名：→新）野菜エキスパウダー（澱粉
分解物、野菜エキス（じゃがいも、たまねぎ、にんじん））（国内製造）、キャベツエキスパ
ウダー、塩、てん菜糖、酵母エキスパウダー、しいたけパウダー、たまねぎパウダー、根
昆布粉末、有機白こしょう、セロリ粉末
◎Free Our Soul モリンガのチカラ タブレット 250粒（25g）（商品コード050219）
農産物・加工食品のJAS有機認証の取得によりパッケージが変更になります。
パッケージデザイン、内容量表示、サイズ、フック用の穴（穴なしに変更）、パッケージの
原材料が植物由来になります。JANコード、価格などは変更ありません。
内容量表示：旧）250粒（25g）→新）25g（約250粒）、サイズ（mm）：旧）107×180×23
→新）110×170×23
◎元気 熟成発酵黒にんにくほぐし 130g（商品コード122017）

熟成発酵黒にんにくほぐし徳用 303g（商品コード122018）
熟成発酵黒にんにくほぐし お試しサイズ 52g（商品コード122020）

堅実選品シリーズに変更になります。堅実選品のロゴを追加したラベルデザインになり
ます。また、賞味期間が延長されます。JANコード等の変更はありません。
ブランド名：旧）元気→新）堅実選品、賞味期間：旧）6ヶ月→新）1年　8月上旬より
◎ココウェル
　エキストラバージンココナッツオイル－（エクスぺラー） 360g（商品コード100404）
　プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
商品名に「有機」が付加され、それに伴いラベルの表示が変更になります。JANコード
の変更はありません。
・商品名：旧）エキストラバージンココナッツオイル－（エクスぺラー）→新）有機エキスト
ラバージンココナッツオイル、加工者名の変更（住所は変更なし）、その他（ラベルに商
品名を日本語で加筆、中鎖脂肪酸の割合を記載）、製造方法に変更はありません。
・商品名：旧）プレミアムココナッツオイル→新）有機プレミアム ココナッツオイル　8月
より

商品コード・入数・ケースサイズ・ケース重量変更
◎創健社 カメリナオイル 170g（商品コード100236）
入数が変更になります。これに伴い、商品コード、ケースサイズ、ケース重量も変更にな
ります。
入数：旧）15→新）10、商品コード：→新）100237、ケースサイズ：→新）279×116×202mm、
ケース重量：→新）4,150g　9月上旬入荷予定

表示変更
◎富士食品 北海道産かたくり粉 200g（商品コード130208）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になります。バーコードなどの変更はありま
せん。原材料名：旧）馬鈴薯澱粉→新）馬鈴薯澱粉（北海道産）　随時
◎味千汐路 全商品
食品表示法の変更に伴い、表示が変更になりました。
（変更箇所）原材料名：原材料の占める重量の割合が最も高い食品の横に原産地
名を表示、栄養成分表示：一括表示欄下に栄養成分表示を配置 ※旧ラベルは瓶
底、製品バーコード：ラベル右下に配置 ※旧ラベルは瓶底　随時

再開のお知らせ
◎創健社
　パンケーキネオハイミックス 砂糖使用（レギュラー） 400g（商品コード130491）
　有機ホールトマト缶 400g（商品コード121508）
　有機ダイストマト缶 400g（商品コード121509）
◎バイオフーズジャパン 有機カレー粉 30g（商品コード110976）

有機黒コショウ（粒） 25g（商品コード110977）
有機黒コショウ（粉） 25g（商品コード110978）
有機白コショウ（粉） 25g（商品コード110979）

入荷いたしました。
◎東明 水なす漬 120g（商品コード120221）〈直送〉

やわらか小茄子 130g（商品コード120778）〈直送〉
メーカーより出荷を再開しました。
◎キャナ 亜麻仁油 フラオーカプセル 93g（約520mg×180粒）（商品コード050028）
再開しました。

欠品のお知らせ
◎パーフェクトポーションジャパン
　パーフェクトポーション クールミントボディミスト 125ml（商品コード191162）
メーカーにて欠品しています。8月上旬入荷予定です。
　パーフェクトポーション クールミントボディミスト 50ml（商品コード191281）
メーカーにて欠品しています。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス ホワイライト デオドラント 
　ロールオン ラベンダー 50ml（商品コード191304）
メーカーにて欠品しています。

休止のお知らせ
◎ゼンケン 加湿機付きスリム温冷風扇 ZHC-1200（商品コード181176）〈直送〉
メーカーにて今季休止となりました。

終売のお知らせ
◎創健社 全粒粉入りらーめん 魚介醤油味 110g（商品コード140090）
在庫分をもって販売終了となります。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎味千汐路 有機米つぶつぶ野菜おじや みそ 100g（商品コード120685）〈直送〉

有機かぼちゃ粥 100g（商品コード121327）〈直送〉
トマトと鯛のリゾット 100g（商品コード121734）〈直送〉

メーカーにて終売となりました。
◎エコワン 手回し式充電NEWポケラジ6Ⅱ（商品コード180865）〈直送〉

防災27点セット（商品コード190398）〈直送〉
寝具用掃除機ケアウィンネオ ホワイト（商品コード180997）〈直送〉

メーカーにて終売となります。
寝具用掃除機ケアウィンネオの交換用フィルター（商品コード180967）につきましては
販売を継続いたします。
◎ユーグレナ パラミロンデラックス 120粒（商品コード050929）〈直送〉
メーカーの現在庫なくなり次第終売となります。
◎アスプルンド
　Natruth オーガニックスイートコーン 125g（固形量81g）（商品コード121294）
　nutiva
　オーガニックバージンココナッツオイル 408g（商品コード100251）〈直送〉
　オーガニックヘンプオイル 217g（商品コード100252）〈直送〉
　オーガニックココナッツマナスプレッド 425g（商品コード120393）〈直送〉
　ViVANI オーガニックライスミルクチョコレートバー
　ストロベリーワッフル 35g（商品コード167041）〈直送〉
　コーンフレーク 35g（商品コード167042）〈直送〉
　ルークス オーガニック トルティーアチップス
　チアシードミックス 142g（商品コード167026）
　ケールミックス 142g（商品コード167027）
　スプラウト 142g（商品コード167039）
輸入元にて終売となりました。
◎富士食品 玄米フレーク 220g（商品コード120804）
メーカーにて終売となりました。
◎マルシマ あずきちゃんしょうが湯 15g×4袋（商品コード260524）〈直送〉

あずきちゃんしょうが湯 15g×12袋（商品コード260525）〈直送〉
メーカーにて終売となりました。

創健社の半生菓子商品 新発売 “国内産小麦の小麦粉・国内産砂糖・
国内産原料由来の水飴など使用”

国内産の原料を主体とした半生菓子商品を4品新発売いたします。いずれもしっとりと程よい甘さに仕上げました。

商品コード：161752
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：3個
入数：45（9×5）
賞味期間：30日

【原材料】粒あん［小豆（北海道）、砂糖（北海道）、水飴（国内産）、食塩（オーストラリ
ア）］、小麦粉（小麦：北海道）、砂糖（北海道）、鶏卵（山形）、水飴（国内産）、発酵調味料、
しょうゆ、植物油脂／膨張剤（重曹）

商品コード：161753
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：5個
入数：70（14×5）
賞味期間：45日

【原材料】鶏卵（山形県）、砂糖(北海道)、小麦粉（小麦：北海道）、水飴（国内
産）、はちみつ（国内産）

商品コード：161898
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：6個
入数：12
賞味期間：60日

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、鶏卵（青森県）、砂糖（鹿児島）、黒糖（沖縄）、
はちみつ（国内産）、発酵調味料、植物油脂／膨張剤（重曹）

商品コード：161899
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：6個
入数：12
賞味期間：60日

【原材料】鶏卵（青森県）、砂糖（粗糖）、小麦粉［小麦（国産）］、有機ココアパウダー（産
地：ペルー、ドミニカ等、加工地：オランダ）、はちみつ（国内産）、発酵調味料、植物油脂
／膨張剤（重曹）

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

笛木醤油 金笛醤油（濃口）
（どら焼きに使用）
商品コード：110112
本体価格：700円
内容量：1リットル
入数：12

味の一醸造 味の母（みりんタイプ）
（どら焼き・パンケーキ2品に使用）
商品コード：110401
本体価格：810円
内容量：720ml
入数：12

※金笛醤油・味の母はご紹介した以外のサイズもございます。

喜界島粗糖
（パンケーキ2品に使用）
商品コード：060430
本体価格：340円
内容量：500g
入数：20

有機栽培カカオ豆100％使用ココア
（ココア風味のパンケーキに使用）
商品コード：080920
本体価格：660円
内容量：80g
入数：20

おすすめ①　どら焼き
北海道産小麦（きたほなみ）の小麦粉・山形県産鶏卵・
金笛醤油・味の母を使用した生地に、北海道産小豆を使
用した粒あんを挟みました。
砂糖は北海道産てんさい糖、水飴は国産原料由来（さつ
まいも）品を使用しています。

おすすめ②　蜂蜜かすてら
北海道産小麦（きたほなみ）の小麦粉・山形県
産鶏卵・国産蜂蜜を使用した国産原料100％品
です。砂糖は北海道産てんさい糖、水飴は国産
原料由来（さつまいも）品を使用しています。食
べやすいサイズにカットし、個包装しています。

おすすめ③　黒糖入りパンケーキ
国産小麦の小麦粉・青森県産鶏卵・喜界島
粗糖・沖縄産黒糖・味の母・国産蜂蜜を使用
しました。2枚合わせで個包装しています。

おすすめ④　ココア風味のパンケーキ
国産小麦の小麦粉・青森県産鶏卵・喜界島粗糖・有
機ココアパウダー・国産蜂蜜・味の母を使用しました。
有機ココアならではの風味をお楽しみいただけます。
2枚合わせで個包装しています。

～創健社半生菓子商品に使用しています～

どら焼き・パンケーキの生地は、熱した
鉄板に生地原料を流し込み、焼き上げて
作りますが、醤油・みりんなどの発酵調
味料を入れておくと生地に焼きムラが
出ず、綺麗に焼く事ができます。当社品
はここにもこだわり、金笛醤油・味の母
を使用しています。

生地を綺麗に焼き上げるコツ

901735 0241314
901735 0241484

901735 0240944
901735 0241004
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新商品・再開商品のご案内

今月のおすすめ商品 秋の行楽おすすめ商品ジロロモーニ RECIPE 和風スパゲッティ

しらす、長ねぎの和風スパゲッティ 【材料】（2人分）
全粒粉デュラム小麦有機スパゲッティ ･･････････ 160ｇ
長ねぎ･･･････････････････････････････････････ １本
しらす ･･･････････････････････････････････････50ｇ
のり佃煮（岩のり入り）･･･････････････････････小さじ２
和風ドレッシング ････････････････････････････ 30ml
和風だし一番･････････････････････････････････少々
塩、こしょう･････････････････････････････････各少々
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１

【作り方】
①塩20gを加えたお湯２ℓでスパゲッティを茹でる。
②長ねぎは斜めに切る。
③フライパンにオリーブオイルを入れ、しらす、長ねぎを入
れて、火にかける。
④長ねぎがしんなりしてきたら、のり佃煮、ゆで汁60mlを
入れ、和風ドレッシング、和風だし一番、塩、こしょうで味
を調える。
⑤茹で上がったパスタを入れて和える。

オクラとみょうが、
蒸し鶏の冷製和風スパゲッティ

【材料】（2人分）
全粒粉デュラム小麦有機スパゲッティ ･･････････ 160ｇ
オクラ･･･････････････････････････････････････ 3本
みょうが ･････････････････････････････････････ 2本
蒸し鶏･･･････････････････････････････････････50ｇ
白髪ねぎ･････････････････････････････････････少々
つゆの素 ストレート ･･･････････････････････････適量
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１

【作り方】
①塩20gを加えた湯２ℓでスパゲッティを茹でる。冷製パ
スタなので、通常よりも1分ほど長く茹でる。
②オクラはさっと茹で、冷水にさらし、小口切りにする。
みょうがは千切り。蒸し鶏は一口大にほぐす。
③茹で上がったパスタを氷水につけて冷やし、ペーパータ
オルなどで水気を切る。　
④お皿にパスタをのせ、彩りよく②の具をのせる。
⑤つゆの素ストレートをかけて、オリーブオイルをかける。
お好みで七味唐辛子、柚子こしょうを混ぜても。

コンビーフとキャベツの
クリームスパゲッティ

【材料】（2人分）
古代小麦有機スパゲッティ････････････････････ 160ｇ
愛媛産牛の無塩せきコンビーフ ･････････････････50ｇ
キャベツ ･･･････････････････････････････････ 150ｇ
生クリーム ････････････････････････････････ 120ml
塩、こしょう･････････････････････････････････各少々
和風だし一番･･････････････････････････････小さじ１
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１
無塩バター ･･････････････････････････････････20ｇ
粉チーズ･･････････････････････････････････大さじ2

【作り方】
①塩20gを加えた湯2ℓでスパゲッティを茹でる。
②コンビーフはほぐす。キャベツは一口大に切る。
③フライパンにオリーブオイルを入れて、キャベツ、コン
ビーフを炒める。
④キャベツがしんなりしてきたら、ゆで汁30ml、生クリー
ムを加え、塩、こしょう、和風だし一番で味を調える。
⑤茹で上がったパスタを加えて和える。
⑥火を止めて、バター、粉チーズを加え、和える。

全粒粉デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140530
本体価格：389円
内容量：500g

古代小麦
グラツィエッラ・ラ
有機スパゲッティ

商品コード：140522
本体価格：430円
内容量：300g

有機エキストラ
ヴァージン
オリーブオイル
商品コード：101021
本体価格：1,200円
内容量：228g（250ml）

のり佃煮（岩のり入り）
商品コード：120112

本体価格：340円
内容量：95g

えごま一番入り
和風ドレッシング
商品コード：110793
本体価格：450円
内容量：150ml

和風だし一番
商品コード：110866

本体価格：380円
内容量：8g×10

オーガニックコーヒーを淹れてポットに詰めて自然派のお菓子をお供に出かける。バーベキューに活躍する「金笛やき
たれ」など、爽やかな秋を楽しむ商品をラインナップしました。

麻布タカノ オーガニックコーヒープレミアムブレンド 中深煎り 笛木醤油 金笛やきたれ

創健社 オニオンスープ 創健社 ハヤシビーフ（レトルト）

富士食品 国内産 十六穀米 創健社 揚げ小丸

おとうふ工房いしかわ とうふドーナツ香り立つバニラ味 おとうふ工房いしかわ とうふドーナツまろやかココア味

笛木醤油 醤油屋のせんべい われせん 古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅

商品コード：080341
税込価格：756円（本体価格：700円）
内容量：180g
入数：6
賞味期間：360日

商品コード：110879
税込価格：486円（本体価格：450円）
内容量：150ml
入数：10
賞味期間：270日

商品コード：121767
税込価格：573円（本体価格：530円）
内容量：6g×4
入数：12
賞味期間：360日

商品コード：121800
税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：180g
入数：40（10×4）
賞味期間：540日

商品コード：130218
税込価格：1,059円（本体価格：980円）
内容量：300g
入数：30
賞味期間：360日

商品コード：160238
税込価格：238円（本体価格：220円）
内容量：100g
入数：12
賞味期間：120日
発注単位：6

商品コード：160956
税込価格：260円（本体価格：240円）
内容量：4個
入数：12
賞味期間：60日

商品コード：160957
税込価格：260円（本体価格：240円）
内容量：4個
入数：12
賞味期間：60日

商品コード：161466
税込価格：400円（本体価格：370円）
内容量：125g
入数：20
賞味期間：150日

商品コード：161722
税込価格：381円（本体価格：352円）
内容量：5枚
入数：15
賞味期間：180日

【原材料】有機栽培コーヒー豆（生豆生産国名：コロンビア、
メキシコ他）

【原材料】しょうゆ（本醸造）、砂糖（ビート糖）、本みりん、ごま油、米
酢、にんにく、香辛料（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

【原材料】チキンエキス（九州、山口、広島、岡山、愛媛）、澱粉［馬鈴薯（北海道、Ｅ
Ｕ）］、醤油（アメリカ他海外）、食塩（メキシコ）、オニオンエキス（中国、国内産）、
砂糖（鹿児島）、白菜エキス（国内産）、パーム油（マレーシア）、酵母エキスパウ
ダー（国内産）、にんにく（中国他海外、国内産）、デキストリン（タイ他海外）、香辛
料（マレーシア他海外）、うきみ〔ソテーオニオン［たまねぎ（国内産）、パーム油
（マレーシア他海外）］、乾燥パセリ（アメリカ）〕、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

【原材料】野菜［たまねぎ（北海道）、にんにく］、牛肉（オーストラリア）、トマト
ピューレー［トマト：有機栽培（アメリカ）］、小麦粉（北海道）、チキンブイヨン（国
内産）、炒めたまねぎ（北海道）、マッシュルーム、砂糖（沖縄）、べに花油（アメリ
カ）、ワイン、しょうゆ、全粉乳、ポークエキス、食塩、レモン濃縮果汁（アルゼンチ
ン）、野菜エキス、麦芽エキス、酵母エキス、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏
肉・豚肉を含む）

【原材料】米粒麦（国内産）、黒米（国内産）、押麦（国内産）、餅きび（国内産）、餅あ
わ（国内産）、巨大胚芽米（国内産）、アマランサス（国内産）、うるちひえ（国内
産）、玄米胚芽（国内産）、赤米（国内産）、大豆（国内産）、黒豆（国内産）、小豆（国
内産）、はと麦（国内産）、たかきび（国内産）、餅米（国内産）

【原材料】うるち米（山形、秋田、宮城）、植物油脂（米油、パーム油）、醤油（大豆・小
麦を含む）、砂糖［てんさい（北海道）］、馬鈴薯澱粉（北海道）

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、豆腐［大豆（国産）、植物油、その他］、砂糖、植物
油、鶏卵、オリゴ糖／膨張剤、香料（バニラ）、植物レシチン

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、豆腐［大豆（国産）、植物油、その他］、砂糖、植物
油、鶏卵、ココアパウダー、イソマルトオリゴ糖シラップ／膨張剤、香料、植物レシ
チン

【原材料】うるち米（国内産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ごま（ミャンマー）、砂糖
［キビ砂糖（鹿児島）］、馬鈴薯澱粉（北海道）、醗酵調味料、醗酵調味液、カツオブシ

【原材料】水稲うるち米（栃木県大田原）、黒米（栃木県大田原）、丸大豆醤油（小
麦・大豆を含む）、てんさい糖、本みりん、海苔（海藻）

ソフトな酸味の中に上質な苦みと甘味が調和した中深
煎りタイプの有機レギュラーコーヒー（粉）。

本醸造醤油の旨みを活かし、胡麻油と国内産にんにくの旨
みが特長です。そのままつけだれとして焼肉はもちろん、も
みだれ、煮込みだれ、野菜・魚介炒め、ギョーザ、冷ややっこ
のたれなどにご利用いただけます。

国内産の新鮮な玉ねぎをじっくりていねいにロースト
したうまみたっぷりでコクのあるスープ。フリーズドライ
タイプ。

有機栽培トマト、北海道産玉ねぎと国産小麦粉を使
用して、まろやかに仕上げたレトルトのハヤシビーフ。

国内産原料を使用した十六穀米です。体に良い穀
物を十六種類ブレンドしてあります。
豆類は硬くならないように蒸し乾燥する加工を施し
て、均一に炊きあがるようにしてあります。

国内産うるち米を植物油で香ばしくカラッと揚げた
生地に、本醸造丸大豆醤油と北海道産てんさい
糖で仕上げた特製のたれで味付けしました。

国産大豆１００％のお豆腐屋さんの豆腐と、国産小麦・砂糖・卵でドーナ
ツを作りました。香り立つバニラ味。

国産大豆１００％のおとうふ屋さんの豆腐と、国産小麦・砂糖・卵でココア
風味のドーナツを作りました。

国内産うるち米を原料に、直火でカリッと焼き上げた
生地を手割し、金笛丸大豆醤油で作った旨味豊か
な醤油ダレで味付けしました。

こだわりの原材料を昔ながらの米ポン菓子の技術を
使って作った、パリパリ食感で香ばしいおにぎり型の
黒米入りの玄米煎餅です。

長野興農 
ふるさとのパインアップルジュース

和歌山有機の会 
有機みかんジュース

商品コード：090518
税込価格：173円
（本体価格：160円）
内容量：160g
入数：30
賞味期間：720日
発注単位：30

商品コード：091166
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：190g
入数：30
賞味期間：720日
発注単位：30

【原材料】パインアップル
（沖縄）

【原材料】うんしゅうみかん
（有機・和歌山）

太陽の光をいっぱい浴びた南国・沖縄で
育ったパインアップルのストレート果汁を
パックしました。

和歌山県産の良質のみかんをしぼってみか
んの風味を大切にそのままパックしました。
ストレート果汁、果汁100％。

数量
限定品

数量
限定品

つゆの素 ストレート
商品コード：110200
本体価格：340円
内容量：300ml

愛媛産牛
無塩せきコンビーフ

商品コード：121772
本体価格：900円

内容量：80g

589710 8960124977229 7005154

909568 0565344
909568 0565964

967728 2601224 977229 7002014

901735 0203934

907577 0112614

901735 0222814 901735 0182394

904105 3162324 944507 2422964
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新商品・再開商品のご案内

今月のおすすめ商品 秋の行楽おすすめ商品ジロロモーニ RECIPE 和風スパゲッティ

しらす、長ねぎの和風スパゲッティ 【材料】（2人分）
全粒粉デュラム小麦有機スパゲッティ ･･････････ 160ｇ
長ねぎ･･･････････････････････････････････････ １本
しらす ･･･････････････････････････････････････50ｇ
のり佃煮（岩のり入り）･･･････････････････････小さじ２
和風ドレッシング ････････････････････････････ 30ml
和風だし一番･････････････････････････････････少々
塩、こしょう･････････････････････････････････各少々
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１

【作り方】
①塩20gを加えたお湯２ℓでスパゲッティを茹でる。
②長ねぎは斜めに切る。
③フライパンにオリーブオイルを入れ、しらす、長ねぎを入
れて、火にかける。
④長ねぎがしんなりしてきたら、のり佃煮、ゆで汁60mlを
入れ、和風ドレッシング、和風だし一番、塩、こしょうで味
を調える。
⑤茹で上がったパスタを入れて和える。

オクラとみょうが、
蒸し鶏の冷製和風スパゲッティ

【材料】（2人分）
全粒粉デュラム小麦有機スパゲッティ ･･････････ 160ｇ
オクラ･･･････････････････････････････････････ 3本
みょうが ･････････････････････････････････････ 2本
蒸し鶏･･･････････････････････････････････････50ｇ
白髪ねぎ･････････････････････････････････････少々
つゆの素 ストレート ･･･････････････････････････適量
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１

【作り方】
①塩20gを加えた湯２ℓでスパゲッティを茹でる。冷製パ
スタなので、通常よりも1分ほど長く茹でる。
②オクラはさっと茹で、冷水にさらし、小口切りにする。
みょうがは千切り。蒸し鶏は一口大にほぐす。
③茹で上がったパスタを氷水につけて冷やし、ペーパータ
オルなどで水気を切る。　
④お皿にパスタをのせ、彩りよく②の具をのせる。
⑤つゆの素ストレートをかけて、オリーブオイルをかける。
お好みで七味唐辛子、柚子こしょうを混ぜても。

コンビーフとキャベツの
クリームスパゲッティ

【材料】（2人分）
古代小麦有機スパゲッティ････････････････････ 160ｇ
愛媛産牛の無塩せきコンビーフ ･････････････････50ｇ
キャベツ ･･･････････････････････････････････ 150ｇ
生クリーム ････････････････････････････････ 120ml
塩、こしょう･････････････････････････････････各少々
和風だし一番･･････････････････････････････小さじ１
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･････大さじ１
無塩バター ･･････････････････････････････････20ｇ
粉チーズ･･････････････････････････････････大さじ2

【作り方】
①塩20gを加えた湯2ℓでスパゲッティを茹でる。
②コンビーフはほぐす。キャベツは一口大に切る。
③フライパンにオリーブオイルを入れて、キャベツ、コン
ビーフを炒める。
④キャベツがしんなりしてきたら、ゆで汁30ml、生クリー
ムを加え、塩、こしょう、和風だし一番で味を調える。
⑤茹で上がったパスタを加えて和える。
⑥火を止めて、バター、粉チーズを加え、和える。

全粒粉デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140530
本体価格：389円
内容量：500g

古代小麦
グラツィエッラ・ラ
有機スパゲッティ

商品コード：140522
本体価格：430円
内容量：300g

有機エキストラ
ヴァージン
オリーブオイル
商品コード：101021
本体価格：1,200円
内容量：228g（250ml）

のり佃煮（岩のり入り）
商品コード：120112

本体価格：340円
内容量：95g

えごま一番入り
和風ドレッシング
商品コード：110793
本体価格：450円
内容量：150ml

和風だし一番
商品コード：110866

本体価格：380円
内容量：8g×10

オーガニックコーヒーを淹れてポットに詰めて自然派のお菓子をお供に出かける。バーベキューに活躍する「金笛やき
たれ」など、爽やかな秋を楽しむ商品をラインナップしました。

麻布タカノ オーガニックコーヒープレミアムブレンド 中深煎り 笛木醤油 金笛やきたれ

創健社 オニオンスープ 創健社 ハヤシビーフ（レトルト）

富士食品 国内産 十六穀米 創健社 揚げ小丸

おとうふ工房いしかわ とうふドーナツ香り立つバニラ味 おとうふ工房いしかわ とうふドーナツまろやかココア味

笛木醤油 醤油屋のせんべい われせん 古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅

商品コード：080341
税込価格：756円（本体価格：700円）
内容量：180g
入数：6
賞味期間：360日

商品コード：110879
税込価格：486円（本体価格：450円）
内容量：150ml
入数：10
賞味期間：270日

商品コード：121767
税込価格：573円（本体価格：530円）
内容量：6g×4
入数：12
賞味期間：360日

商品コード：121800
税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：180g
入数：40（10×4）
賞味期間：540日

商品コード：130218
税込価格：1,059円（本体価格：980円）
内容量：300g
入数：30
賞味期間：360日

商品コード：160238
税込価格：238円（本体価格：220円）
内容量：100g
入数：12
賞味期間：120日
発注単位：6

商品コード：160956
税込価格：260円（本体価格：240円）
内容量：4個
入数：12
賞味期間：60日

商品コード：160957
税込価格：260円（本体価格：240円）
内容量：4個
入数：12
賞味期間：60日

商品コード：161466
税込価格：400円（本体価格：370円）
内容量：125g
入数：20
賞味期間：150日

商品コード：161722
税込価格：381円（本体価格：352円）
内容量：5枚
入数：15
賞味期間：180日

【原材料】有機栽培コーヒー豆（生豆生産国名：コロンビア、
メキシコ他）

【原材料】しょうゆ（本醸造）、砂糖（ビート糖）、本みりん、ごま油、米
酢、にんにく、香辛料（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

【原材料】チキンエキス（九州、山口、広島、岡山、愛媛）、澱粉［馬鈴薯（北海道、Ｅ
Ｕ）］、醤油（アメリカ他海外）、食塩（メキシコ）、オニオンエキス（中国、国内産）、
砂糖（鹿児島）、白菜エキス（国内産）、パーム油（マレーシア）、酵母エキスパウ
ダー（国内産）、にんにく（中国他海外、国内産）、デキストリン（タイ他海外）、香辛
料（マレーシア他海外）、うきみ〔ソテーオニオン［たまねぎ（国内産）、パーム油
（マレーシア他海外）］、乾燥パセリ（アメリカ）〕、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

【原材料】野菜［たまねぎ（北海道）、にんにく］、牛肉（オーストラリア）、トマト
ピューレー［トマト：有機栽培（アメリカ）］、小麦粉（北海道）、チキンブイヨン（国
内産）、炒めたまねぎ（北海道）、マッシュルーム、砂糖（沖縄）、べに花油（アメリ
カ）、ワイン、しょうゆ、全粉乳、ポークエキス、食塩、レモン濃縮果汁（アルゼンチ
ン）、野菜エキス、麦芽エキス、酵母エキス、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏
肉・豚肉を含む）

【原材料】米粒麦（国内産）、黒米（国内産）、押麦（国内産）、餅きび（国内産）、餅あ
わ（国内産）、巨大胚芽米（国内産）、アマランサス（国内産）、うるちひえ（国内
産）、玄米胚芽（国内産）、赤米（国内産）、大豆（国内産）、黒豆（国内産）、小豆（国
内産）、はと麦（国内産）、たかきび（国内産）、餅米（国内産）

【原材料】うるち米（山形、秋田、宮城）、植物油脂（米油、パーム油）、醤油（大豆・小
麦を含む）、砂糖［てんさい（北海道）］、馬鈴薯澱粉（北海道）

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、豆腐［大豆（国産）、植物油、その他］、砂糖、植物
油、鶏卵、オリゴ糖／膨張剤、香料（バニラ）、植物レシチン

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、豆腐［大豆（国産）、植物油、その他］、砂糖、植物
油、鶏卵、ココアパウダー、イソマルトオリゴ糖シラップ／膨張剤、香料、植物レシ
チン

【原材料】うるち米（国内産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ごま（ミャンマー）、砂糖
［キビ砂糖（鹿児島）］、馬鈴薯澱粉（北海道）、醗酵調味料、醗酵調味液、カツオブシ

【原材料】水稲うるち米（栃木県大田原）、黒米（栃木県大田原）、丸大豆醤油（小
麦・大豆を含む）、てんさい糖、本みりん、海苔（海藻）

ソフトな酸味の中に上質な苦みと甘味が調和した中深
煎りタイプの有機レギュラーコーヒー（粉）。

本醸造醤油の旨みを活かし、胡麻油と国内産にんにくの旨
みが特長です。そのままつけだれとして焼肉はもちろん、も
みだれ、煮込みだれ、野菜・魚介炒め、ギョーザ、冷ややっこ
のたれなどにご利用いただけます。

国内産の新鮮な玉ねぎをじっくりていねいにロースト
したうまみたっぷりでコクのあるスープ。フリーズドライ
タイプ。

有機栽培トマト、北海道産玉ねぎと国産小麦粉を使
用して、まろやかに仕上げたレトルトのハヤシビーフ。

国内産原料を使用した十六穀米です。体に良い穀
物を十六種類ブレンドしてあります。
豆類は硬くならないように蒸し乾燥する加工を施し
て、均一に炊きあがるようにしてあります。

国内産うるち米を植物油で香ばしくカラッと揚げた
生地に、本醸造丸大豆醤油と北海道産てんさい
糖で仕上げた特製のたれで味付けしました。

国産大豆１００％のお豆腐屋さんの豆腐と、国産小麦・砂糖・卵でドーナ
ツを作りました。香り立つバニラ味。

国産大豆１００％のおとうふ屋さんの豆腐と、国産小麦・砂糖・卵でココア
風味のドーナツを作りました。

国内産うるち米を原料に、直火でカリッと焼き上げた
生地を手割し、金笛丸大豆醤油で作った旨味豊か
な醤油ダレで味付けしました。

こだわりの原材料を昔ながらの米ポン菓子の技術を
使って作った、パリパリ食感で香ばしいおにぎり型の
黒米入りの玄米煎餅です。

長野興農 
ふるさとのパインアップルジュース

和歌山有機の会 
有機みかんジュース

商品コード：090518
税込価格：173円
（本体価格：160円）
内容量：160g
入数：30
賞味期間：720日
発注単位：30

商品コード：091166
税込価格：162円
（本体価格：150円）
内容量：190g
入数：30
賞味期間：720日
発注単位：30

【原材料】パインアップル
（沖縄）

【原材料】うんしゅうみかん
（有機・和歌山）

太陽の光をいっぱい浴びた南国・沖縄で
育ったパインアップルのストレート果汁を
パックしました。

和歌山県産の良質のみかんをしぼってみか
んの風味を大切にそのままパックしました。
ストレート果汁、果汁100％。

数量
限定品

数量
限定品

つゆの素 ストレート
商品コード：110200
本体価格：340円
内容量：300ml

愛媛産牛
無塩せきコンビーフ

商品コード：121772
本体価格：900円

内容量：80g

589710 8960124977229 7005154

909568 0565344
909568 0565964

967728 2601224 977229 7002014

901735 0203934

907577 0112614

901735 0222814 901735 0182394

904105 3162324 944507 2422964
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9月のカレンダー

日

6
13
20
27

月

7
14
21
28

火
1
8
15
22
29

水
2
9
16
23
30

木
3
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金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

お休みさせていただきます。

8月のカレンダー

日

2
9
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30

月

3
10
17
24
31

火

4
11
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水

5
12
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6
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土
1
8
15
22
29

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎日本ゆずレモン 広島レモン 120ml（商品コード111026）　本体価格：旧）380円→新）440円
レモンが想定を超える不作、レモンブームなどにより価格が高騰したため、価格が変更
になります。9月1日より

リニューアル
◎太陽油脂
　ベビー全身 シャンプー詰替 300ml（商品コード170460）〈直送〉
　ベビー全身 シャンプーボトル 300ml（商品コード170461）〈直送〉
　ベビーハンドソープ詰替 300ml（商品コード170463）〈直送〉
　ベビーハンドソープボトル 80ml（商品コード170464）〈直送〉
リニューアルの変更点
油の製法にこだわったことにより原材料を軽減しました。
天然酸化防止剤・ビタミンE（トコフェロール）を添加しました。
成分表示名称が変更になります。
成分名：旧）カリ石ケン素地→新）マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、パーム核油、ヤ
シ油、水酸化K、パルミトオレイン酸の成分表記変更：旧）パルミトオレイン酸→新）パル
ミトレイン酸
シャンプーボトルの容器変更。
9月1日メーカー出荷分より
◎ファイン
　カラダにやさしい かぼちゃポタージュ 42g（14g×3袋）（商品コード121421）
　カラダにやさしい ごぼうポタージュ 39g（13g×3袋）（商品コード121422）
　カラダにやさしい ポタージュ 42g（14g×3袋）（商品コード121408）
　カラダにやさしい たまねぎスープ 30g（10g×3袋）（商品コード110654）〈直送〉
　カラダにやさしい 野菜スープ 16.5g（5.5g×3袋）（商品コード127599）〈直送〉
商品の内容量、原材料、栄養表示が変更になります。これに伴い商品コード、JAN
コードも変更になります。箱、ケースのサイズは変更なし。商品コード、価格は次回以降
にご案内いたします。
●かぼちゃポタージュ　内容量：旧）42g（14g×3袋）→新）70g（14g×5袋） 製品重
量：旧）62g→新）93g、ケース重量：旧）2.3kg→新）3.2kg、JANコード：旧）
4976652007291→新）4976652015531、原材料名：→新）かぼちゃパウダー（国内製
造）、てん菜糖、米粉、塩、食物繊維、澱粉分解物、酵母エキスパウダー、たまねぎパウ
ダー、コーンパウダー（遺伝子組換えでない）、さつまいもパウダー 
●ごぼうポタージュ　内容量：旧）39g（13g×3袋）→新）65g（13g×5袋） 製品重量：
旧）59g→新）88g、ケース重量：旧）2.2kg→新）3.0kg   JANコード：旧）
4976652007345→新）4976652015555、原材料名：→新）じゃがいもパウダー（国内製
造）、ごぼう粉末、米粉、てん菜糖、塩、酵母エキスパウダー、たまねぎパウダー、有機白
こしょう
●ポタージュ　内容量：旧）42g（14g×3袋）→新）70g（14g×5袋） 製品重量：旧）62g
→新）93g、ケース重量：旧）2.3kg→新）3.2kg、JANコード：旧）4976652006768→新）
4976652015517、原材料名：→新）コーンパウダー（国内製造、遺伝子組換えでな
い）、米粉、てん菜糖、塩、食物繊維、澱粉分解物、酵母エキスパウダー、かぼちゃパウ
ダー、たまねぎパウダー、根昆布粉末、セロリ粉末、有機玄米エキスパウダー
●たまねぎスープ　内容量：旧）30g（10g×3袋）→新）50g（10g×5袋） 製品重量：
旧）50g→新）73g、ケース重量：旧）1.9kg→新）2.6kg   JANコード：旧）
4976652007154→新）4976652015548、原材料名：→新）米粉（国内製造）、てん菜
糖、有機玄米エキスパウダー、塩、たまねぎパウダー、酵母エキスパウダー、セロリ粉
末、うきみ・具（焼きたまねぎパフ）
●野菜スープ　内容量：旧）16.5g（5.5g×3袋）→新）27.5g（5.5g×5袋） 製品重量：
旧）36g→新）51g、ケース重量：旧）1.5kg→新）1.9kg   JANコード：旧）
4976652009097→新）4976652015524、原材料名：→新）野菜エキスパウダー（澱粉
分解物、野菜エキス（じゃがいも、たまねぎ、にんじん））（国内製造）、キャベツエキスパ
ウダー、塩、てん菜糖、酵母エキスパウダー、しいたけパウダー、たまねぎパウダー、根
昆布粉末、有機白こしょう、セロリ粉末
◎Free Our Soul モリンガのチカラ タブレット 250粒（25g）（商品コード050219）
農産物・加工食品のJAS有機認証の取得によりパッケージが変更になります。
パッケージデザイン、内容量表示、サイズ、フック用の穴（穴なしに変更）、パッケージの
原材料が植物由来になります。JANコード、価格などは変更ありません。
内容量表示：旧）250粒（25g）→新）25g（約250粒）、サイズ（mm）：旧）107×180×23
→新）110×170×23
◎元気 熟成発酵黒にんにくほぐし 130g（商品コード122017）

熟成発酵黒にんにくほぐし徳用 303g（商品コード122018）
熟成発酵黒にんにくほぐし お試しサイズ 52g（商品コード122020）

堅実選品シリーズに変更になります。堅実選品のロゴを追加したラベルデザインになり
ます。また、賞味期間が延長されます。JANコード等の変更はありません。
ブランド名：旧）元気→新）堅実選品、賞味期間：旧）6ヶ月→新）1年　8月上旬より
◎ココウェル
　エキストラバージンココナッツオイル－（エクスぺラー） 360g（商品コード100404）
　プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
商品名に「有機」が付加され、それに伴いラベルの表示が変更になります。JANコード
の変更はありません。
・商品名：旧）エキストラバージンココナッツオイル－（エクスぺラー）→新）有機エキスト
ラバージンココナッツオイル、加工者名の変更（住所は変更なし）、その他（ラベルに商
品名を日本語で加筆、中鎖脂肪酸の割合を記載）、製造方法に変更はありません。
・商品名：旧）プレミアムココナッツオイル→新）有機プレミアム ココナッツオイル　8月
より

商品コード・入数・ケースサイズ・ケース重量変更
◎創健社 カメリナオイル 170g（商品コード100236）
入数が変更になります。これに伴い、商品コード、ケースサイズ、ケース重量も変更にな
ります。
入数：旧）15→新）10、商品コード：→新）100237、ケースサイズ：→新）279×116×202mm、
ケース重量：→新）4,150g　9月上旬入荷予定

表示変更
◎富士食品 北海道産かたくり粉 200g（商品コード130208）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になります。バーコードなどの変更はありま
せん。原材料名：旧）馬鈴薯澱粉→新）馬鈴薯澱粉（北海道産）　随時
◎味千汐路 全商品
食品表示法の変更に伴い、表示が変更になりました。
（変更箇所）原材料名：原材料の占める重量の割合が最も高い食品の横に原産地
名を表示、栄養成分表示：一括表示欄下に栄養成分表示を配置 ※旧ラベルは瓶
底、製品バーコード：ラベル右下に配置 ※旧ラベルは瓶底　随時

再開のお知らせ
◎創健社
　パンケーキネオハイミックス 砂糖使用（レギュラー） 400g（商品コード130491）
　有機ホールトマト缶 400g（商品コード121508）
　有機ダイストマト缶 400g（商品コード121509）
◎バイオフーズジャパン 有機カレー粉 30g（商品コード110976）

有機黒コショウ（粒） 25g（商品コード110977）
有機黒コショウ（粉） 25g（商品コード110978）
有機白コショウ（粉） 25g（商品コード110979）

入荷いたしました。
◎東明 水なす漬 120g（商品コード120221）〈直送〉

やわらか小茄子 130g（商品コード120778）〈直送〉
メーカーより出荷を再開しました。
◎キャナ 亜麻仁油 フラオーカプセル 93g（約520mg×180粒）（商品コード050028）
再開しました。

欠品のお知らせ
◎パーフェクトポーションジャパン
　パーフェクトポーション クールミントボディミスト 125ml（商品コード191162）
メーカーにて欠品しています。8月上旬入荷予定です。
　パーフェクトポーション クールミントボディミスト 50ml（商品コード191281）
メーカーにて欠品しています。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス ホワイライト デオドラント 
　ロールオン ラベンダー 50ml（商品コード191304）
メーカーにて欠品しています。

休止のお知らせ
◎ゼンケン 加湿機付きスリム温冷風扇 ZHC-1200（商品コード181176）〈直送〉
メーカーにて今季休止となりました。

終売のお知らせ
◎創健社 全粒粉入りらーめん 魚介醤油味 110g（商品コード140090）
在庫分をもって販売終了となります。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎味千汐路 有機米つぶつぶ野菜おじや みそ 100g（商品コード120685）〈直送〉

有機かぼちゃ粥 100g（商品コード121327）〈直送〉
トマトと鯛のリゾット 100g（商品コード121734）〈直送〉

メーカーにて終売となりました。
◎エコワン 手回し式充電NEWポケラジ6Ⅱ（商品コード180865）〈直送〉

防災27点セット（商品コード190398）〈直送〉
寝具用掃除機ケアウィンネオ ホワイト（商品コード180997）〈直送〉

メーカーにて終売となります。
寝具用掃除機ケアウィンネオの交換用フィルター（商品コード180967）につきましては
販売を継続いたします。
◎ユーグレナ パラミロンデラックス 120粒（商品コード050929）〈直送〉
メーカーの現在庫なくなり次第終売となります。
◎アスプルンド
　Natruth オーガニックスイートコーン 125g（固形量81g）（商品コード121294）
　nutiva
　オーガニックバージンココナッツオイル 408g（商品コード100251）〈直送〉
　オーガニックヘンプオイル 217g（商品コード100252）〈直送〉
　オーガニックココナッツマナスプレッド 425g（商品コード120393）〈直送〉
　ViVANI オーガニックライスミルクチョコレートバー
　ストロベリーワッフル 35g（商品コード167041）〈直送〉
　コーンフレーク 35g（商品コード167042）〈直送〉
　ルークス オーガニック トルティーアチップス
　チアシードミックス 142g（商品コード167026）
　ケールミックス 142g（商品コード167027）
　スプラウト 142g（商品コード167039）
輸入元にて終売となりました。
◎富士食品 玄米フレーク 220g（商品コード120804）
メーカーにて終売となりました。
◎マルシマ あずきちゃんしょうが湯 15g×4袋（商品コード260524）〈直送〉

あずきちゃんしょうが湯 15g×12袋（商品コード260525）〈直送〉
メーカーにて終売となりました。

創健社の半生菓子商品 新発売 “国内産小麦の小麦粉・国内産砂糖・
国内産原料由来の水飴など使用”

国内産の原料を主体とした半生菓子商品を4品新発売いたします。いずれもしっとりと程よい甘さに仕上げました。

商品コード：161752
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：3個
入数：45（9×5）
賞味期間：30日

【原材料】粒あん［小豆（北海道）、砂糖（北海道）、水飴（国内産）、食塩（オーストラリ
ア）］、小麦粉（小麦：北海道）、砂糖（北海道）、鶏卵（山形）、水飴（国内産）、発酵調味料、
しょうゆ、植物油脂／膨張剤（重曹）

商品コード：161753
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：5個
入数：70（14×5）
賞味期間：45日

【原材料】鶏卵（山形県）、砂糖(北海道)、小麦粉（小麦：北海道）、水飴（国内
産）、はちみつ（国内産）

商品コード：161898
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：6個
入数：12
賞味期間：60日

【原材料】小麦粉［小麦（国産）］、鶏卵（青森県）、砂糖（鹿児島）、黒糖（沖縄）、
はちみつ（国内産）、発酵調味料、植物油脂／膨張剤（重曹）

商品コード：161899
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：6個
入数：12
賞味期間：60日

【原材料】鶏卵（青森県）、砂糖（粗糖）、小麦粉［小麦（国産）］、有機ココアパウダー（産
地：ペルー、ドミニカ等、加工地：オランダ）、はちみつ（国内産）、発酵調味料、植物油脂
／膨張剤（重曹）

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

笛木醤油 金笛醤油（濃口）
（どら焼きに使用）
商品コード：110112
本体価格：700円
内容量：1リットル
入数：12

味の一醸造 味の母（みりんタイプ）
（どら焼き・パンケーキ2品に使用）
商品コード：110401
本体価格：810円
内容量：720ml
入数：12

※金笛醤油・味の母はご紹介した以外のサイズもございます。

喜界島粗糖
（パンケーキ2品に使用）
商品コード：060430
本体価格：340円
内容量：500g
入数：20

有機栽培カカオ豆100％使用ココア
（ココア風味のパンケーキに使用）
商品コード：080920
本体価格：660円
内容量：80g
入数：20

おすすめ①　どら焼き
北海道産小麦（きたほなみ）の小麦粉・山形県産鶏卵・
金笛醤油・味の母を使用した生地に、北海道産小豆を使
用した粒あんを挟みました。
砂糖は北海道産てんさい糖、水飴は国産原料由来（さつ
まいも）品を使用しています。

おすすめ②　蜂蜜かすてら
北海道産小麦（きたほなみ）の小麦粉・山形県
産鶏卵・国産蜂蜜を使用した国産原料100％品
です。砂糖は北海道産てんさい糖、水飴は国産
原料由来（さつまいも）品を使用しています。食
べやすいサイズにカットし、個包装しています。

おすすめ③　黒糖入りパンケーキ
国産小麦の小麦粉・青森県産鶏卵・喜界島
粗糖・沖縄産黒糖・味の母・国産蜂蜜を使用
しました。2枚合わせで個包装しています。

おすすめ④　ココア風味のパンケーキ
国産小麦の小麦粉・青森県産鶏卵・喜界島粗糖・有
機ココアパウダー・国産蜂蜜・味の母を使用しました。
有機ココアならではの風味をお楽しみいただけます。
2枚合わせで個包装しています。

～創健社半生菓子商品に使用しています～

どら焼き・パンケーキの生地は、熱した
鉄板に生地原料を流し込み、焼き上げて
作りますが、醤油・みりんなどの発酵調
味料を入れておくと生地に焼きムラが
出ず、綺麗に焼く事ができます。当社品
はここにもこだわり、金笛醤油・味の母
を使用しています。

生地を綺麗に焼き上げるコツ

901735 0241314
901735 0241484

901735 0240944
901735 0241004
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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

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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