
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎かるなぁ〈直送〉〈冷凍〉
　ヴィーガントンカツ 65g×2枚（商品コード128055）
　ヴィーガンデリ ベジハンバーグ 100g（商品コード128076）
　豆乳紅茶アイス 80ml（商品コード128081）
　穀物珈琲アイス 80ml（商品コード128082）
　バニラアイス 80ml（商品コード128083）
　チョコレートアイス 80ml（商品コード128084）
　イチゴアイス 80ml（商品コード128085）
　グリーンティーアイス 80ml（商品コード128086）
　SOFA ベジハムスライス 160g（商品コード128046）
　EU発ヴィーガンチキンフィレ 100g（商品コード128052）
　GF ヴィーガン一口カツ 150g（商品コード128059）

◎ゼンケン 電気ひざかけ ZR-50LT（商品コード181030）
部材の値上げ、物流コスト、諸経費の上昇のため値上げさせていただきます。15,000円→16,000円 
変更済み
◎イシミック〈直送〉
　におクリンマスク（3枚入） ノーマル（商品コード182343）
　におクリンマスク（3枚） スリムタイプ（商品コード182344）
　におクリンマスク ウイルス 対策付3枚 ノーマル（商品コード182345）
　におクリンマスク ウイルス 対策付3枚 スリム（商品コード182346）
新型コロナウイルス流行に伴うマスク需要により、原材料の相次ぐ値上げや物流コストの増加により
値上げさせていただきます。11月1日より
◎ナチュラルスタイル〈直送〉
　ヤク混 フライス 長袖 VネックTシャツ グレー M（商品コード184597）
　ヤク混 フライス 長袖 VネックTシャツ グレー L（商品コード184598）
　ヤク混 フライス 長袖 タートルネック グレー M（商品コード184599）
　ヤク混 フライス 長袖 タートルネック グレー L（商品コード184600）
　立体マスク 生成 M（商品コード184071）
　立体マスク 生成 L（商品コード184072）
11月1日メーカー出荷分より値上げさせていただきます。
リニューアル
◎ベストプラネット 匠庵 国産素材愛媛産きくらげ 10g（商品コード150086）

匠庵 国産素材愛媛産きくらげスライス 10g（商品コード150087）〈直送〉
デザイン・表示等が変更になります。また、荷姿も10×6から10×8に変更になります。加工者が同社グ
ループの愛媛HARUKA（株）に変更されました。10/1メーカー出荷分より
◎たかくら新産業 キレイウォーター グリーンフォレスト 300ml（商品コード191266）〈直送〉

キレイウォーター ローズ 300ml（商品コード191267）
キレイウォーター 無香料 300ml（商品コード191268）

スプレーノズルの形状が変更されました。9月入荷分より
容器変更
◎忠孝酒造 黒あまざけ 720ml（商品コード090509）
テレビ放映の影響で注文が殺到している事から、瓶資材の入荷の目途が立たず、現行の瓶と色と形
状が近い瓶を代替え品として対応させていただいております。
原材料変更
◎かるなぁ 大豆ミート唐揚げ 150g（商品コード128050）

ヴィーガン大豆ミート唐揚げ 500g（商品コード128070）
衣の改良研究を重ねて参りました結果、原材料を変更する運びとなりました。「白高きび粉」の追加を
し、表記を変更します。また、これに伴いまして、栄養成分表示も変更となります。10月1日出荷分より
表示変更
◎創健社 べに花一番のオーツナ 90g（商品コード120553）
新たな加工食品の原料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。2021年3月
以降随時切り替え予定

◎かるなぁ 全粒粉車麩のフライ 4個（商品コード128043）〈直送〉
キャベツメンチカツ 4個（商品コード128057）〈直送〉
豆乳ベシャメルコロッケ 4個（商品コード128080）〈直送〉

一部原材料の表記の見直しと栄養成分値の再計算による訂正をさせていただきます。10月1日納品
分より
◎大高醤油 稗しょうゆ 500ml（商品コード450326）

キビしょうゆ 500ml（商品コード450327）
粟しょうゆ 500ml（商品コード450328）
米しょうゆ 500ml（商品コード450329）

栄養成分表示を加えたラベルに変更させていただきました。変更済み

再開のお知らせ
◎創健社 素材を活かす有機鍋スープ 醤油（商品コード100543）

素材を活かす有機鍋スープ 味噌（商品コード110544）
素材を活かす有機鍋スープ 塩（商品コード110545）

入荷済み
◎創健社 ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
北海道産馬鈴薯の端境期で製造を一時休止しておりましたが、今年度の北海道産馬鈴薯の収穫
が始まりましたので、製造を再開いたしました。入荷済み
◎マルサン 寄せ鍋スープ 600g（商品コード110056）

ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）
コクとうま味の みそちゃんこ鍋 スープ 600g（商品コード110066）
ピリ辛みそ味 キムチ鍋スープ 600g（商品コード110572）
野菜がおいしい とり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）

◎小泉食品 LLおでん 400g（商品コード120445）
◎日東醸造 寄せ鍋つゆ 600g（商品コード110573）

チゲ鍋つゆ 600g（商品コード110574）
旨塩麹鍋つゆの素 600g（商品コード110575）

◎まるやま農場 やわらかほしいも 150g（商品コード160904）
◎ジャフマック おでん（二人前） 600g（商品コード121789）
◎東京フード まろやかおでんの素 16.5g×4袋（商品コード110960）
秋冬限定品が入荷しました。

欠品のお知らせ
◎奄美自然食本舗 奄美産黒糖シリーズ 製造・出荷の遅延
原料のサトウキビ畑へ収穫・生育状況確認をしたところ、イノシシによる甚大な被害を受け、更に台風
9、10号の影響により、さとうきび畑及び製造工場も被害を受け、生産体制に厳しい状況が続いており
ます。今後の天候やさとうきびの生育状況にもよりますが、10月中旬頃には通常の出荷ベースに戻る
と考えております。
◎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おります。次回入荷は未定です。
◎ゼンケン 電磁波低減 ヘアードライヤー レッド（商品コード181194）〈直送〉

電磁波低減 ヘアードライヤー ピンク（商品コード181195）〈直送〉
予想を上回るご注文をいただき、欠品いたしました。次回入荷は11月下旬を予定しております。

休止のお知らせ
◎奄美自然食本舗 奄美完熟たんかんマーマレード 150g（商品コード121325）
メーカーにて今期販売終了（休止）になりました。再開時期は来年3月下旬以降の予定です。
◎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〉
9月9日メーカー出荷をもって休止になりました。
◎たかくら新産業 アウトドア ボディスプレー エクストラ 125ml（商品コード191246）
　（パーフェクトポーション） アウトドア ボディスプレー エクストラ 50ml（商品コード191247）

アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191316）
メーカー在庫が無くなり次第、今季販売終了になります。
◎たかくら新産業 アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191248）
　（パーフェクトポーション） アウトドア ボディスプレー ハッカ 50ml（商品コード191249）

マスクスプレー ブリーズイージー 50ml（商品コード191312）
マスクスプレー マム&キッズ 50ml（商品コード191313）
マスクスプレー リラックス 50ml（商品コード191314）
マスクスプレー リフレッシュ 50ml（商品コード191315）
バズオフ エッセンシャルオイル 10ml（商品コード191212）
バズオフ キャンドル 50g（商品コード191122）
バズオフ ルームスプレー 250ml（商品コード191207）
バズオフ ルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）

メーカーにて販売休止になります。販売再開は来春頃の予定です。

終売のお知らせ
◎TKオーガニック NATURAL COSMETIC モイスチュアクリーム 80g（商品コード170008）〈直送〉

創健社のチョコレートシーズン到来です。

今年も秋冬限定創健社のチョコレート商品の販売がはじまります。
いろいろなジャンルの商品をそろえておりますので、お好みの味をお探しください。

ビッグアーモンドチョコ
縦12センチ×横26センチの、誰もが笑顔になる
ビッグサイズ。カリッと香ばしいアーモンドと、北
海道産牛乳から作ったミルクパウダー（全粉乳
として15％使用）をたっぷり加えました。砂糖の
代わりにパラチノース（砂糖に酵素を働かせて作られ
た甘味料。甘さは砂糖の1/2、まろやかでスッキリとし
た甘さが特長）・還元麦芽糖水飴を使っています。

商品コード：160681
税込価格：1,577円
（本体価格：1,460円）
内容量：400g　入数：20
賞味期間：1年

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、植物油脂［パーム油
（マレーシア）、ひまわり油（オーストラリア）シア油（西アフリ
カ）］、ココアバター（西アフリカ、東南アジア）、全粉乳（北海
道）、カカオマス（西アフリカ、東南アジア）、アーモンド（アメリ
カ）、粉末還元麦芽糖水飴／植物レシチン（大豆由来）、香料

ミルクチョコレート
北海道産の牛乳から
作ったミルクパウダーを
たっぷり使用し、さらにク
リームパウダーを加えた
まろやかで口どけのよい
おいしさ。
商品コード：160684
税込価格：346円（本体価格：320円）
内容量：70g　入数：40（10×4）
賞味期間：240日

【原材料】結晶パラチノース（ド
イツ）、ココアバター（西アフリ
カ・東南アジア他）、植物油脂
（パーム油、ひまわり油、シア
油）、全粉乳（北海道）、カカオマ
ス、粉末還元麦芽糖水飴［とう
もろこし（アメリカ他）、馬鈴薯
（国内産他）、甘藷（国内産他）、
キャッサバ（タイ、インドネシア
他）］、クリームパウダー（北海
道）／香料（天然バニラ香料）

ジャンプボックスチョコレート
カカオマスをビッグアーモンドチョコ・ミルク
チョコレートの約2倍使用した、少しほろ
苦い大人の味です。「ジャンプボックス」と
は跳び箱の和製英語です。チョコが跳び
箱の形をしています。
商品コード：160969
税込価格：411円（本体価格：380円）
内容量：84g（7g×12粒）
入数：20　賞味期間：240日

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、カ
カオマス（西アフリカ、東南アジア他）、植物
油脂［パーム油（マレーシア他）、ひまわり油
（オーストラリア他）、シア油（西アフリカ
他）］、乳糖（アメリカ他）、ココアバター（西ア
フリカ、東南アジア他）、全粉乳（北海道）／
植物レシチン［大豆（ブラジル他）］、香料

ダイスチョコ抹茶
国内産抹茶の風味香るひとくちサイズ。砂糖は粗
製糖を使用し、コクのある甘さが抹茶の香りを引
き立てます。なごみのひと時をお楽しみください。
商品コード：160915
税込価格：562円
（本体価格：520円）
内容量：120g
入数：20
賞味期間：240日

【原材料】ココアバター（西アフリカ、東南アジア他）、砂糖（タイ、豪州他）、全
粉乳（北海道）、抹茶（静岡、京都）／植物レシチン［大豆：遺伝子組み換えでな
い（ブラジル他）由来］

メイシーちゃん（TM）のおきにいり ハートのチョコ
ハート形の一口サイズ。砂糖の
代わりにパラチノース・還元麦
芽糖水飴を使っています。
商品コード：161520
税込価格：254円
（本体価格：235円）
内容量：40g（5g×8個）
入数：10　賞味期間：360日
発注単位：5個

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、植物油脂［パーム油
（マレーシア）、ひまわり油（アメリカ）、シア油（西アフリカ）］、コ
コアバター（西アフリカ、東南アジア）、全粉乳（北海道）、カカオ
マス（西アフリカ）、粉末還元麦芽糖水飴［とうもろこし（アメリ
カ他）、馬鈴薯（国内産他）、甘藷（国内産他）、キャッサバ（タイ、
インドネシア他）］／植物レシチン［大豆：遺伝子組換えでない
（ブラジル）］、香料［天然バニラ香料（マダガスカル）］

有機ダークチョコレート
（グラシアデルソル）

有機ダークチョコレート
カカオニブ入り（グラシアデルソル）

グラシアデルソルとはスペイン語で「太陽の恵み」という意味です。香りの良さや苦味の
少ないマイルドで上品な風味が特長のペルー産有機カカオ100％使用。有機カカオ豆の
栽培から商品化まで一貫管理されたレイズトレード商品です。カカオニブ入りは香ばしい
食感がプラスされています。

商品コード：161550
税込価格：584円
（本体価格：540円）
内容量：100g
入数：40（10×4）
賞味期間：450日

【原材料】有機カカオマス（ペルー）、有機砂糖
（ブラジル、パラグアイ）、有機ココアバター（ペ
ルー）、有機ココアパウダー（ペルー）

商品コード：161551
税込価格：616円
（本体価格：570円）
内容量：100g
入数：40（10×4）
賞味期間：450日

【原材料】有機カカオマス（ペルー）、有機砂糖
（ブラジル、パラグアイ）、有機ココアバター（ペ
ルー）、有機ココアパウダー（ペルー）、有機カ
カオニブ（ペルー）
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新商品のご案内②

2020ナチュールうるおい美潤肌セット 2020ナチュールうるおい美潤肌EX

商品コード：170813 
税込価格：3,850円（本体価格：3,500円）
入数：24　有効期間：1080日

商品コード：170814
税込価格：7,150円（本体価格：6,500円）
入数：12　有効期間：1080日

商品コード：170815
税込価格：3,850円（本体価格：3,500円）
入数：24　有効期間：1080日

商品コード：170816 
税込価格：7,150円（本体価格：6,500円）
入数：12　有効期間：1080日

【原材料】水、BG、グリセリン、アボカド油、スクワラン、ヒアルロン酸Ｎａ、ビフィズス菌
培養溶解質、コンドロイチン硫酸Ｎａ、リン脂質、スフィンゴ脂質、オウゴン根エキス、カ
ワラヨモギ花エキス、アロエベラ葉エキス、黒砂糖エキス、グリチルリチン酸2Ｋ、アラ
ントイン、トコフェロール、カラメル、塩化Ｎａ、カルボマー、水酸化Ｋ、メチルパラベン

【原材料】水、BG、グリセリン、ヒアルロン酸Ｎａ、アボカド油、スクワラン、アロエベラ葉エキ
ス、オウゴン根エキス、カワラヨモギ花エキス、リン脂質、スフィンゴ脂質、ビフィズス菌培養
溶解質、コンドロイチン硫酸Ｎａ、酵母エキス、α-グルカンオリゴサッカリド、トコフェロール、
グリチルリチン酸2Ｋ、アラントイン、塩化Ｎａ、カルボマー、水酸化Ｋ、メチルパラベン

500ｇ+50ｇ
『ゲルホームクリームEX500g』に、ポーチに入る携帯サイズ
の「限定デザインボトル50g」が付いた数量限定のセット。

500ｇ+50ｇ
『ゲルホームクリーム500g』に、ポーチに入る携帯サイズの
「限定デザインボトル50g」が付いた数量限定のセット。

180ｇ+50ｇ
保湿に優れた14種類の美肌成分配合の『ゲルホームク
リーム180g』に、ポーチに入る携帯サイズの「限定デザイン
ボトル50g」が付いた数量限定のセット。

180ｇ+50ｇ
保湿に優れた14種類の美肌成分配合の『ゲルホームク
リームEX180g』に、ポーチに入る携帯サイズの「限定デザ
インボトル50g」が付いた数量限定のセット。
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新商品のご案内①

寒い日におすすめの創健社のシチュー商品

ジロロモーニ RECIPE 和風パスタ

ジャフマック 贅沢国産カシス マルサンアイ ごま豆乳鍋スープ

岩本製菓 国産卵黄かぼちゃボーロ

シチューは身も心もあたたまる、これからの季節にはぴったりの料理です。お客様の用途に合わせ、個性のある商品
を取りそろえております。

コーンクリームシチュー
チキンブイヨンの旨味とコーンの風味を活かし、圧搾しぼりのべに花油、
直火焙煎した国産小麦の小麦粉、粉乳などで仕上げました。彩りをプラ
スするパセリ小袋付き。5皿分

商品コード：110740　税込価格：368円（本体価格：340円）
内容量：115g　入数：40（10×4）　賞味期間：360日

【原材料】植物油［パーム油（マレーシア）、べに花油（アメリカ
又はメキシコ）］、小麦粉［小麦（北海道）］、粉乳［脱脂粉乳（北
海道）、全粉乳（北海道）］、チキンブイヨン（九州他海外）、砂
糖（北海道）、食塩（メキシコ）、コーンパウダー（ニュージーラ
ンド）、酵母エキス、別添小袋（パセリ）

コーンクリームシチューフレーク
ラードや牛脂、動物性のブイヨン・エキスを使用せずに、北海道産牛乳か
ら作ったミルクパウダーをたっぷりブレンドして仕上げたコクと甘みのある
やさしい味わいです。溶けやすく、使いやすいフレーク状ですので、手早
く調理が可能です。8皿分

商品コード：111120　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：240日

【原材料】小麦粉［小麦（北海道）］、植物油脂［有機べに花油
（アメリカ）、パーム油（マレーシア）］、粉乳［脱脂・全脂（北海
道）］、食塩（メキシコ）、コーンパウダー（ニュージーランド）、
酵母エキス（国内産他海外）、オニオンパウダー（アメリカ）、
砂糖（北海道）

お米と大豆のコーンシチュールウ
国内産米粉、北海道産コーン粉末、国内産大豆粉末を使い、乳製品、
ラードや牛脂、動物性のブイヨン・エキスなど動物性原料を一切使用せ
ずに植物性素材のみで仕上げました。6皿分

商品コード：110745　税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：135g　入数：40（10×4）　賞味期間：240日

【原材料】植物油脂（パーム油、有機べに花油）、野菜粉末（と
うもろこし、玉ねぎ、にんじん、セロリ）、米粉（新潟）、大豆粉
末（新潟）、砂糖［喜界島粗糖（鹿児島）］、食塩（メキシコ産天
日塩）、白ワイン（国内産）、昆布粉末、粉末醤油、香辛料（ホワ
イトペッパー）、（一部に大豆・小麦を含む）
※小麦は「粉末醤油」の醤油の原料の小麦です。

ひよこ豆粉のシチュールウ
小麦粉の代わりにひよこ豆粉を使い、植物素材のみで仕上げました。葉
酸たっぷり、食物繊維・鉄・亜鉛・ビタミンＢ₆の補給にもおすすめです。
5皿分

商品コード：111139　税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：110g　入数：40（10×4）　賞味期間：240日

【原材料】植物油脂［パーム油（国内製造）、有機べに花油（ア
メリカ製造）］、ひよこ豆粉（カナダ、アメリカ）、コーンパウ
ダー［とうもろこし（ニュージーランド）］、食塩（メキシコ）、馬
鈴薯澱粉（北海道）、砂糖［さとうきび（鹿児島）］、オニオンパ
ウダー（アメリカ）、酵母エキス、白ワイン［ぶどう（長野）］、ホ
ワイトペッパー、セロリパウダー

きのこと豆乳のソース スパゲッティ 【材料】
スパゲッティ･･････････････60ｇ
玉ねぎ･････････ 50ｇ（スライス）
しめじ ･･･････････････････50ｇ
マッシュルーム･･ 50ｇ（スライス）
エリンギ ･･･････ 50ｇ（スライス）
オリーブオイル ･･･････････ 適量

白ワイン･･････････････大さじ２
豆乳 ･････････････････ 150ml

お湯･･････････････････････ 1L
塩 ･･･････････････････････ 8ｇ

【作り方】
①スパゲッティを5分茹でる。
②フライパンにオリーブオイルと玉ねぎを入れ中火にかける。
③きのこをすべて入れ炒め、軽く塩をして白ワインを加える。
④豆乳を加え、少し煮詰める。
⑤スパゲッティとソースを合わせ、調味し、お皿に盛る。

きのこの豊かな香りがクリーミーな豆乳ソースに溶けだした芳醇な
秋のパスタです。
きのこは椎茸や舞茸などを用いても結構です。

お味噌のカルボナーラ【材料】
スパゲッティ･･････････････60ｇ
ブロッコリー･･････････････50ｇ
お湯･･････････････････････ 1L
塩 ･･･････････････････････ 8ｇ

卵（全卵）･････････････････１個
牛乳 ･･･････････････････50ml
パルミジャーノ････････････30ｇ
味噌 ････････････････････１0ｇ
黒胡椒 ･･････････････････ 適量

【作り方】
①スパゲッティを6分茹でる。茹で上がりの2分前にブロッコリーを入れる。
②卵液の材料（卵、牛乳、パルミジャーノ、味噌）をボールに入れ、良く混ぜる。
③冷たいままのフライパンにゆで汁100ml、卵液を混ぜ合わせ、弱火で
ゆっくり火を通す。
④③にとろみがついたら、湯切りしたスパゲッティとブロッコリーを入れて
よく混ぜる。
④お皿に盛り、黒胡椒をかける。

味噌を使った和風カルボナーラスパゲッティです。
牛乳の代わりに豆乳を用いても結構です。

デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524
本体価格：389円
内容量：500g

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：1200円
内容量：228g（250ml）

オーガニックカタラーナプレーン2個、オーガニックカタラーナ苺2個
賞味期間：180日 

税込5,400円（送料込）産直品

注文
番号16 オーガニックカタラーナ
北海道せたな町産の有機生クリームに有機平飼
い卵、有機砂糖を使用。
小麦粉を使わず、グルテンフリーで仕上げまし
た。濃厚ですがしつこくないフルーティーな味わ
いです。製造方法も特殊で、他では真似出来ない
レシピです！

冷凍
ペカンナッツショコラキャラメル、ペカンナッツショコラココア 各90g
賞味期間：720日 商品コード：210931

注文
番号17 グランプラス

ペカンナッツショコラアソート
北米大陸で古くから重要な栄養源であり、近年その強い抗酸化作用
が評判になっているクルミ科のペカンナッツ。油を使わずにそのまま
ローストし、クーベルチュールで丁寧に包み込みました。
サクッと軽いペカンナッツの食感と、とろけるチョコレートがやみつき
になる驚きの味わいです。

プレーン、ブラックペッパー＆ガーリック、
長ネギ＆生姜、カレー 各2個
賞味期間：570日

税込4,860円（送料込）産直品

商品コード：210930

注文
番号29 サラダチキン

4種×2個
国産の鶏胸肉
でつくった、常
温保存可能な
サラダチキン
です。4種類の
味のバリエー
ションをお楽し
みください。

冬ギフト 2020　新商品のご案内 お申込期間　10/21（水）～12/14（月）

商品コード：210910

常温 常温税込3,256円（送料込）在庫
（店頭受け取り価格　税込2,376円）

和歌山有機認証協会

和歌山産
有機みかん・レモン
11月中旬頃より出荷予定です。なくなり次第終了となります。
産地の状況による品切れ、納品遅れにつきましては､

御容赦下さいますようお願い致します。

こだわり
除草剤や殺虫剤等の化学合成農薬を
使用せず豊かな土壌と有機肥料により
手間隙かけて栽培されています。虫、草、
動物からの防除は苦労が多く、カラス、
猪、狸、ヒヨドリ、メジロからみかんを守り、
草取りは年に数回行っています。
木の幹に巣を作ったカミキリ虫は１匹ず
つ針金で駆除します。
箱の中には、大、中、小と色々様々なサイ
ズが入っています。人の手に触れる時間
をなるべく少なくし、もぎたてのおいしさを
お届けするためです。
8月に雨が少なかったので酸味が強めで
したが、9月に入り雨が降ったので、甘み
が増し、例年通りおいしく育っています。

和歌山産有機みかん10kg
（商品コード：421040）
和歌山産有機みかん 5kg
（商品コード：421066）

レモンは10年ほど前愛媛県中島
町に見学に出向き栽培技術や優
良品種を教えてもらいました。栽
培品種は主にクックユーレカと言う
品種を作っています。肥料はみか
んと同じくオール有機の肥料を年3
回適度施肥します。病虫害防除も
みかんと同じくマシン油、ボルドー
液、水和硫黄剤を使用します。
9月中旬頃より収穫は始まります。9
月～11月くらいまでは写真にある
ように果皮は鮮やかなグリーン、12
月以降は黄色になります。今年も
果汁たっぷりのいいレモンが出来
ています。よろしくお願いします。

和歌山産有機レモン10kg
（商品コード：421067）
和歌山産有機レモン 5kg
（商品コード：421068）

フロッカ リフレッシュハーバルミスト

商品コード：090588
税込価格：3,456円（本体価格：3,200円）
内容量：565ml　入数：12
賞味期間：730日

商品コード：111074　税込価格：324円（本体価格：300円）
内容量：600g　入数：6　賞味期間：540日

商品コード：161546
税込価格：184円（本体価格：170円）
内容量：78g　入数：12
賞味期間：180日

20ml
商品コード：170796
税込価格：990円（本体価格：900円）
内容量：20ml　入数：24
有効期間：1080日

60ml
商品コード：170797
税込価格：1,980円（本体価格：1,800円）
内容量：60ml　入数：12
有効期間：1080日

【原材料】カシス（青森）、甜菜糖、甜菜
糖液糖

【原材料】豆乳（大豆を含む）（国内製造）、砂糖（国内製造）、食塩
（国内製造）、有機すりごま（国内製造）、かつお節エキス（国内製
造）、昆布エキス（国内製造）、煮干いわし粉（国内製造）／重曹
（国内製造）
※豆乳以外の原料は、産地を限定したものではございません。

【原材料】ばれいしょ澱粉（じゃがいも（北海道、遺伝子
組換えでない））、てん菜糖（北海道）、卵黄（卵を含む）
（愛知、岐阜、富山、滋賀）、かぼちゃ（北海道）、小麦粉
（北海道）／卵殻カルシウム（国内産）

【原材料】水、エタノール、BG、PEG-60水添ヒマシ油、ラベンダー油、ティーツリー葉油、ローズマリー葉油、メン
トール、キシリトール、銀、白金、グリセリン、グリセリルグルコシド、セルロースガム、炭酸水素Ｎａ、フェノキシエタ
ノール

青森県津軽の『弘前市産カシス』を北海道
の甜菜糖で醗酵させ、大変飲みやすく致し
ました。すべて国産原料で作った贅沢な一
品です。5倍に薄めてお召し上がりください。

有機大豆でしぼった豆乳と、有機すりごまを使用し香り高いごま豆乳
鍋に仕上げました。豆乳のまろやかさをコク味とカツオ、昆布などの魚
介のだしに合わせ、ごまの風味で仕上げています。

卵黄を使用したまろやかな
味のかぼちゃボーロです。

もわっと蒸れるマスクをリフレッシュ! ハーブが香るマスクミスト
直送

901735 0078444 901735 0181474

901735 0208294 901735 0236844

971969 0006144

970014 1501824

901033 7330874

995667 0210164 995667 0210234
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新商品のご案内①

寒い日におすすめの創健社のシチュー商品

ジロロモーニ RECIPE 和風パスタ

ジャフマック 贅沢国産カシス マルサンアイ ごま豆乳鍋スープ

岩本製菓 国産卵黄かぼちゃボーロ

シチューは身も心もあたたまる、これからの季節にはぴったりの料理です。お客様の用途に合わせ、個性のある商品
を取りそろえております。

コーンクリームシチュー
チキンブイヨンの旨味とコーンの風味を活かし、圧搾しぼりのべに花油、
直火焙煎した国産小麦の小麦粉、粉乳などで仕上げました。彩りをプラ
スするパセリ小袋付き。5皿分

商品コード：110740　税込価格：368円（本体価格：340円）
内容量：115g　入数：40（10×4）　賞味期間：360日

【原材料】植物油［パーム油（マレーシア）、べに花油（アメリカ
又はメキシコ）］、小麦粉［小麦（北海道）］、粉乳［脱脂粉乳（北
海道）、全粉乳（北海道）］、チキンブイヨン（九州他海外）、砂
糖（北海道）、食塩（メキシコ）、コーンパウダー（ニュージーラ
ンド）、酵母エキス、別添小袋（パセリ）

コーンクリームシチューフレーク
ラードや牛脂、動物性のブイヨン・エキスを使用せずに、北海道産牛乳か
ら作ったミルクパウダーをたっぷりブレンドして仕上げたコクと甘みのある
やさしい味わいです。溶けやすく、使いやすいフレーク状ですので、手早
く調理が可能です。8皿分

商品コード：111120　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：240日

【原材料】小麦粉［小麦（北海道）］、植物油脂［有機べに花油
（アメリカ）、パーム油（マレーシア）］、粉乳［脱脂・全脂（北海
道）］、食塩（メキシコ）、コーンパウダー（ニュージーランド）、
酵母エキス（国内産他海外）、オニオンパウダー（アメリカ）、
砂糖（北海道）

お米と大豆のコーンシチュールウ
国内産米粉、北海道産コーン粉末、国内産大豆粉末を使い、乳製品、
ラードや牛脂、動物性のブイヨン・エキスなど動物性原料を一切使用せ
ずに植物性素材のみで仕上げました。6皿分

商品コード：110745　税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：135g　入数：40（10×4）　賞味期間：240日

【原材料】植物油脂（パーム油、有機べに花油）、野菜粉末（と
うもろこし、玉ねぎ、にんじん、セロリ）、米粉（新潟）、大豆粉
末（新潟）、砂糖［喜界島粗糖（鹿児島）］、食塩（メキシコ産天
日塩）、白ワイン（国内産）、昆布粉末、粉末醤油、香辛料（ホワ
イトペッパー）、（一部に大豆・小麦を含む）
※小麦は「粉末醤油」の醤油の原料の小麦です。

ひよこ豆粉のシチュールウ
小麦粉の代わりにひよこ豆粉を使い、植物素材のみで仕上げました。葉
酸たっぷり、食物繊維・鉄・亜鉛・ビタミンＢ₆の補給にもおすすめです。
5皿分

商品コード：111139　税込価格：454円（本体価格：420円）
内容量：110g　入数：40（10×4）　賞味期間：240日

【原材料】植物油脂［パーム油（国内製造）、有機べに花油（ア
メリカ製造）］、ひよこ豆粉（カナダ、アメリカ）、コーンパウ
ダー［とうもろこし（ニュージーランド）］、食塩（メキシコ）、馬
鈴薯澱粉（北海道）、砂糖［さとうきび（鹿児島）］、オニオンパ
ウダー（アメリカ）、酵母エキス、白ワイン［ぶどう（長野）］、ホ
ワイトペッパー、セロリパウダー

きのこと豆乳のソース スパゲッティ 【材料】
スパゲッティ･･････････････60ｇ
玉ねぎ･････････ 50ｇ（スライス）
しめじ ･･･････････････････50ｇ
マッシュルーム･･ 50ｇ（スライス）
エリンギ ･･･････ 50ｇ（スライス）
オリーブオイル ･･･････････ 適量

白ワイン･･････････････大さじ２
豆乳 ･････････････････ 150ml

お湯･･････････････････････ 1L
塩 ･･･････････････････････ 8ｇ

【作り方】
①スパゲッティを5分茹でる。
②フライパンにオリーブオイルと玉ねぎを入れ中火にかける。
③きのこをすべて入れ炒め、軽く塩をして白ワインを加える。
④豆乳を加え、少し煮詰める。
⑤スパゲッティとソースを合わせ、調味し、お皿に盛る。

きのこの豊かな香りがクリーミーな豆乳ソースに溶けだした芳醇な
秋のパスタです。
きのこは椎茸や舞茸などを用いても結構です。

お味噌のカルボナーラ【材料】
スパゲッティ･･････････････60ｇ
ブロッコリー･･････････････50ｇ
お湯･･････････････････････ 1L
塩 ･･･････････････････････ 8ｇ

卵（全卵）･････････････････１個
牛乳 ･･･････････････････50ml
パルミジャーノ････････････30ｇ
味噌 ････････････････････１0ｇ
黒胡椒 ･･････････････････ 適量

【作り方】
①スパゲッティを6分茹でる。茹で上がりの2分前にブロッコリーを入れる。
②卵液の材料（卵、牛乳、パルミジャーノ、味噌）をボールに入れ、良く混ぜる。
③冷たいままのフライパンにゆで汁100ml、卵液を混ぜ合わせ、弱火で
ゆっくり火を通す。
④③にとろみがついたら、湯切りしたスパゲッティとブロッコリーを入れて
よく混ぜる。
④お皿に盛り、黒胡椒をかける。

味噌を使った和風カルボナーラスパゲッティです。
牛乳の代わりに豆乳を用いても結構です。

デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524
本体価格：389円
内容量：500g

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：1200円
内容量：228g（250ml）

オーガニックカタラーナプレーン2個、オーガニックカタラーナ苺2個
賞味期間：180日 

税込5,400円（送料込）産直品

注文
番号16 オーガニックカタラーナ
北海道せたな町産の有機生クリームに有機平飼
い卵、有機砂糖を使用。
小麦粉を使わず、グルテンフリーで仕上げまし
た。濃厚ですがしつこくないフルーティーな味わ
いです。製造方法も特殊で、他では真似出来ない
レシピです！

冷凍
ペカンナッツショコラキャラメル、ペカンナッツショコラココア 各90g
賞味期間：720日 商品コード：210931

注文
番号17 グランプラス

ペカンナッツショコラアソート
北米大陸で古くから重要な栄養源であり、近年その強い抗酸化作用
が評判になっているクルミ科のペカンナッツ。油を使わずにそのまま
ローストし、クーベルチュールで丁寧に包み込みました。
サクッと軽いペカンナッツの食感と、とろけるチョコレートがやみつき
になる驚きの味わいです。

プレーン、ブラックペッパー＆ガーリック、
長ネギ＆生姜、カレー 各2個
賞味期間：570日

税込4,860円（送料込）産直品

商品コード：210930

注文
番号29 サラダチキン

4種×2個
国産の鶏胸肉
でつくった、常
温保存可能な
サラダチキン
です。4種類の
味のバリエー
ションをお楽し
みください。

冬ギフト 2020　新商品のご案内 お申込期間　10/21（水）～12/14（月）

商品コード：210910

常温 常温税込3,256円（送料込）在庫
（店頭受け取り価格　税込2,376円）

和歌山有機認証協会

和歌山産
有機みかん・レモン
11月中旬頃より出荷予定です。なくなり次第終了となります。
産地の状況による品切れ、納品遅れにつきましては､

御容赦下さいますようお願い致します。

こだわり
除草剤や殺虫剤等の化学合成農薬を
使用せず豊かな土壌と有機肥料により
手間隙かけて栽培されています。虫、草、
動物からの防除は苦労が多く、カラス、
猪、狸、ヒヨドリ、メジロからみかんを守り、
草取りは年に数回行っています。
木の幹に巣を作ったカミキリ虫は１匹ず
つ針金で駆除します。
箱の中には、大、中、小と色々様々なサイ
ズが入っています。人の手に触れる時間
をなるべく少なくし、もぎたてのおいしさを
お届けするためです。
8月に雨が少なかったので酸味が強めで
したが、9月に入り雨が降ったので、甘み
が増し、例年通りおいしく育っています。

和歌山産有機みかん10kg
（商品コード：421040）
和歌山産有機みかん 5kg
（商品コード：421066）

レモンは10年ほど前愛媛県中島
町に見学に出向き栽培技術や優
良品種を教えてもらいました。栽
培品種は主にクックユーレカと言う
品種を作っています。肥料はみか
んと同じくオール有機の肥料を年3
回適度施肥します。病虫害防除も
みかんと同じくマシン油、ボルドー
液、水和硫黄剤を使用します。
9月中旬頃より収穫は始まります。9
月～11月くらいまでは写真にある
ように果皮は鮮やかなグリーン、12
月以降は黄色になります。今年も
果汁たっぷりのいいレモンが出来
ています。よろしくお願いします。

和歌山産有機レモン10kg
（商品コード：421067）
和歌山産有機レモン 5kg
（商品コード：421068）

フロッカ リフレッシュハーバルミスト

商品コード：090588
税込価格：3,456円（本体価格：3,200円）
内容量：565ml　入数：12
賞味期間：730日

商品コード：111074　税込価格：324円（本体価格：300円）
内容量：600g　入数：6　賞味期間：540日

商品コード：161546
税込価格：184円（本体価格：170円）
内容量：78g　入数：12
賞味期間：180日

20ml
商品コード：170796
税込価格：990円（本体価格：900円）
内容量：20ml　入数：24
有効期間：1080日

60ml
商品コード：170797
税込価格：1,980円（本体価格：1,800円）
内容量：60ml　入数：12
有効期間：1080日

【原材料】カシス（青森）、甜菜糖、甜菜
糖液糖

【原材料】豆乳（大豆を含む）（国内製造）、砂糖（国内製造）、食塩
（国内製造）、有機すりごま（国内製造）、かつお節エキス（国内製
造）、昆布エキス（国内製造）、煮干いわし粉（国内製造）／重曹
（国内製造）
※豆乳以外の原料は、産地を限定したものではございません。

【原材料】ばれいしょ澱粉（じゃがいも（北海道、遺伝子
組換えでない））、てん菜糖（北海道）、卵黄（卵を含む）
（愛知、岐阜、富山、滋賀）、かぼちゃ（北海道）、小麦粉
（北海道）／卵殻カルシウム（国内産）

【原材料】水、エタノール、BG、PEG-60水添ヒマシ油、ラベンダー油、ティーツリー葉油、ローズマリー葉油、メン
トール、キシリトール、銀、白金、グリセリン、グリセリルグルコシド、セルロースガム、炭酸水素Ｎａ、フェノキシエタ
ノール

青森県津軽の『弘前市産カシス』を北海道
の甜菜糖で醗酵させ、大変飲みやすく致し
ました。すべて国産原料で作った贅沢な一
品です。5倍に薄めてお召し上がりください。

有機大豆でしぼった豆乳と、有機すりごまを使用し香り高いごま豆乳
鍋に仕上げました。豆乳のまろやかさをコク味とカツオ、昆布などの魚
介のだしに合わせ、ごまの風味で仕上げています。

卵黄を使用したまろやかな
味のかぼちゃボーロです。

もわっと蒸れるマスクをリフレッシュ! ハーブが香るマスクミスト
直送

901735 0078444 901735 0181474

901735 0208294 901735 0236844

971969 0006144

970014 1501824

901033 7330874

995667 0210164 995667 0210234
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎かるなぁ〈直送〉〈冷凍〉
　ヴィーガントンカツ 65g×2枚（商品コード128055）
　ヴィーガンデリ ベジハンバーグ 100g（商品コード128076）
　豆乳紅茶アイス 80ml（商品コード128081）
　穀物珈琲アイス 80ml（商品コード128082）
　バニラアイス 80ml（商品コード128083）
　チョコレートアイス 80ml（商品コード128084）
　イチゴアイス 80ml（商品コード128085）
　グリーンティーアイス 80ml（商品コード128086）
　SOFA ベジハムスライス 160g（商品コード128046）
　EU発ヴィーガンチキンフィレ 100g（商品コード128052）
　GF ヴィーガン一口カツ 150g（商品コード128059）

◎ゼンケン 電気ひざかけ ZR-50LT（商品コード181030）
部材の値上げ、物流コスト、諸経費の上昇のため値上げさせていただきます。15,000円→16,000円 
変更済み
◎イシミック〈直送〉
　におクリンマスク（3枚入） ノーマル（商品コード182343）
　におクリンマスク（3枚） スリムタイプ（商品コード182344）
　におクリンマスク ウイルス 対策付3枚 ノーマル（商品コード182345）
　におクリンマスク ウイルス 対策付3枚 スリム（商品コード182346）
新型コロナウイルス流行に伴うマスク需要により、原材料の相次ぐ値上げや物流コストの増加により
値上げさせていただきます。11月1日より
◎ナチュラルスタイル〈直送〉
　ヤク混 フライス 長袖 VネックTシャツ グレー M（商品コード184597）
　ヤク混 フライス 長袖 VネックTシャツ グレー L（商品コード184598）
　ヤク混 フライス 長袖 タートルネック グレー M（商品コード184599）
　ヤク混 フライス 長袖 タートルネック グレー L（商品コード184600）
　立体マスク 生成 M（商品コード184071）
　立体マスク 生成 L（商品コード184072）
11月1日メーカー出荷分より値上げさせていただきます。
リニューアル
◎ベストプラネット 匠庵 国産素材愛媛産きくらげ 10g（商品コード150086）

匠庵 国産素材愛媛産きくらげスライス 10g（商品コード150087）〈直送〉
デザイン・表示等が変更になります。また、荷姿も10×6から10×8に変更になります。加工者が同社グ
ループの愛媛HARUKA（株）に変更されました。10/1メーカー出荷分より
◎たかくら新産業 キレイウォーター グリーンフォレスト 300ml（商品コード191266）〈直送〉

キレイウォーター ローズ 300ml（商品コード191267）
キレイウォーター 無香料 300ml（商品コード191268）

スプレーノズルの形状が変更されました。9月入荷分より
容器変更
◎忠孝酒造 黒あまざけ 720ml（商品コード090509）
テレビ放映の影響で注文が殺到している事から、瓶資材の入荷の目途が立たず、現行の瓶と色と形
状が近い瓶を代替え品として対応させていただいております。
原材料変更
◎かるなぁ 大豆ミート唐揚げ 150g（商品コード128050）

ヴィーガン大豆ミート唐揚げ 500g（商品コード128070）
衣の改良研究を重ねて参りました結果、原材料を変更する運びとなりました。「白高きび粉」の追加を
し、表記を変更します。また、これに伴いまして、栄養成分表示も変更となります。10月1日出荷分より
表示変更
◎創健社 べに花一番のオーツナ 90g（商品コード120553）
新たな加工食品の原料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。2021年3月
以降随時切り替え予定

◎かるなぁ 全粒粉車麩のフライ 4個（商品コード128043）〈直送〉
キャベツメンチカツ 4個（商品コード128057）〈直送〉
豆乳ベシャメルコロッケ 4個（商品コード128080）〈直送〉

一部原材料の表記の見直しと栄養成分値の再計算による訂正をさせていただきます。10月1日納品
分より
◎大高醤油 稗しょうゆ 500ml（商品コード450326）

キビしょうゆ 500ml（商品コード450327）
粟しょうゆ 500ml（商品コード450328）
米しょうゆ 500ml（商品コード450329）

栄養成分表示を加えたラベルに変更させていただきました。変更済み

再開のお知らせ
◎創健社 素材を活かす有機鍋スープ 醤油（商品コード100543）

素材を活かす有機鍋スープ 味噌（商品コード110544）
素材を活かす有機鍋スープ 塩（商品コード110545）

入荷済み
◎創健社 ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
北海道産馬鈴薯の端境期で製造を一時休止しておりましたが、今年度の北海道産馬鈴薯の収穫
が始まりましたので、製造を再開いたしました。入荷済み
◎マルサン 寄せ鍋スープ 600g（商品コード110056）

ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）
コクとうま味の みそちゃんこ鍋 スープ 600g（商品コード110066）
ピリ辛みそ味 キムチ鍋スープ 600g（商品コード110572）
野菜がおいしい とり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）

◎小泉食品 LLおでん 400g（商品コード120445）
◎日東醸造 寄せ鍋つゆ 600g（商品コード110573）

チゲ鍋つゆ 600g（商品コード110574）
旨塩麹鍋つゆの素 600g（商品コード110575）

◎まるやま農場 やわらかほしいも 150g（商品コード160904）
◎ジャフマック おでん（二人前） 600g（商品コード121789）
◎東京フード まろやかおでんの素 16.5g×4袋（商品コード110960）
秋冬限定品が入荷しました。

欠品のお知らせ
◎奄美自然食本舗 奄美産黒糖シリーズ 製造・出荷の遅延
原料のサトウキビ畑へ収穫・生育状況確認をしたところ、イノシシによる甚大な被害を受け、更に台風
9、10号の影響により、さとうきび畑及び製造工場も被害を受け、生産体制に厳しい状況が続いており
ます。今後の天候やさとうきびの生育状況にもよりますが、10月中旬頃には通常の出荷ベースに戻る
と考えております。
◎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おります。次回入荷は未定です。
◎ゼンケン 電磁波低減 ヘアードライヤー レッド（商品コード181194）〈直送〉

電磁波低減 ヘアードライヤー ピンク（商品コード181195）〈直送〉
予想を上回るご注文をいただき、欠品いたしました。次回入荷は11月下旬を予定しております。

休止のお知らせ
◎奄美自然食本舗 奄美完熟たんかんマーマレード 150g（商品コード121325）
メーカーにて今期販売終了（休止）になりました。再開時期は来年3月下旬以降の予定です。
◎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〉
9月9日メーカー出荷をもって休止になりました。
◎たかくら新産業 アウトドア ボディスプレー エクストラ 125ml（商品コード191246）
　（パーフェクトポーション） アウトドア ボディスプレー エクストラ 50ml（商品コード191247）

アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191316）
メーカー在庫が無くなり次第、今季販売終了になります。
◎たかくら新産業 アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191248）
　（パーフェクトポーション） アウトドア ボディスプレー ハッカ 50ml（商品コード191249）

マスクスプレー ブリーズイージー 50ml（商品コード191312）
マスクスプレー マム&キッズ 50ml（商品コード191313）
マスクスプレー リラックス 50ml（商品コード191314）
マスクスプレー リフレッシュ 50ml（商品コード191315）
バズオフ エッセンシャルオイル 10ml（商品コード191212）
バズオフ キャンドル 50g（商品コード191122）
バズオフ ルームスプレー 250ml（商品コード191207）
バズオフ ルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）

メーカーにて販売休止になります。販売再開は来春頃の予定です。

終売のお知らせ
◎TKオーガニック NATURAL COSMETIC モイスチュアクリーム 80g（商品コード170008）〈直送〉

創健社のチョコレートシーズン到来です。

今年も秋冬限定創健社のチョコレート商品の販売がはじまります。
いろいろなジャンルの商品をそろえておりますので、お好みの味をお探しください。

ビッグアーモンドチョコ
縦12センチ×横26センチの、誰もが笑顔になる
ビッグサイズ。カリッと香ばしいアーモンドと、北
海道産牛乳から作ったミルクパウダー（全粉乳
として15％使用）をたっぷり加えました。砂糖の
代わりにパラチノース（砂糖に酵素を働かせて作られ
た甘味料。甘さは砂糖の1/2、まろやかでスッキリとし
た甘さが特長）・還元麦芽糖水飴を使っています。

商品コード：160681
税込価格：1,577円
（本体価格：1,460円）
内容量：400g　入数：20
賞味期間：1年

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、植物油脂［パーム油
（マレーシア）、ひまわり油（オーストラリア）シア油（西アフリ
カ）］、ココアバター（西アフリカ、東南アジア）、全粉乳（北海
道）、カカオマス（西アフリカ、東南アジア）、アーモンド（アメリ
カ）、粉末還元麦芽糖水飴／植物レシチン（大豆由来）、香料

ミルクチョコレート
北海道産の牛乳から
作ったミルクパウダーを
たっぷり使用し、さらにク
リームパウダーを加えた
まろやかで口どけのよい
おいしさ。
商品コード：160684
税込価格：346円（本体価格：320円）
内容量：70g　入数：40（10×4）
賞味期間：240日

【原材料】結晶パラチノース（ド
イツ）、ココアバター（西アフリ
カ・東南アジア他）、植物油脂
（パーム油、ひまわり油、シア
油）、全粉乳（北海道）、カカオマ
ス、粉末還元麦芽糖水飴［とう
もろこし（アメリカ他）、馬鈴薯
（国内産他）、甘藷（国内産他）、
キャッサバ（タイ、インドネシア
他）］、クリームパウダー（北海
道）／香料（天然バニラ香料）

ジャンプボックスチョコレート
カカオマスをビッグアーモンドチョコ・ミルク
チョコレートの約2倍使用した、少しほろ
苦い大人の味です。「ジャンプボックス」と
は跳び箱の和製英語です。チョコが跳び
箱の形をしています。
商品コード：160969
税込価格：411円（本体価格：380円）
内容量：84g（7g×12粒）
入数：20　賞味期間：240日

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、カ
カオマス（西アフリカ、東南アジア他）、植物
油脂［パーム油（マレーシア他）、ひまわり油
（オーストラリア他）、シア油（西アフリカ
他）］、乳糖（アメリカ他）、ココアバター（西ア
フリカ、東南アジア他）、全粉乳（北海道）／
植物レシチン［大豆（ブラジル他）］、香料

ダイスチョコ抹茶
国内産抹茶の風味香るひとくちサイズ。砂糖は粗
製糖を使用し、コクのある甘さが抹茶の香りを引
き立てます。なごみのひと時をお楽しみください。
商品コード：160915
税込価格：562円
（本体価格：520円）
内容量：120g
入数：20
賞味期間：240日

【原材料】ココアバター（西アフリカ、東南アジア他）、砂糖（タイ、豪州他）、全
粉乳（北海道）、抹茶（静岡、京都）／植物レシチン［大豆：遺伝子組み換えでな
い（ブラジル他）由来］

メイシーちゃん（TM）のおきにいり ハートのチョコ
ハート形の一口サイズ。砂糖の
代わりにパラチノース・還元麦
芽糖水飴を使っています。
商品コード：161520
税込価格：254円
（本体価格：235円）
内容量：40g（5g×8個）
入数：10　賞味期間：360日
発注単位：5個

【原材料】結晶パラチノース（国内製造）、植物油脂［パーム油
（マレーシア）、ひまわり油（アメリカ）、シア油（西アフリカ）］、コ
コアバター（西アフリカ、東南アジア）、全粉乳（北海道）、カカオ
マス（西アフリカ）、粉末還元麦芽糖水飴［とうもろこし（アメリ
カ他）、馬鈴薯（国内産他）、甘藷（国内産他）、キャッサバ（タイ、
インドネシア他）］／植物レシチン［大豆：遺伝子組換えでない
（ブラジル）］、香料［天然バニラ香料（マダガスカル）］

有機ダークチョコレート
（グラシアデルソル）

有機ダークチョコレート
カカオニブ入り（グラシアデルソル）

グラシアデルソルとはスペイン語で「太陽の恵み」という意味です。香りの良さや苦味の
少ないマイルドで上品な風味が特長のペルー産有機カカオ100％使用。有機カカオ豆の
栽培から商品化まで一貫管理されたレイズトレード商品です。カカオニブ入りは香ばしい
食感がプラスされています。

商品コード：161550
税込価格：584円
（本体価格：540円）
内容量：100g
入数：40（10×4）
賞味期間：450日

【原材料】有機カカオマス（ペルー）、有機砂糖
（ブラジル、パラグアイ）、有機ココアバター（ペ
ルー）、有機ココアパウダー（ペルー）

商品コード：161551
税込価格：616円
（本体価格：570円）
内容量：100g
入数：40（10×4）
賞味期間：450日

【原材料】有機カカオマス（ペルー）、有機砂糖
（ブラジル、パラグアイ）、有機ココアバター（ペ
ルー）、有機ココアパウダー（ペルー）、有機カ
カオニブ（ペルー）
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お休みさせていただきます。
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新商品のご案内②

2020ナチュールうるおい美潤肌セット 2020ナチュールうるおい美潤肌EX

商品コード：170813 
税込価格：3,850円（本体価格：3,500円）
入数：24　有効期間：1080日

商品コード：170814
税込価格：7,150円（本体価格：6,500円）
入数：12　有効期間：1080日

商品コード：170815
税込価格：3,850円（本体価格：3,500円）
入数：24　有効期間：1080日

商品コード：170816 
税込価格：7,150円（本体価格：6,500円）
入数：12　有効期間：1080日

【原材料】水、BG、グリセリン、アボカド油、スクワラン、ヒアルロン酸Ｎａ、ビフィズス菌
培養溶解質、コンドロイチン硫酸Ｎａ、リン脂質、スフィンゴ脂質、オウゴン根エキス、カ
ワラヨモギ花エキス、アロエベラ葉エキス、黒砂糖エキス、グリチルリチン酸2Ｋ、アラ
ントイン、トコフェロール、カラメル、塩化Ｎａ、カルボマー、水酸化Ｋ、メチルパラベン

【原材料】水、BG、グリセリン、ヒアルロン酸Ｎａ、アボカド油、スクワラン、アロエベラ葉エキ
ス、オウゴン根エキス、カワラヨモギ花エキス、リン脂質、スフィンゴ脂質、ビフィズス菌培養
溶解質、コンドロイチン硫酸Ｎａ、酵母エキス、α-グルカンオリゴサッカリド、トコフェロール、
グリチルリチン酸2Ｋ、アラントイン、塩化Ｎａ、カルボマー、水酸化Ｋ、メチルパラベン

500ｇ+50ｇ
『ゲルホームクリームEX500g』に、ポーチに入る携帯サイズ
の「限定デザインボトル50g」が付いた数量限定のセット。

500ｇ+50ｇ
『ゲルホームクリーム500g』に、ポーチに入る携帯サイズの
「限定デザインボトル50g」が付いた数量限定のセット。

180ｇ+50ｇ
保湿に優れた14種類の美肌成分配合の『ゲルホームク
リーム180g』に、ポーチに入る携帯サイズの「限定デザイン
ボトル50g」が付いた数量限定のセット。

180ｇ+50ｇ
保湿に優れた14種類の美肌成分配合の『ゲルホームク
リームEX180g』に、ポーチに入る携帯サイズの「限定デザ
インボトル50g」が付いた数量限定のセット。
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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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