
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎マルシマ 丸島茶漬昆布 40g（商品コード260181）
原材料等の高騰により、価格変更・リニューアルになります。商品コード：→新）260182、
価格：旧）260円→新）350円、JANコード旧）4978326171529→新）4978326060182　
11月上旬

リニューアル
◎陶陶酒本舗 ゆ ほのぼの（カミツレ） 30g×7（商品コード190454）〈直送〉
仕様変更内容：香料不使用の原材料に変更する。8月より

パッケージ変更
◎チョーコー醬油
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 30ml×4（商品コード110527）〈直送〉
　鶏だしコク鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉
　しょうがみそ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉
中身の小袋を各々専用の包材から共通の包材に変更し､商品名と賞味期限が前面
に印字記載されます。
本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ　9月頃切り替え済
鶏だしコク鍋つゆ　11月頃切り替え
しょうがみそ鍋つゆ　12月頃切り替え
◎キシモト まるとっと 全商品
パッケージ表面上部右手にある『減塩50％カット』を『レンジ対応で簡単調理』に変更し
ます。裏の一括表示も減塩に関する記述を削除します。1月頃から随時新パッケージ
での製造を始めます。
◎黒姫和漢薬 えんめい茶T.B（84P） 420g（商品コード080002）
パッケージ仕様が変更になりました。シュリンク包装を廃止し、封印シールに変更になり
ました。

原材料変更
◎創健社 伊達巻 360g（商品コード124012）
一部原材料及び配合の変更をさせて頂きます。
従来商品の原材料表示：
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、澱粉、発酵調味料、山芋、食塩
変更商品の原材料表示：
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、澱粉、発酵調味料、植物油、食塩、山芋
カタログ№1　  和風お重セット19品
カタログ№2　  伝統ミニおせちセット10品
カタログ№3　  小懐石おせち三段重24品
カタログ№4　  おせち詰合せ一段19品
カタログNo35　よろこびセット松3品

表示変更
◎創健社 国産原料100％海の幸せふりかけ 25g（商品コード120544）
〈主な変更点〉一括表示・「たら」の原料原産地表示の追記。・保存方法の表示方法
の一部。栄養成分表示・レイアウトの一部。〈その他の変更点〉（裏面）・注意事項の文
言及び表示方法の一部。12月上旬以降
◎創健社 メイシーかぼちゃのスティックボーロ 40g（商品コード161508）
「馬鈴薯澱粉」の原料原産地表示の追記に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。
〈主な変更点〉〇一括表示・「馬鈴薯澱粉」の原料原産地表示の追記。・保存方法の
表示方法の一部。〈その他の変更点〉（裏面）・商品特長説明文の一部。・使用上の
注意の表示方法の一部。・アレルゲン注意喚起表示を赤色に変更。・包材材質表示
方法。1月以降
◎甲陽ケミカル 南極の宝石 325mg×60粒（商品コード050924）〈直送〉
ラベル・化粧箱表示が一部変更になります。11月メーカー出荷分より
◎ココウェル プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
フィリピンで生産充填していたのですが、新型コロナウイルスの影響により、これまで生
産していた工場での生産が出来なくなりました。新工場で生産が始まるまでの間、暫
定的な措置として10月下旬より1月末までの間、日本国内で生産充填することとなりまし
た。2021年2月以降再度パッケージ変更を予定しております。 この変更に伴いパッケー
ジ表示に一部変更があります。
◎かるなぁ〈冷凍〉
　KARUNA 豆乳紅茶アイス 80ml（商品コード128081）〈直送〉
　KARUNA 穀物珈琲アイス 80ml（商品コード128082）〈直送〉
　KARUNA バニラアイス 80ml（商品コード128083）〈直送〉
　KARUNA チョコレートアイス 80ml（商品コード128084）〈直送〉
　KARUNA イチゴアイス 80ml（商品コード128085）〈直送〉
　KARUNA グリーンティーアイス 80ml（商品コード128086）〈直送〉
栄養表示の「食塩相当量」を0gから0.03gに変更。いちごアイスは、果肉配合割合
（9％）追加。順次変更
◎たかくら新産業 ピュビケア オーガニック フェミニンシフォンソープ
　ローズ&イランイラン 220ml（商品コード170841）〈直送〉
　ジャスミン&ネロリ 220ml（商品コード170842）〈直送〉
　ビターオレンジ&レモン 220ml（商品コード170843）〈直送〉
成分変更に伴い裏面表記が変更になります。原料入手困難なため一部のオーガニッ

ク成分が非有機成分になり、成分配合率が変更します。ACO機関における認証基準
変更のためACO認定ロゴマークが無くなります。

賞味期間変更
◎唐芋農場 あめんどろ スイートポテトシロップ
　安納芋蜜 170ml（商品コード060060）
　紫芋蜜 170ml（商品コード060061）
　薩摩芋蜜 170ml（商品コード060062）
　安納芋蜜 150g（商品コード060063）〈直送〉
　紫芋蜜 150g（商品コード060064）〈直送〉
　薩摩芋蜜 150g（商品コード060065）〈直送〉
賞味期間が1年から2年に延長になりました。

再開のお知らせ
◎アスプルンド ViVANI
　オーガニックダークチョコレート75％ 80g（商品コード167029）
　オーガニックダークチョコレートオレンジ 100g（商品コード167001）
　オーガニックダークチョコレートクランベリー 100g（商品コード167003）
　オーガニックダークチョコレートアーモンド 100g（商品コード167046）
　ダークミルクチョコレート50％ 80g（商品コード167030）
　ウィンターチョコレート 100g（商品コード167032）
　オーガニックダーククッキングチョコレート 200g（商品コード167055）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 99％ 80g（商品コード167037）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 92％ 80g（商品コード167028）
　オーガニックダークチョコレート 100％ 80g（商品コード167061）〈新商品〉
　オーガニックチョコキャラメルクリスプ 80g（商品コード167062）〈新商品〉
　オーガニックチョコレートバー クランチーココナッツ 35g（商品コード167063）〈新商品〉
　クッキングチョコレート ホワイト 200g （商品コード167065）〈新商品〉
　オーガニックチョコレートバー ダーク＆クリーミー 35g（商品コード167064）〈新商品〉
　オーガニックライスミルクチョコレートバーアーモンドオレンジ 35g（商品コード167024）
　オーガニックダークチョコレートバーブラックチェリー 35g（商品コード167025）
◎たかくら新産業 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）

欠品のお知らせ
◎キシモト
　まるとっとさんま開き（しお味） 2枚（商品コード122806）
　まるとっとさんま開き（しお味） 1枚（商品コード122819）
　まるとっとさんま開き（みりん味） 2マイ（商品コード122814） 
　まるとっとさんま開き（みりん味） 1マイ（商品コード122818） 
水揚げ激減により11月中を目途にメーカーにて休止になります。
◎アスプルンド
　FAMILY TREE 玄米パスタ 350g（商品コード140334）
　FAMILY TREE 玄米ペンネ 350g（商品コード140335）
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 グリーンパン フライパン 26cm（商品コード181157）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回メーカー入荷は12月中旬頃
◎創健社 有機ピザソース 180g（商品コード110610）
主原料のイタリア産有機トマトペーストの輸入遅延により欠品しております。11月下旬
再開予定
◎エミュール
　マイクロバブルナノシャワー 本体 ブロンズ（商品コード182125）〈直送〉
　マイクロバブルナノシャワー 本体 ピンク（商品コード182126）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。メーカーへの入庫は11月下旬予定。
◎たかくら新産業 ホワイライトデオドラントロールオン
　フレッシュシトラス 50ml（商品コード191305）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定。

終売のお知らせ
◎ジャフマック 醗酵カムカムPLUS アセロラ＆レモン 300ml（商品コード090494）
メーカーにて終売になりました。
◎日本ゆずレモン 高知ゆず 120ml（商品コード111028）
メーカーにて終売になりました。
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令和三年　創健社のお正月商品

毎年ご好評をいただいておりますお正月の定番商品に、新商品11品を加えた全135品をご用
意しました。クリスマスや年末のパーティーにもお使いいただける商品も取りそろえております。
＊本紙でご案内した商品の他にも各種お重セット・鍋セットなどのお客様直送商品や各種ピザ・ローストビーフなど、多数の商品
をご用意しております。詳細は「2021　令和三年　創健社のお正月商品」カタログまたは当社ホームページをご参照ください。

セット内容

セット内容

冷蔵

冷凍 冷凍

冷凍

●写真は全て盛付の一例、あるいは調理例です。　●原料事情により商品内容が変更になる場合がございます。

牛もつ200ｇ×2袋、だし100ｇ×2袋

鶏もも肉300ｇ×3袋、スープ160ｇ×2袋
※セットには野菜等は含まれません。※写真は調理例です。

※セットには野菜等は含まれません。※写真は調理例です。

19,500円　税込価格：21,060円（送料込）

創健社の
和風お重セット 19品（重無し）

商品コード：124003
賞味期限：2021年1月5日
形態：パック・箱

素材の風味を活かし一品ずつ丁寧に味付けまし
た。おせちとしてもお惣菜としてもお召し上がり頂
ける飽きのこない味付けです。冷蔵品のため解
凍いらずで、ご家庭でお好みの器にお好きな品
を盛付け、楽しみながらお召し上がり頂けます。
3～4名様用。（内容総量約2,500g）

小田原蒸しかまぼこ（赤）…… 170g
小田原蒸しかまぼこ（白）…… 170g
伊達巻 ……………………… 180g
丹波種黒煮豆 ……………… 120g
昆布巻 ………………………… 80g
栗きんとん…………………… 220g
味付け数の子………………… 120g
錦玉子 ……………………… 150g
田作り…………………………… 40g
なます…………………………… 80g
お煮しめ……………………… 210g
ぶりの西京焼き………………… 3切
赤松鯛の西京焼き……………… 3切
えびのふくめ煮 ………………… 3尾
イカの煮物…………………… 100g
ほたて旨煮……………………… 90g
鯛の子風うま煮……………… 100g
酢れんこん…………………… 150g
焼豚 ………………………… 100g

※数の子は重量管理されておりますので本数が異なる場合がございます。
※数の子は味付けしておりますのでそのままお召し上がり頂けます。
※写真は盛付の一例で全量盛付されていない品もございます。
※お重、器等はご家庭でご用意下さい。

三代目たいめいけん監修
洋風おせち一段重 22品（重付き）

11,000円　税込価格：11,880円（送料込）
商品コード：125190
賞味期限：2021年1月31日（2日）
形態：重箱1段・外ダンボール

化学調味料、保存料、合成着色
料不使用。三代目たいめいけん
茂出木シェフ監修の洋風おせち。
3名様用。

豚肉と菜の花のテリーヌ ………… 3個
ボイルブロッコリー ……………… 2個
カボチャと鶏肉のテリーヌ ……… 3個
パテドカンパーニュ ……………… 3個
チキンガランティーナ …………… 3個
ロブスターの香草バター焼……… 1個
キャロットラぺ ……………………30g
エンガ－ディナー ………………… 3個
紫キャベツのアグロドルチェ ……15ｇ
砂肝のコンフィ
　ブルギニオンソース …………… 3個
人参のピクルス…………………… 3個
スズキのエスカベッシュ …………25g

コールスロー………………………20g
漬け和牛肉のローストビーフ …… 3個
ホタテのコンフィタプナード添え… 3個
ムール貝の
　コンフィタプナード添え ……… 3個
ポークリエットゼリー寄せ…………40g
彩り野菜のグリル ………………20g
ジャンボンブランの
　ハチミツロースト ……………… 3個
モッツァレラチーズと
　ドライトマトのガッカモーレ ……70g
グリーンオリーブ ………………… 1個
ブラックオリーブ ………………… 1個

近江牛もつ鍋セット

淡路元気どり鍋セット

5,300円　税込価格：5,724円（送料込）
商品コード：127510
賞味期間：90日　形態：箱入り

「近江牛もつ」は、脂がたっぷり乗り、く
せがなくやわらかな食感です。セットの
スープは「もつ鍋」の本場、博多で作ら
れた「もつ鍋」専用のスープです。

6,400円　税込価格：6,912円（送料込）
商品コード：122088　賞味期間：360日　形態：箱入り

自社開発飼料で育てた淡路元気
どりのもも肉と特製鶏ガラスープの
セットです。地鶏肉に勝るとも劣ら
ない食感をお楽しみ下さい。鶏もも
肉は、から揚げにしても美味しくお
召し上がり頂けます。

新商品

新商品

新商品

※（　）内の日数は解凍後、要冷蔵での賞味期間です。　※重箱寸法：19.6×29×5㎝

直送商品

数量限定

数量限定

セット
内容

セット
内容

　入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
　入荷済
　入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済

　11月下旬頃入荷予定
　入荷日未定
　入荷日未定

入荷済
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新商品のご案内令和三年　創健社のお正月商品

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。
今年は9月に雨が多く降りましたが、甘みも適度にあり、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）

冷蔵 冷蔵

冷蔵

脂ののった寒さばにこだわり石川産米ぬか米麴を
使用してじっくり一年間漬け込みました。さらに漬
けあがったさばへしこの糠をおとし本みりんに漬け
込むことにより口当たりまろやかに仕上げました。

北海道噴火湾産のベビーほたてを使用
したホタテしぐれ煮です。ベビーホタテを
使用することでヒモもウロも気にせずお召
し上がり頂けます。

北海道噴火湾で獲れたタコを使
用して洋風に仕上げました。タコ
の旨味とジロロモーニ有機エキ
ストラヴァージンオリーブオイルが
合わさり、奥深い味わいとなって
おります。

水揚げ後、すぐに活き締めを行い、高い鮮度を保ったまま切り身にしたものを、“特製タレ”に漬けこみ、短時間のうちに急速低温冷凍した製品です。

三重県産小麦「にしのかおり」の香
ばしさとほんのりと炭火の香り。タン
ドールできつね色に焼いたナン。もち
もち、ふわふわとした中にも、カレーに
つけても負けないしっかり感。

化学調味料・動物性由来原料不使用の自然な味わい。クリー
ミーなルーが特長。国産大豆、じゃがいもの自然な甘みを活かし
たスパイシーカレー。

USOUQ デーツクラウン デーツシロップ USOUQ デーツクラウン ドライデーツクナイジ種

たかくら新産業
マヌカハニー＋カモミールスプレー グレープ

たかくら新産業 マヌカハニー＋ハーブキャンディー

はつゆき屋 玄米みそカップ

商品コード：060331
税込価格：1,059円（本体価格：980円）
内容量：400g　入数：24
賞味期間：540日

商品コード：161577
税込価格：638円
（本体価格：590円）
内容量：250g
入数：20
賞味期間：540日

商品コード：161578
税込価格：1,145円
（本体価格：1,060円）
内容量：500g
入数：14
賞味期間：540日 

商品コード：191334
税込価格：1,620円
（本体価格：1,500円）
内容量：25ml　入数：6
賞味期間：720日

商品コード：161576　税込価格：499円（本体価格：462円）
内容量：70g　入数：12　賞味期間：720日 

商品コード：119524　税込価格：810円（本体価格：750円）
内容量：500g　入数：6　賞味期間：180日

【原材料】デーツ（なつめやしの実）

【原材料】アロエベラ液汁、ハチミツ、
ギョリュウバイ葉エキス、カミツレ花 葉 
茎エキス、シイタケ菌糸体エキス、セイ
ヨウノコギリソウエキス、アルテア根エ
キス、オリーブ葉エキス、ホソババレンギ
クエキス、食塩
添加物：酸化防止剤（プロポリスエキス
抽出物、アスコルビン酸、クローブ抽出
物）、増粘剤（キサンタンガム、グリセリ
ン）、甘味料（ステビアエキス、カンゾウ
エキス）、香料

【原材料】三温糖（国内製造）水飴（国内製造）蜂蜜、黒糖（沖縄県
産）、エキナセア、カモマイルジャーマン、カキドオシ、シイタケ菌
糸体エキス、プロポリスエキス末／加工デンプン

【原材料】玄米（九州産）、大豆（九州
産、遺伝子組み換えでない）、食塩

デーツだけを使用した濃厚でコクのある甘さのデー
ツシロップ。ヨーグルト、お料理の砂糖代わりに。お醤
油との相性も抜群！砂糖とみりん
代わりの天然万能甘味料として
スイーツとお料理の味を引き立て
ます。

ふっくら柔らかで、黒糖、干し柿を思わせる上品で濃厚な甘さが特徴のセミドライのデーツを厳選し
ました。くせになる濃厚な天然の甘さは、お子様からご年配の方まで美味しくお召し上がり頂けます。

大人気商品「マヌカハニー＋カモミールスプ
レー」より、ノンアルコール＆グレープ味が新登
場。天然由来成分100％、今回新成分LEM
（シイタケ菌糸培養培地抽出物）を追加配合
し、ノンアルコールでありながら、インフルエンザ
ウイルスの不活性効果を実証いたしました。お
子様やアルコールが気になる方でも、毎日手
軽にのどケアをしていただける商品です。

タスマニア産の2種類の貴重なハチミツと、ハーブを配合した有
機JAS取得の「マヌカハニー＋カモミールスプレー」をのど飴に
して持ち歩きたい！このような皆さんの声にお応えして、成分はそ
のままにキャンディにしました。

九州産玄米、九州産大豆、天塩を原料とし、酒精、保存
料等の添加物を使用しておりません。塩分は7.9％で、
玄米麹をたっぷり使用した健康志向のお客様にお勧
めの甘口味噌です。

【原材料】デーツ（なつめやしの実）

ノンアルコール
タロアウトさんデザイン
特許出願中

新商品
さばへしこスライス 50g
660円　税込価格：713円
商品コード：125183
賞味期間：90日
形態：パック

新商品
ホタテしぐれ佃煮
100g×2袋

1,100円　税込価格：1,188円
商品コード：123402
賞味期間：90日　形態：袋入り

冷凍

新商品
活き締め タイの醤油漬け丼 60g×2袋
750円　税込価格：810円
商品コード：122199　賞味期間：120日　形態：袋入り 冷凍

新商品
活き締め カンパチの醤油漬け丼  60g×2袋
750円　税込価格：810円
商品コード：122200　賞味期間：120日　形態：袋入り

新商品
マハラジャのだいどころ 
野菜カレー 200g（レトルト）
640円　税込価格：692円
商品コード：123404　賞味期間：720日　形態：箱入り

冷凍

新商品
マハラジャのだいどころ 
手焼きナン 90g×2
650円　税込価格：702円
商品コード：123405
賞味期間：360日
形態：袋入り

新商品
オピアシャルドネ オーガニック
ノンアルコールワイン 750ml
1,520円　税込価格：1,642円

商品コード：090585
賞味期限：2024年1月31日
形態：ビン

新商品
北海道産タコオリーブ煮
100g×2袋
1,290円　税込価格：1,394円
商品コード：123403
賞味期間：90日
形態：袋入り

常温
常温

淡い黄色のフ
レッシュな白ワ
インの香りを楽
しんでいただけ
るノンアルコー
ルワインです。

※混載50kg以上より直送致します。

直送

291100 2133206 291100 2127816 291100 2131606

528636 4128384

528636 4128214

977035 2200924
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国産和栗を
生クリームにあわせて
まろやかな栗の風味に
仕上げました。

クリームチーズを
生クリームにあわせる

ことにより、
重厚な味わいの中にさわやかな

風味に仕上げました。

濃厚で奥深い
生クリームの風味と

しっとりとした柔らかな食感の
スポンジをおたのしみ
いただけます。

有機ココアを
ふんだんに使用。

濃厚なチョコクリームの
風味です

国内産有機抹茶と
レアチーズケーキを一つに。

抹茶のコクと
クリームチーズの酸味の
バランスが絶妙です。

ラズベリーと
チーズの酸味が調和した

おいしさです。

自家製いちごジャムを
生クリームにあわせ、

いちごのさわやかな風味を
活かしました。

マンゴーなど
色とりどりのフルーツを

盛り合わせ、
華やかさを演出しました。

2020 創健社のおすすめクリスマスケーキコレクション

素材にこだわる創健社の「クリスマスケーキ」。クリスマスはもちろんのこ
と、年末年始のパーティーにもお使いいただけます。宮城県富谷市の
ケーキ屋さん「パティスリー マッフェン」自慢の逸品をお届けいたします。
＊詳細は「2020 創健社のおすすめクリスマスケーキコレクション」チラシをご参照ください。

国内産の良質な生クリーム、バ
ター、さらに牛乳は国産有機認
証のものを使用しました。冷蔵
庫で5号サイズは約8時間、4号
サイズは約6時間で解凍します。

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

冷凍 冷凍

ホワイト
5号（直径15cm）

4,200円
税込価格4,536円

商品コード：162275　
賞味期限：2021年1月10日

生チョコ
5号（直径15cm）

4,400円
税込価格4,752円

商品コード：162276
賞味期限：2021年1月10日

レアチーズ
4号（直径12cm）

3,800円
税込価格4,104円
商品コード：162278
賞味期限：2021年1月10日

モンブラン
4号（直径12cm）

3,980円
税込価格4,299円
商品コード：162279
賞味期限：2021年1月10日

ストロベリー
4号（直径12cm）

3,960円
税込価格4,277円

商品コード：162277
賞味期限：2021年1月10日

フルーツ
4号（直径12cm）

3,900円
税込価格4,212円

商品コード：162280
賞味期限：2021年1月10日

ラズベリードーム
5号（直径15cm）

3,980円
税込価格4,299円
商品コード：162281
賞味期限：2021年1月10日

抹茶ドーム
5号（直径15cm）

3,980円
税込価格4,299円
商品コード：162282
賞味期限：2021年1月10日

※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。
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有機エキストラヴァージンオリーブオイル ノヴェッロ

ワインのご案内

地場消費が中心の希少なマルケ州
の白ブドウから作られ、柑橘系の香り
としっかりした酸味のあるフレッシュ
な白ワイン。

フルボディに近いミディアムボディの
ワイン。レッドベリーやチェリーの豊か
な果実味があり、しっかりとしたタンニ
ンと爽やかな軽めの酸味の赤ワイン。
ノンフィルターで造られていますので、
底部に澱が溜まることがあります。

明るいルビー色で、スミレの花やチェ
リーの華やかな香りがし、果実味と酸
味が豊かなフレッシュ感の赤ワイン。
ノンフィルターで造られていますので、
底部に澱が溜まることがあります。格付け：D.O.C./

Bianchello del Metauro
（ビアンケッロ・デル・メタウロ）

ぶどう品種：ビアンケッロ・デル・
メタウロ100%

アルコール度数：13%
商品コード：094068
税込価格：2,200円（本体価格：2,000円）
入数：6
内容量：750ml

格付け：I.G.T.Marche（マルケ）
ぶどう品種：モンテプルチアーノ100%
アルコール度数：14%
商品コード：094066
税込価格：2,750円（本体価格：2,500円）
入数：6
内容量：750ml

格付け：I.G.T.Marche（マルケ）
ぶどう品種：サンジョヴェーゼ100%
アルコール度数：13%
商品コード：094067
税込価格：2,200円（本体価格：2,000円）
入数：6
内容量：750ml

加熱して使用するより
も、サラダのドレッシン
グやピザ、パスタなど
にかけていただくなど
生でお使いいた
だくと、さらに香
りと味をお楽しみ
いただけます。

有機エキストラヴァージン
オリーブオイル ノヴェッロ
商品コード：101026
税込価格：1,296円
（本体価格：1,200円）
内容量：228g（250ml）
入数：12
賞味期間：1年６ヶ月

【原材料】有機食用オリー
ブ油（イタリア）

Bucchini AZ.AGR. ブッキーニ農園（マルケ州 フォッソンブローネ地区イゾラ・ディ・ファーノ村）
1965年創業のブッキーニ農園はジーノ・ジロロモーニ農協があるイゾラ・デル・ピアーノ村
から南へ20km程下ったフォッソンブローネ地区のイゾラ・ディ・ファーノ村にあります。創業
者で現オーナーのアルフレッド・ブッキーニ氏はカナダで5年間生活した後にイタリアに戻り、
この地で小規模な農園を設立しました。当初は穀類とブドウの生産農家としてスタートし、
やがて醸造設備を整えてワイナリーとしての活動も開始しました。現在もオリーブオイルやレ
ンズ豆、ひよこ豆などの豆類、スペルト小麦などの穀類の栽培も行っています。同社は1988
年より圃場の拡大と共に生産設備の拡充を進め、2005年以降は50ヘクタールの自社圃場
の内、約10ヘクタールの畑で自家栽培したブドウを100％使用して少量生産体制でこだわ
りのあるワインを作っています。2009年ブドウ畑のEUオーガニック認証取得を完了し、ジー
ノ・ジロロモーニ氏が設立したモンテベッロ農協に加盟しました。また、ブッキーニ氏は、環
境・健康志向の有機農業を実践することに加え、地域環境との親和性を強く意識する中、
地元の地形や気候条件に合った品種のブドウの栽培とワイン醸造に取り組んで来ました。
結果的にサンジョヴェーゼやモンテプルチアーノ等のイタリアの代表品種だけでなく、希少
な地場品種であるビアンケッロ・デル・メタウロの生産に注力して カジュアルかつ高品質の
ワインを製造し続けています。

GUALTRESCO グアルトレスコ Barone バローネ Sempronius センプロニウス

※お酒の小売りには酒類販売業免許が必要です。※お酒は20歳になってから

ノヴェッロの楽しみ方

数量限定ご予約受付中

昨年より販売を開始し大変ご好評をいただきました、数量限定の有機エキストラヴァージンオリーブオイル“ノヴェッロ”。
今年もシーズンが近づいてまいりました。早摘みオリーブの鮮烈な味と香りをお楽しみ頂く為、オリーブの実を収穫後す
ぐに搾り、濾過処理（ペーパーフィルター）せずに仕上げて瓶詰めしております。抹茶のように少し濁った黄色味がかっ
たグリーンの色合いです。
収獲期の初めの頃のオリーブの実は、味と香りがより豊かな反面、一つ一つの実からの搾油量が少なく、本場イタリア
でも限定生産品として販売され、クリスマスやニューイヤーのギフトとして用いられます。
早摘みの醍醐味といえるフレッシュな味わいと新鮮なオリーブの本来の香り、若 し々くピリッとした辛み、自然の苦みがバ
ランスよくお楽しみ頂けます。お手元に届きましたらなるべくお早めに召し上がって頂く事をお勧め致します。

ガブロ社製品の特長
南イタリア カラーブリア州 ラ
ウローポリ地区とシーバリ地区
に跨る広大な自社畑で収穫さ
れる有機オリーブを使用し、自
社工場で搾油、製造していま
す。1986年から有機栽培をい
ち早く開始、こだわりの有機オ
リーブオイルの製造メーカーで
もあります。

013473 0015208
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新商品のご案内令和三年　創健社のお正月商品

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。
今年は9月に雨が多く降りましたが、甘みも適度にあり、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）

冷蔵 冷蔵

冷蔵

脂ののった寒さばにこだわり石川産米ぬか米麴を
使用してじっくり一年間漬け込みました。さらに漬
けあがったさばへしこの糠をおとし本みりんに漬け
込むことにより口当たりまろやかに仕上げました。

北海道噴火湾産のベビーほたてを使用
したホタテしぐれ煮です。ベビーホタテを
使用することでヒモもウロも気にせずお召
し上がり頂けます。

北海道噴火湾で獲れたタコを使
用して洋風に仕上げました。タコ
の旨味とジロロモーニ有機エキ
ストラヴァージンオリーブオイルが
合わさり、奥深い味わいとなって
おります。

水揚げ後、すぐに活き締めを行い、高い鮮度を保ったまま切り身にしたものを、“特製タレ”に漬けこみ、短時間のうちに急速低温冷凍した製品です。

三重県産小麦「にしのかおり」の香
ばしさとほんのりと炭火の香り。タン
ドールできつね色に焼いたナン。もち
もち、ふわふわとした中にも、カレーに
つけても負けないしっかり感。

化学調味料・動物性由来原料不使用の自然な味わい。クリー
ミーなルーが特長。国産大豆、じゃがいもの自然な甘みを活かし
たスパイシーカレー。

USOUQ デーツクラウン デーツシロップ USOUQ デーツクラウン ドライデーツクナイジ種

たかくら新産業
マヌカハニー＋カモミールスプレー グレープ

たかくら新産業 マヌカハニー＋ハーブキャンディー

はつゆき屋 玄米みそカップ

商品コード：060331
税込価格：1,059円（本体価格：980円）
内容量：400g　入数：24
賞味期間：540日

商品コード：161577
税込価格：638円
（本体価格：590円）
内容量：250g
入数：20
賞味期間：540日

商品コード：161578
税込価格：1,145円
（本体価格：1,060円）
内容量：500g
入数：14
賞味期間：540日 

商品コード：191334
税込価格：1,620円
（本体価格：1,500円）
内容量：25ml　入数：6
賞味期間：720日

商品コード：161576　税込価格：499円（本体価格：462円）
内容量：70g　入数：12　賞味期間：720日 

商品コード：119524　税込価格：810円（本体価格：750円）
内容量：500g　入数：6　賞味期間：180日

【原材料】デーツ（なつめやしの実）

【原材料】アロエベラ液汁、ハチミツ、
ギョリュウバイ葉エキス、カミツレ花 葉 
茎エキス、シイタケ菌糸体エキス、セイ
ヨウノコギリソウエキス、アルテア根エ
キス、オリーブ葉エキス、ホソババレンギ
クエキス、食塩
添加物：酸化防止剤（プロポリスエキス
抽出物、アスコルビン酸、クローブ抽出
物）、増粘剤（キサンタンガム、グリセリ
ン）、甘味料（ステビアエキス、カンゾウ
エキス）、香料

【原材料】三温糖（国内製造）水飴（国内製造）蜂蜜、黒糖（沖縄県
産）、エキナセア、カモマイルジャーマン、カキドオシ、シイタケ菌
糸体エキス、プロポリスエキス末／加工デンプン

【原材料】玄米（九州産）、大豆（九州
産、遺伝子組み換えでない）、食塩

デーツだけを使用した濃厚でコクのある甘さのデー
ツシロップ。ヨーグルト、お料理の砂糖代わりに。お醤
油との相性も抜群！砂糖とみりん
代わりの天然万能甘味料として
スイーツとお料理の味を引き立て
ます。

ふっくら柔らかで、黒糖、干し柿を思わせる上品で濃厚な甘さが特徴のセミドライのデーツを厳選し
ました。くせになる濃厚な天然の甘さは、お子様からご年配の方まで美味しくお召し上がり頂けます。

大人気商品「マヌカハニー＋カモミールスプ
レー」より、ノンアルコール＆グレープ味が新登
場。天然由来成分100％、今回新成分LEM
（シイタケ菌糸培養培地抽出物）を追加配合
し、ノンアルコールでありながら、インフルエンザ
ウイルスの不活性効果を実証いたしました。お
子様やアルコールが気になる方でも、毎日手
軽にのどケアをしていただける商品です。

タスマニア産の2種類の貴重なハチミツと、ハーブを配合した有
機JAS取得の「マヌカハニー＋カモミールスプレー」をのど飴に
して持ち歩きたい！このような皆さんの声にお応えして、成分はそ
のままにキャンディにしました。

九州産玄米、九州産大豆、天塩を原料とし、酒精、保存
料等の添加物を使用しておりません。塩分は7.9％で、
玄米麹をたっぷり使用した健康志向のお客様にお勧
めの甘口味噌です。

【原材料】デーツ（なつめやしの実）

ノンアルコール
タロアウトさんデザイン
特許出願中

新商品
さばへしこスライス 50g
660円　税込価格：713円
商品コード：125183
賞味期間：90日
形態：パック

新商品
ホタテしぐれ佃煮
100g×2袋

1,100円　税込価格：1,188円
商品コード：123402
賞味期間：90日　形態：袋入り

冷凍

新商品
活き締め タイの醤油漬け丼 60g×2袋
750円　税込価格：810円
商品コード：122199　賞味期間：120日　形態：袋入り 冷凍

新商品
活き締め カンパチの醤油漬け丼  60g×2袋
750円　税込価格：810円
商品コード：122200　賞味期間：120日　形態：袋入り

新商品
マハラジャのだいどころ 
野菜カレー 200g（レトルト）
640円　税込価格：692円
商品コード：123404　賞味期間：720日　形態：箱入り

冷凍

新商品
マハラジャのだいどころ 
手焼きナン 90g×2
650円　税込価格：702円
商品コード：123405
賞味期間：360日
形態：袋入り

新商品
オピアシャルドネ オーガニック
ノンアルコールワイン 750ml
1,520円　税込価格：1,642円

商品コード：090585
賞味期限：2024年1月31日
形態：ビン

新商品
北海道産タコオリーブ煮
100g×2袋
1,290円　税込価格：1,394円
商品コード：123403
賞味期間：90日
形態：袋入り

常温
常温

淡い黄色のフ
レッシュな白ワ
インの香りを楽
しんでいただけ
るノンアルコー
ルワインです。

※混載50kg以上より直送致します。

直送
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎マルシマ 丸島茶漬昆布 40g（商品コード260181）
原材料等の高騰により、価格変更・リニューアルになります。商品コード：→新）260182、
価格：旧）260円→新）350円、JANコード旧）4978326171529→新）4978326060182　
11月上旬

リニューアル
◎陶陶酒本舗 ゆ ほのぼの（カミツレ） 30g×7（商品コード190454）〈直送〉
仕様変更内容：香料不使用の原材料に変更する。8月より

パッケージ変更
◎チョーコー醬油
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 30ml×4（商品コード110527）〈直送〉
　鶏だしコク鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉
　しょうがみそ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉
中身の小袋を各々専用の包材から共通の包材に変更し､商品名と賞味期限が前面
に印字記載されます。
本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ　9月頃切り替え済
鶏だしコク鍋つゆ　11月頃切り替え
しょうがみそ鍋つゆ　12月頃切り替え
◎キシモト まるとっと 全商品
パッケージ表面上部右手にある『減塩50％カット』を『レンジ対応で簡単調理』に変更し
ます。裏の一括表示も減塩に関する記述を削除します。1月頃から随時新パッケージ
での製造を始めます。
◎黒姫和漢薬 えんめい茶T.B（84P） 420g（商品コード080002）
パッケージ仕様が変更になりました。シュリンク包装を廃止し、封印シールに変更になり
ました。

原材料変更
◎創健社 伊達巻 360g（商品コード124012）
一部原材料及び配合の変更をさせて頂きます。
従来商品の原材料表示：
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、澱粉、発酵調味料、山芋、食塩
変更商品の原材料表示：
鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、澱粉、発酵調味料、植物油、食塩、山芋
カタログ№1　  和風お重セット19品
カタログ№2　  伝統ミニおせちセット10品
カタログ№3　  小懐石おせち三段重24品
カタログ№4　  おせち詰合せ一段19品
カタログNo35　よろこびセット松3品

表示変更
◎創健社 国産原料100％海の幸せふりかけ 25g（商品コード120544）
〈主な変更点〉一括表示・「たら」の原料原産地表示の追記。・保存方法の表示方法
の一部。栄養成分表示・レイアウトの一部。〈その他の変更点〉（裏面）・注意事項の文
言及び表示方法の一部。12月上旬以降
◎創健社 メイシーかぼちゃのスティックボーロ 40g（商品コード161508）
「馬鈴薯澱粉」の原料原産地表示の追記に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。
〈主な変更点〉〇一括表示・「馬鈴薯澱粉」の原料原産地表示の追記。・保存方法の
表示方法の一部。〈その他の変更点〉（裏面）・商品特長説明文の一部。・使用上の
注意の表示方法の一部。・アレルゲン注意喚起表示を赤色に変更。・包材材質表示
方法。1月以降
◎甲陽ケミカル 南極の宝石 325mg×60粒（商品コード050924）〈直送〉
ラベル・化粧箱表示が一部変更になります。11月メーカー出荷分より
◎ココウェル プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
フィリピンで生産充填していたのですが、新型コロナウイルスの影響により、これまで生
産していた工場での生産が出来なくなりました。新工場で生産が始まるまでの間、暫
定的な措置として10月下旬より1月末までの間、日本国内で生産充填することとなりまし
た。2021年2月以降再度パッケージ変更を予定しております。 この変更に伴いパッケー
ジ表示に一部変更があります。
◎かるなぁ〈冷凍〉
　KARUNA 豆乳紅茶アイス 80ml（商品コード128081）〈直送〉
　KARUNA 穀物珈琲アイス 80ml（商品コード128082）〈直送〉
　KARUNA バニラアイス 80ml（商品コード128083）〈直送〉
　KARUNA チョコレートアイス 80ml（商品コード128084）〈直送〉
　KARUNA イチゴアイス 80ml（商品コード128085）〈直送〉
　KARUNA グリーンティーアイス 80ml（商品コード128086）〈直送〉
栄養表示の「食塩相当量」を0gから0.03gに変更。いちごアイスは、果肉配合割合
（9％）追加。順次変更
◎たかくら新産業 ピュビケア オーガニック フェミニンシフォンソープ
　ローズ&イランイラン 220ml（商品コード170841）〈直送〉
　ジャスミン&ネロリ 220ml（商品コード170842）〈直送〉
　ビターオレンジ&レモン 220ml（商品コード170843）〈直送〉
成分変更に伴い裏面表記が変更になります。原料入手困難なため一部のオーガニッ

ク成分が非有機成分になり、成分配合率が変更します。ACO機関における認証基準
変更のためACO認定ロゴマークが無くなります。

賞味期間変更
◎唐芋農場 あめんどろ スイートポテトシロップ
　安納芋蜜 170ml（商品コード060060）
　紫芋蜜 170ml（商品コード060061）
　薩摩芋蜜 170ml（商品コード060062）
　安納芋蜜 150g（商品コード060063）〈直送〉
　紫芋蜜 150g（商品コード060064）〈直送〉
　薩摩芋蜜 150g（商品コード060065）〈直送〉
賞味期間が1年から2年に延長になりました。

再開のお知らせ
◎アスプルンド ViVANI
　オーガニックダークチョコレート75％ 80g（商品コード167029）
　オーガニックダークチョコレートオレンジ 100g（商品コード167001）
　オーガニックダークチョコレートクランベリー 100g（商品コード167003）
　オーガニックダークチョコレートアーモンド 100g（商品コード167046）
　ダークミルクチョコレート50％ 80g（商品コード167030）
　ウィンターチョコレート 100g（商品コード167032）
　オーガニックダーククッキングチョコレート 200g（商品コード167055）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 99％ 80g（商品コード167037）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 92％ 80g（商品コード167028）
　オーガニックダークチョコレート 100％ 80g（商品コード167061）〈新商品〉
　オーガニックチョコキャラメルクリスプ 80g（商品コード167062）〈新商品〉
　オーガニックチョコレートバー クランチーココナッツ 35g（商品コード167063）〈新商品〉
　クッキングチョコレート ホワイト 200g （商品コード167065）〈新商品〉
　オーガニックチョコレートバー ダーク＆クリーミー 35g（商品コード167064）〈新商品〉
　オーガニックライスミルクチョコレートバーアーモンドオレンジ 35g（商品コード167024）
　オーガニックダークチョコレートバーブラックチェリー 35g（商品コード167025）
◎たかくら新産業 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）

欠品のお知らせ
◎キシモト
　まるとっとさんま開き（しお味） 2枚（商品コード122806）
　まるとっとさんま開き（しお味） 1枚（商品コード122819）
　まるとっとさんま開き（みりん味） 2マイ（商品コード122814） 
　まるとっとさんま開き（みりん味） 1マイ（商品コード122818） 
水揚げ激減により11月中を目途にメーカーにて休止になります。
◎アスプルンド
　FAMILY TREE 玄米パスタ 350g（商品コード140334）
　FAMILY TREE 玄米ペンネ 350g（商品コード140335）
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 グリーンパン フライパン 26cm（商品コード181157）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回メーカー入荷は12月中旬頃
◎創健社 有機ピザソース 180g（商品コード110610）
主原料のイタリア産有機トマトペーストの輸入遅延により欠品しております。11月下旬
再開予定
◎エミュール
　マイクロバブルナノシャワー 本体 ブロンズ（商品コード182125）〈直送〉
　マイクロバブルナノシャワー 本体 ピンク（商品コード182126）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。メーカーへの入庫は11月下旬予定。
◎たかくら新産業 ホワイライトデオドラントロールオン
　フレッシュシトラス 50ml（商品コード191305）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定。

終売のお知らせ
◎ジャフマック 醗酵カムカムPLUS アセロラ＆レモン 300ml（商品コード090494）
メーカーにて終売になりました。
◎日本ゆずレモン 高知ゆず 120ml（商品コード111028）
メーカーにて終売になりました。

11月のカレンダー
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12月のカレンダー
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令和三年　創健社のお正月商品

毎年ご好評をいただいておりますお正月の定番商品に、新商品11品を加えた全135品をご用
意しました。クリスマスや年末のパーティーにもお使いいただける商品も取りそろえております。
＊本紙でご案内した商品の他にも各種お重セット・鍋セットなどのお客様直送商品や各種ピザ・ローストビーフなど、多数の商品
をご用意しております。詳細は「2021　令和三年　創健社のお正月商品」カタログまたは当社ホームページをご参照ください。

セット内容

セット内容

冷蔵

冷凍 冷凍

冷凍

●写真は全て盛付の一例、あるいは調理例です。　●原料事情により商品内容が変更になる場合がございます。

牛もつ200ｇ×2袋、だし100ｇ×2袋

鶏もも肉300ｇ×3袋、スープ160ｇ×2袋
※セットには野菜等は含まれません。※写真は調理例です。

※セットには野菜等は含まれません。※写真は調理例です。

19,500円　税込価格：21,060円（送料込）

創健社の
和風お重セット 19品（重無し）

商品コード：124003
賞味期限：2021年1月5日
形態：パック・箱

素材の風味を活かし一品ずつ丁寧に味付けまし
た。おせちとしてもお惣菜としてもお召し上がり頂
ける飽きのこない味付けです。冷蔵品のため解
凍いらずで、ご家庭でお好みの器にお好きな品
を盛付け、楽しみながらお召し上がり頂けます。
3～4名様用。（内容総量約2,500g）

小田原蒸しかまぼこ（赤）…… 170g
小田原蒸しかまぼこ（白）…… 170g
伊達巻 ……………………… 180g
丹波種黒煮豆 ……………… 120g
昆布巻 ………………………… 80g
栗きんとん…………………… 220g
味付け数の子………………… 120g
錦玉子 ……………………… 150g
田作り…………………………… 40g
なます…………………………… 80g
お煮しめ……………………… 210g
ぶりの西京焼き………………… 3切
赤松鯛の西京焼き……………… 3切
えびのふくめ煮 ………………… 3尾
イカの煮物…………………… 100g
ほたて旨煮……………………… 90g
鯛の子風うま煮……………… 100g
酢れんこん…………………… 150g
焼豚 ………………………… 100g

※数の子は重量管理されておりますので本数が異なる場合がございます。
※数の子は味付けしておりますのでそのままお召し上がり頂けます。
※写真は盛付の一例で全量盛付されていない品もございます。
※お重、器等はご家庭でご用意下さい。

三代目たいめいけん監修
洋風おせち一段重 22品（重付き）

11,000円　税込価格：11,880円（送料込）
商品コード：125190
賞味期限：2021年1月31日（2日）
形態：重箱1段・外ダンボール

化学調味料、保存料、合成着色
料不使用。三代目たいめいけん
茂出木シェフ監修の洋風おせち。
3名様用。

豚肉と菜の花のテリーヌ ………… 3個
ボイルブロッコリー ……………… 2個
カボチャと鶏肉のテリーヌ ……… 3個
パテドカンパーニュ ……………… 3個
チキンガランティーナ …………… 3個
ロブスターの香草バター焼……… 1個
キャロットラぺ ……………………30g
エンガ－ディナー ………………… 3個
紫キャベツのアグロドルチェ ……15ｇ
砂肝のコンフィ
　ブルギニオンソース …………… 3個
人参のピクルス…………………… 3個
スズキのエスカベッシュ …………25g

コールスロー………………………20g
漬け和牛肉のローストビーフ …… 3個
ホタテのコンフィタプナード添え… 3個
ムール貝の
　コンフィタプナード添え ……… 3個
ポークリエットゼリー寄せ…………40g
彩り野菜のグリル ………………20g
ジャンボンブランの
　ハチミツロースト ……………… 3個
モッツァレラチーズと
　ドライトマトのガッカモーレ ……70g
グリーンオリーブ ………………… 1個
ブラックオリーブ ………………… 1個

近江牛もつ鍋セット

淡路元気どり鍋セット

5,300円　税込価格：5,724円（送料込）
商品コード：127510
賞味期間：90日　形態：箱入り

「近江牛もつ」は、脂がたっぷり乗り、く
せがなくやわらかな食感です。セットの
スープは「もつ鍋」の本場、博多で作ら
れた「もつ鍋」専用のスープです。

6,400円　税込価格：6,912円（送料込）
商品コード：122088　賞味期間：360日　形態：箱入り

自社開発飼料で育てた淡路元気
どりのもも肉と特製鶏ガラスープの
セットです。地鶏肉に勝るとも劣ら
ない食感をお楽しみ下さい。鶏もも
肉は、から揚げにしても美味しくお
召し上がり頂けます。

新商品

新商品

新商品

※（　）内の日数は解凍後、要冷蔵での賞味期間です。　※重箱寸法：19.6×29×5㎝

直送商品

数量限定

数量限定

セット
内容

セット
内容

　入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
　入荷済
　入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済
入荷済

　11月下旬頃入荷予定
　入荷日未定
　入荷日未定

入荷済
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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。

創健社ニュース（ S O K E N S H A  N E W S ）2 0 2 0 年 1 1 月 1 日 発行　発行人：中村靖　編集人：飯田雅之
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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。

6 1

通巻 5 7 3 号

※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。
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