
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎E-es-E
　ミスティガーデン 2ND グリーン（商品コード190632）〈直送〉
　ミスティガーデン 2ND ブルー（商品コード190633）〈直送〉
各税込価格（税抜価格）：旧）1,870円（1,700円）→新）1,980円（1,800円）　3月15日より
　ニオクリンマスク お徳用 普通サイズ 25枚入（商品コード190682）〈直送〉
　ニオクリンマスク お徳用 スリムタイプ 25枚入（商品コード190683）〈直送〉
各税込価格（税抜価格）：旧）3,960円（3,600円）→新）4,180円（3,800円）　5月1日より
諸資材の値上げ、輸送運賃の高騰により価格が変更になります。

パッケージデザイン変更
◎たかくら新産業 パーフェクトポーション ブリーズイージーバーム 30g（商品コード191289）
パッケージデザインが変更になりました。変更済

天面フィルム変更
◎創健社 樽みそ一番（減塩）カップ 750g（商品コード111503）
委託製造会社の意向により、カップの天面フィルムを銀色無地からベージュ紋様入り
に変更になります。4月製造分より

表示変更
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ミレービスケット 150g（商品コード161530）
製造所名表示が変更になります。
製造所名表示：旧）伊藤製菓→新）伊藤製菓　伊藤文夫　4月以降順次
◎純正食品マルシマ
　有機きな粉 黒ゴマ 70g（商品コード130189）〈直送〉
表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・栄養機能食品表示追加。・原料原産地表示・遺伝子組換え表示改正に
伴う変更。・その他一部デザイン、文言等。3月中旬頃
　天然醸造 杉桶醤油 1.8リットル（商品コード260023）〈直送〉
表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・原料原産地表示制度に伴う表示、原材料：旧）大豆（遺伝子組換えでな
い）、小麦、食塩→新）大豆（国産）、小麦（国産）、食塩。・文言等。3月下旬頃
◎ジェルニック
　ナチュール モイストケアソープ 100g（商品コード170760）〈直送〉
製造工場変更に伴い表示成分の一部が変更になります。
・表示成分：旧）DPG、ミリスチン酸、グリセリン、水、パルミチン酸Na、スクロース、ステア
リン酸Na、水酸化Na、ソルビトール、加水分解ヒアルロン酸、アルガニアスピノサ核油、
ヨーグルト液（牛乳）、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、水酸化K、BG、エチドロン酸4Na、
加水分解水添デンプン、グリコシルトレハロース→新）DPG、ミリスチン酸、水、スクロー
ス、ソルビトール、ステアリン酸、パルミチン酸Na、グリセリン、水酸化Na、加水分解ヒア
ルロン酸、アルガニアスピノサ核油、ヨーグルト液（牛乳）、ハチミツ、グリチルリチン酸
2K、水酸化K、BG、グリセリルグルコシド、エチドロン酸4Na、加水分解水添デンプン、
グリコシルトレハロース
　コレカラ ミネラルソープ 80g（商品コード170781）〈直送〉
製造工場変更に伴い表示成分の一部が変更になります。
・表示成分：旧）DPG、ミリスチン酸、グリセリン、パルミチン酸Na、水、スクロース、ステア
リン酸Na、水酸化Na、カミツレ水、テマリカタヒバエキス、ダマスクバラ胎座培養エキ
ス、バオバブ種子油、ブドウ種子油、海シルト、エーデルワイスエキス、シャクヤク根エキ
ス、ホップ花エキス、サトザクラ花エキス、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液、水酸化K、
BG、エチドロン酸4Na→新）DPG、ミリスチン酸、水、スクロース、ソルビトール、パルミチ
ン酸、ステアリン酸、グリセリン、水酸化Na、カミツレ水、テマリカタヒバエキス、ダマスクバ
ラ胎座培養エキス、バオバブ種子油、ブドウ種子油、海シルト、エーデルワイス花／葉
エキス、シャクヤク根エキス、ホップエキス、サトザクラ花エキス、乳酸桿菌／ダイコン根
発酵液、ジグリセリン、グリセルグルコシド、水酸化K、BG、エチドロン酸4Na

賞味期間変更
◎西田精麦 九州大麦グラノーラ プレーン 200g（商品コード122036）

九州大麦グラノーラ 九州さつまいも 180g（商品コード122037）
九州大麦グラノーラ 黒豆きなこ 180g（商品コード122038）
国産大麦グラノーラ 500g（商品コード122046）〈直送〉

保存試験の結果賞味期間が延長になります。賞味期間：旧）各180日→新）各240日  
4月以降順次

出荷業務停止
◎HプラスBライフサイエンス 全商品〈直送〉
3月30日付での株式会社ハーバー研究所との合併に伴い決算棚卸し及び基幹シス
テム連携作業を行うため、期間の出荷業務が停止になります。出荷停止期間：3月26
日～4月5日

再開のお知らせ
◎バイオフーズジャパン 有機カレー粉 30g（商品コード110976）
欠品しておりましたが、入荷しました。

欠品のお知らせ
◎創健社カメリナオイル 170g（商品コード100237）
原材料の入荷が滞っており、欠品しております。次回入荷は未定です。
◎リブインコンフォート
　HERB BREWER クレンズ 4g（商品コード080753）〈直送〉
　HERB BREWER フォーウーマン 4g（商品コード080749）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。

終売のお知らせ
◎アルプス 信州巨峰ジュース 160g（商品コード090576）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎ボーソー油脂 A-1ソフトマーガリン 225g（商品コード101331）（冷蔵）
8月の最終製造をもってメーカーにて終売になります。
◎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）
メーカーにて終売になりました。
◎エコワン
　おでかけうるるんハイソックスタイプ（商品コード183164）〈直送〉
　つまずき対策靴下婦人グレー 22cm～25cm（商品コード182272）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎E-es-E
　コキーユ リプロ 80g（商品コード182342）〈直送〉
　コキーユ リプロ 7g（商品コード190068）〈直送〉
　におクリンマスク ウィルス対策付 3枚ノーマル（商品コード182345）〈直送〉
　におクリンマスク ウィルス対策付 3枚スリム（商品コード182346）〈直送〉
　サレド おためしセット（ノーマル・レギュラー） グリーン（商品コード182350）〈直送〉
　魚焼き倶楽部 特別セット 600g×31（商品コード182360）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC グリーン（商品コード190634）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC ピンク（商品コード190635）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC 交換フィルター ピンク（商品コード190637）〈直送〉
　ちょこっとオアシス いちりんタイプ ピンク（商品コード190638）〈直送〉
　ちょこっとオアシス いちりんタイプ ラピスブルー（商品コード190639）〈直送〉
　ミスティフラワー イエロー（商品コード190640）〈直送〉
　ミスティフラワー ピンク（商品コード190641）〈直送〉
　ミスティフラワー 交換フィルター イエロー（商品コード190642）〈直送〉
　ミスティフラワー 交換フィルター ピンク（商品コード190643）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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お休みさせていただきます。
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植物素材のデミグラス風ソース
（フレークタイプ）リニューアル

“Plant-Based（植物素材100％）・
国産小麦の小麦粉使用”

ご好評をいただいております当社「植物素材のデミグラス風ソース（フレークタイプ）」につきまして、従来のおいしさを
そのままに、一部原材料の配合の見直しを行い、よりお使いいただきやすく変更をさせていただきます。また、袋デザ
インもより商品特長がお客様に伝わるよう変更すると共に、袋の材質をアルミ蒸着タイプに変更し、より高級感のある
パッケージに変更をさせていただきます。

〈従来商品〉※在庫がなくなり次第終売となります。

こだわり①　※Plant-Based（植物素材100％）
動物性原料を使用せず、植物素材100％で仕上げています。
直火焙煎した国産小麦の小麦粉に、8種類の野菜のうま味と
こだわりの国内産赤ワインを合わせています。植物性素材の
みとは思えない深い味わいとコクをお楽しみいただけます。

こだわり②　広がる料理のレパートリー
ハヤシライス、シチュー、煮込み料理、ハンバーグ＆パスタソー
スなど幅広くお使いいただけます。

こだわり③　より安心してお召し上がりいただくために
当社ハヤシライスルウと比べて脂質を35％カットしています。

～※「Plant-Based（プラントベース）」とは？～
創健社は植物由来の原料をベースにした食生活を提
案します。
人にも、地球環境にとってもやさしい、「植物素材
100％」の食べものを通して、私たちは毎日の食卓が
よりおいしく、より豊かになるよう目指して行きたい
と考えています。
植物由来のものを食べ
ること（Plant Based 
Diet）を取り入れた、自
然で健康的な食生活を
はじめてみませんか。

植物素材の
デミグラス風ソース
（フレークタイプ）
商品コード：111145
税込価格：432円
（税抜価格：400円）
内容量：120g
入数：40（10×4）
賞味期間：240日

【原材料】小麦粉（小麦（国産））、
植物油脂（有機べに花油、パーム
油）、粉末野菜（トマトパウダー、オ
ニオンパウダー、ガーリックパウ
ダー、セロリパウダー）、砂糖、食
塩、酵母エキス、りんご果汁、粉末
醤油、赤ワイン、野菜ペースト、麦
芽エキス、ブラックペッパー、ココ
アパウダー、（一部に小麦・大豆・
りんごを含む）

【原材料】有機緑茶（京都）

＊写真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。

植物素材の
デミグラス風ソース
（フレークタイプ）
商品コード：111129
税込価格：432円
（税抜価格：400円）
内容量：120g
入数：40（10×4）
賞味期間：240日

1980年より有機栽培で宇治茶を生産・製造しています。

創業 明治4年

有機栽培茶 2021年5月21日㈮までご予約承り中!

2021年6月上旬より随時
※天候により予定日から前後する場合がございます。

商品コード：080459　内容量：110g
税込価格：1,437円（税抜価格：1,330円）

南山城村・童仙房南山城村・童仙房京都－京都 宇治－ 有機栽培茶

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。

今だけ
10％増量！

童仙房茶舗が2021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。この時期だけの予約限定品です。

童仙房 新茶 有機上煎茶 
京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞
京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞

商品の
お届け

童仙房茶舗の美味し
い煎茶の淹れ方を解
説した動画をご覧い
ただけます。

901735 0212604

901735 0212604

創健社ニュース  2 0 2 1 年（ 令 和 3 年 ）4 月 号【 通 巻 5 7 8 号 】

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 o k en s h a . c o . j p  トップページ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 1 年 4 月 1 日 発行　発行人：中村靖　編集人：飯田雅之
発行所：〒2 2 1 - 8 7 4 1  横浜市神奈川区片倉2 - 3 7 - 1 1　TEL . 0 4 5（ 4 9 1）1 4 4 1（代）　www . s o k e n s h a . c o . j p

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 8 号

※税込価格は、1円未満の端数は切り上げております。
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中華冷麺（ちゅうかれいめん）

ジロロモーニ RECIPE アンチョビパスタ

“Plant-Based（植物素材100％）・
麺は国産小麦の小麦粉使用”

アンチョビパスタ
【材料】1人分
デュラム小麦有機スパゲッティ ････････ 80g
お湯･････････････････････････････････1L
塩 ･･････････････････････････････････8g
アンチョビ･･･････････････････････････適量

有機オリーブオイル ･･････････････ 大さじ２
おろしにんにく･･･････････････････ 小さじ１
鷹の爪 ･････････････････････････････ 1本
塩コショウ･･･････････････････････････適量

【作り方】
①スパゲッティを茹でる（6分半）
②鷹の爪を小口切りにする。
③フライパンにオリーブオイルと
おろしにんにく、鷹の爪を入れて
弱火で炒める。
④にんにくが香り出したらアンチョ
ビを加え炒める。
⑤茹であがったスパゲッティを④に
加え、茹で汁を大さじ２加える。
⑥塩コショウで味を調えてできあ
がり。

デュラム小麦有機スパゲッティ
商品コード：140524
税込価格：421円
（税抜価格：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
税込価格：1,296円
（税抜価格：1,200円）
内容量：228g（250ml）

東京フード おろしにんにく
商品コード：110974
税込価格：422円
（税抜価格：390円）
内容量：40g

新商品のご案内

【原材料】砂糖（国内産）、しょうゆ（国内産）、ねりごま
（中南米等・国内製造）、食塩（国内産）、醸造酢（国内
産）、レモン果汁（国内産）、酵母エキス（国内産）、でん
粉（ドイツ）、かつお節（国内産）／アルコール（国内産）

【原材料】米酢（国内産）、砂糖（国内
産）、食塩（国内産）、焼き飛魚（あご）
（国内産）、ゆず果汁（国内産）、かつ
お節（国内産）、こんぶ（国内産）

【原材料】水、※アロエベラ液汁、ヤシ油アルキルグルコシド、※コウスイガヤ油、※ラベン
ダー油、※バクホウシアシトリオドラ葉油、ソルビン酸Ｋ、※グリセリン、クエン酸、※トウキンセ
ンカ花エキス、※カミツレエキス、香料      ※はオーガニック成分です。香料は天然由来です。

【原材料】有機醤油（香川）、粗糖（鹿児島）、なた
ね油（大阪）、大豆加工品（岩手）、玉ねぎ（兵
庫）、発酵調味料（三重）、食塩（岡山）、でん粉
（兵庫）、生姜（高知）、パプリカ粉末（茨城、静
岡）、りんご酢（兵庫）、酵母エキス（ドイツ、タ
イ）、ジャンボにんにく（広島）、にんにく（岩手）、
唐辛子粉末（大阪）（一部に小麦・大豆・りんごを
含む）

【原材料】めん〔小麦粉［小麦（国内
産）］、澱粉（国内産）、食塩（国内
産）〕、醸造酢（国内産）、砂糖［さと
うきび（国内産）］、醤油、食塩、酵母
エキス、ゆず果汁（国内産）、ごま油
（アフリカ、アジア、中南米）、なた
ね油（オーストラリア）／かんすい
（中国）、（一部に小麦・大豆・ごまを
含む）

昨年の発売後、ご好評をいただきました春夏限定商品が再
開となります。
Plant-Based（植物素材100％）で仕上げたさわやかな柚子
の風味香る酸味をお楽しみいただけます。

中華冷麺（ちゅうかれいめん）
商品コード：148019
税込価格：211円（税抜価格：195円）
内容量：120g　入数：30　
賞味期間：180日

春夏商品が入荷しました。

商品コード：120998
税込価格:180円（税抜価格：166円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて、
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。（たれ無し）

ところてん

商品コード：120999
税込価格:238円（税抜価格：220円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて、
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。添付のごまだれは、こ
だわりのオリジナルブレンド。

ところてん ごまだれ

商品コード：140054
税込価格:260円（税抜価格：240円）
内容量：250g　入数：30
賞味期間：2年

北海道産「きたほなみ」小麦粉100％、瀬戸内の海水を使用し
た「赤穂の塩」を用い、素材の風味を生かし、コシが強くつるり
とした喉ごしに仕上げました。

本場小豆島そうめん

商品コード：140140
税込価格:459円（税抜価格：425円）
内容量：50g×5　入数：20
賞味期間：2年

名水百選に選ばれた島原の水と厳選された小麦粉を原料に、
約380年余りにわたり受け継がれてきた伝統の技で、じっくり仕
込んだ熟成寒づくりの手のべ素麺。

一本気そうめん

商品コード：160119
税込価格:454円（税抜価格：420円）
内容量：60g×3　
入数：50　
賞味期間：3ヶ月

沖縄黒糖をふんだん
に使用した特製の黒
糖わらび餅。

黒糖わらび餅

商品コード：110472
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

九州産の干しえびの香ばしい風味
と、こんぶ・しいたけの旨味がおいしく
調和したうすいろタイプのめんつゆ
です。本醸造うすくち醤油をベースと
した“うすいろタイプ”ですので、素材
の色を引き立てます。2倍濃縮タイプ。

えびつゆ

商品コード：110473
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

三種のかつお節（枯本節・一本釣り
鰹節・荒節）をこだわりのバランスで
使用した味わい豊かなめんつゆで
す。２倍濃縮タイプですから、お好み
に合わせてかつおの風味をお楽しみ
ください。

かつおつゆ

商品コード：110484
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

長崎名産焼き飛魚（あご）の上品な
風味と、しいたけ・こんぶの旨味がお
いしく調和したうすいろタイプのめん
つゆです。2倍濃縮タイプですから、
お好みに合わせて焼き飛魚（あご）
の風味をお楽しみください。

飛魚（あご）つゆ

商品コード：111013
税込価格：389円（税抜価格：360円）
内容量：300ml　
入数：12
賞味期間：1年

商品コード：121325
税込価格：735円（税抜価格：680円）
内容量：150g　
入数：24　
賞味期間：1年3ヶ月

本醸造丸大豆こいくち醤油をベース
に、一本釣りの鰹を使用した鰹節から
とっただしを使って仕上げた、濃縮タイ
プの料理専用つゆです。

みずみずしい果汁たっぷりの奄美大
島産完熟たんかんを100％使用し、爽
やかな柑橘風味いっぱいのマーマ
レードに仕上げました。数量限定品

一本釣り鰹つゆ 奄美完熟たんかんマーマレード

商品コード：119061
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

めんにかけて混ぜればすぐ美味
しい。丸大豆しょうゆと高知県産
ゆず果汁を使用。冷やし麺を
さっぱり美味しく頂ける「まぜる
めんつゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
さっぱりゆず サラダ風

商品コード：119062
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

めんにかけて混ぜればすぐ美味し
い。丸大豆しょうゆをベースに長崎
県産焼き飛魚（あご）の風味を効
かせたこってりしょうゆ味の「まぜる
めんつゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
こってりしょうゆ 焼きあご風味

商品コード：160339
税込価格:346円（税抜価格：320円）
内容量：180g　
入数：50　
賞味期間：3ヶ月

もちもち、ぷるんぷるん、
つるりと滑らかなのど越
し。冷たく冷やしてこの
新食感をお楽しみ下さ
い。きな粉、黒蜜付き。

昔わらび餅

商品コード：161229
税込価格:216円（税抜価格：200円）
内容量：105g　
入数：24
賞味期間：4ヶ月

米と米麹で作った甘酒
を寒天で固めたジュレ。
日本伝統の味を現代風
に楽しめます。オリゴ糖
入り。ノンアルコール。

あま酒ジュレ

商品コード：121000
税込価格:238円（税抜価格：220円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。三杯酢のたれ付き。

ところてん 三杯酢

商品コード：119964
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

チキンとポークのコクとうま味を
涼味で頂く新感覚の本場仕込
みちゃんぽん風白湯めんつゆ。
冷やし麺にからめる「まぜるめん
つゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風

商品コード：110428
税込価格：702円（税抜価格：650円）
内容量：1リットル　
入数：12
賞味期間：2年

国内産原料で仕上げた「らっきょう漬」
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不使用。

JAオリジナル らっきょう酢

チョーコー醬油 まぜるめんつゆ 濃厚ごまだれかつおだし チョーコー醬油 長崎焼きあご だし酢

マルシマ 国産大豆そぼろのベジ辛醤 たかくら新産業 メイド オブ オーガニクス 
アウトドア モスガードスプレー

焙煎練りごまの香りとコクに鹿児島県枕崎産かつお節の
豊かな旨味を合わせた濃厚だれ。隠し味にレモン果汁の
爽やかな風味を加えて、食欲そそる夏向けのまぜるめん
つゆに仕上げました。

これ1本で様々なお料理にお使い頂ける便利な万能調味
酢です。自社醸造したまろやかな酸味が特徴の純米酢を
ベースに、長崎県産炭火焼きあごの旨味、長崎県壱岐産
ゆず果汁の香りをブレンドしました。

畑のお肉と言われる「国産大豆そぼろ」を使用した植物素材100％の
ヘルシーな調味料。国産大豆そぼろ、尾道ジャンボにんにく、有機醤油
などを使用したカラダにやさしく「ピリ辛」アクセントの効いた醤です。

ノンアルコールタイプのボディスプレー。パッケージデザインをシンプルに
リニューアルしました。

商品コード：119968　税込価格：270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋　入数：10　賞味期間：270日

商品コード：119948　税込価格：486円（税抜価格：450円）
内容量：300ml　入数：12　賞味期間：360日

商品コード：260151　
税込価格：236円（税抜価格：218円）
内容量：80g　入数：24　賞味期間：180日

商品コード：191338
税込価格：880円
（税抜価格：800円）
内容量：50ml　入数：20
使用期間：1080日

商品コード：191339
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：125ml　入数：12
使用期間：1080日

901735 0240184

978141 1098374

938727 0310514 938727 0310754 938727 0310684

976785 0005274976785 0003434

974507 5900974 974507 1800524 974507 5600904

974507 4311784

974507 7222904974507 7242944

580388 5511804

962590 0090154

974507 7232974

901735 0230974

974507 7252914 974507 7541784

906657 2033504

528636 4129134 528636 4129204

908603 2101084
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今月のおすすめ商品（お好み焼き粉・パウンドケーキミックス）

国内産原料100％の原料のみで作った純植物性のお好み焼きミックスです。
小麦澱粉、山芋粉、昆布粉末を加えました。
ご家庭で簡単にふんわりとした食感のお好み焼きがお作りいただけます。
動物性原料、化学調味料、食塩不使用。

山芋入りお好み焼きミックス
商品コード：131004
税込価格：411円（税抜価格：380円）
内容量：200g　入数：30　賞味期間：6ヶ月

基本の作り方（直径約15ｃｍ1枚分）
お好み焼きミックス･･････････････50g（1/4袋）
キャベツ ･･･････････････････････ 80g（千切り）
水 ･･･････････････････････････････････80ml
食用油 ････････････････････････････････ 適量
その他お好みの具材

①キャベツを千切りに刻んでおく。
②ボウルに①とお好み焼きミックス、お好みの具
材、水を入れ箸でよく混ぜる。
③フライパンに油をひき、②を流し入れ、ふたをして
弱火から中火で軽く焦げ目がつくまで５分程焼
く。裏返して、反対側も同様に焼く。
④最後はふたを取って少し水分を飛ばす。

焼き上がったらお好みで、ソースやマヨネーズなど
を塗り、青のり、紅しょうが、かつお節などをかける。

【原材料】小麦粉［小麦（青森、三重）］、小麦澱粉
（国内産）、山芋粉（石川）、昆布粉末（北海道）

【材料】（パウンド型1本分）
パウンドケーキミックス（プレーン）･･･････････････････････100g
無糖ヨーグルト ････････････････････････････････････････ 50g
卵 ････････････････････････････････････････････････････ 1個
べに花ハイプラスマーガリン･････････････････････････････ 50g
りんご ･･･････････････････････････････････････････････1/2個

【作り方】
①りんごは皮をむき、1㎝角くらいにカットし、マーガリンは室温に戻し
やわらかくしておく。
②ボウルにヨーグルト、卵、マーガリンを入れ、混ぜる。
③②にパウンドケーキミックスを数回に分けて、都度混ぜながら加え
ていく。
④型に流し入れ、170℃に予熱したオーブンで約35～40分焼く。
⑤竹串をさして生地が付く場合はさらに焼く。（焼き時間・温度は目安
です。型の大きさ、オーブンにより調整してください。）

【材料】（8個分）
パウンドケーキミックス（かぼちゃ）･･･････････････････ 200g
豆乳 ･････････････････････････････････････････････40ml
植物油 ･････････････････････････････････････････ 大さじ2
かぼちゃの種 ････････････････････････････････････････8個

【作り方】
①ボウルに豆乳、植物油を入れたら、パウンドケーキミックスを数
回に分けて、都度混ぜながら加えていく。
②まとまったら、8等分して丸め、中央にかぼちゃの種を差し込む。
③180℃に予熱したオーブンで約30分焼く。（焼き時間・温度は
目安です。型の大きさ、オーブンにより調整してください。）

【材料】（パウンド型2本分）
パウンドケーキミックス（キャロブ）･････････････････ 200g
卵 ･･････････････････････････････････････････････ 2個
べに花ハイプラスマーガリン･･･････････････････････ 80g
お好みのナッツ ･･････････････････････････････････ 80g

【作り方】
①ナッツは細かく砕き、マーガリンは室温に戻しやわらかくして
おく。
②ボウルに卵、マーガリンを入れ、混ぜる。
③②にパウンドケーキミックスを数回に分けて、都度混ぜなが
ら加えていく。
④③に①のナッツを加え、さっくりと混ぜ合わせたら、2本分の
型に半量ずつ流し入れ、170℃に予熱したオーブンで約25
～30分焼く。
⑤竹串をさして生地が付く場合はさらに焼く。
⑥一度オーブンから取り出し、粗熱を取る。
⑦型から外して1.5㎝幅にカットし、断面を上にして並べ、
160℃に予熱したオーブンで15分程焼く。（焼き時間・温度
は目安です。型の大きさ、オーブンにより調整してください。）
⑧水分が完全に飛んで、カリッとするまで焼く。

りんごが入ったしっとりヨーグルトパウンドケーキ

サクッとかぼちゃのスコーン

カリカリナッツのキャロブビスコッティ

プレーン
商品コード：131064
税込価格：368円（税抜価格：340円）
内容量：200g

かぼちゃ
商品コード：131065
税込価格：389円（税抜価格：360円）
内容量：200g

キャロブ
商品コード：131066
税込価格：389円（税抜価格：360円）
内容量：200g

パウンドケーキミックス

901735 0243154

※税込価格は、１円未満の端数は切り上げております。
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春夏商品が入荷しました。

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

国内産のぶどうを搾った100％
ストレートジュースです。

ぶどうしぼり
長野県産ナイアガラぶどうを
100％使用した、濃縮還元し
ていないストレートジュース。ナ
イアガラぶどう本来の甘い香
りとすっきりした味､まろやかで
上品な味わいです。

旬摘 信州ぶどう ナイアガラ（ジュース）
長野県産コンコードぶどうを
100％使用した、濃縮還元し
ていないストレートジュース。コ
ンコードの特性を最大に活か
し、アルプスならではの風味・
色調に仕上げました。

旬摘 信州ぶどう コンコード（ジュース）

梅の実を寒天・こん
にゃく粉で包み込みま
した。寒天・こんにゃく
粉で固めた懐かしい
味わいです。

青梅ゼリー

商品コード：161241
税込価格:767円
（税抜価格：710円）
内容量：80g×4
入数：20
賞味期間：10ヶ月

梅の実を寒天・こん
にゃく粉で包み込みま
した。寒天・こんにゃく
粉で固めた懐かしい
味わいです。

青梅ゼリー

商品コード：161242
税込価格:432円
（税抜価格：400円）
内容量：90ml×5
入数：20
賞味期間：6ヶ月

梅果汁入りのドリンクです。そ
のままドリンクとしてお飲み頂い
ても、冷凍庫で凍らせても美味
しくお召し上がり頂けます。

梅チュッチュ

商品コード：162186
税込価格:303円
（税抜価格：280円）
内容量：16g×８本
入数：12
賞味期間：6ヶ月

ぷるぷるっと出てくるス
ティックタイプのゼリー。国
産のてんさい、濃縮ぶど
う果汁を使っています。

ぷるっとゼリーぶどう

長野県産の白桃を100％使用
した、濃縮還元していないスト
レートジュース。桃の風味を生
かした、とろっとした舌触りとサ
ラッとした飲みやすさが特長
です。

旬摘 信州もも（ジュース）
全国有数の産地、長野県産
のりんごを100％使用した、濃
縮還元していないストレート
ジュース。新鮮なりんごの香味
が生きた、まろやかですっきり
とした味わいです。

旬摘 信州りんご（ジュース）
スペイン産オレンジを100％使
用した、濃縮還元していないス
トレートジュース。甘味と酸味の
バランスがよく、豊かな風味の
オレンジの特徴をそのままに、ソ
フトな飲み口に仕上げました。

旬摘 完熟オレンジ（ジュース）

商品コード：090555
税込価格：1,620円
（税抜価格：1,500円）
内容量：710ml
入数：12
賞味期間：6ヶ月

青梅を砂糖とはちみつで漬け込んで
出来た梅シロップをベースに、完熟し
た南高梅の果肉をブレンドしたドリン
クです。（希釈タイプ）

南高黄熟蜜梅

商品コード：160187
税込価格：189円（税抜価格：175円）
内容量：130g　
入数：24
賞味期間：4ヶ月

愛媛県産の甘夏と数種
類の果物の果肉を潰し
てゼリーに入れているの
で1種類での果物では
出せない味わいがありま
す。国産の天草を使用。
無香料・無着色。

トコゼリー 甘夏

商品コード：161178
税込価格:251円（税抜価格：232円）
内容量：105g
入数：24
賞味期間：4ヶ月

いちごピューレと杏仁
霜を、寒天・蒟蒻粉・
葛粉でなめらかな杏
仁豆腐にしました。い
ちごと杏仁が爽やか
でやさしい味わい。食
物繊維入り。

苺の杏仁どうふ

商品コード：162187
税込価格:303円
（税抜価格：280円）
内容量：16g×８本
入数：12
賞味期間：6ヶ月

ぷるぷるっと出てくるス
ティックタイプのゼリー。国
産のてんさい、濃縮みか
ん果汁を使っています。

ぷるっとゼリーみかん

商品コード：162188
税込価格:303円
（税抜価格：280円）
内容量：16g×8本
入数：12
賞味期間：6ヶ月

ぷるぷるっと出てくるス
ティックタイプのゼリー。国
産のてんさい、濃縮もも果
汁を使っています。

ぷるっとゼリーもも

商品コード：161240
税込価格:206円
（税抜価格：190円）
内容量：80g
入数：115
賞味期間：10ヶ月

商品コード：090282
税込価格:179円（税抜価格：165円）
内容量：160g
入数：16
賞味期間：1年6ヶ月
発注単位：ケース

商品コード：090283
税込価格:179円（税抜価格：165円）
内容量：160g
入数：16 
賞味期間：1年6ヶ月
発注単位：ケース

商品コード：090284
税込価格:179円（税抜価格：165円）
内容量：160g
入数：16
賞味期間：1年6ヶ月
発注単位：ケース

商品コード：090577
税込価格:179円（税抜価格：165円）
内容量：160g
入数：16
賞味期間：1年6ヶ月
発注単位：ケース

商品コード：090579
税込価格:179円（税抜価格：165円）
内容量：160g
入数：16
賞味期間：1年6ヶ月
発注単位：ケース

962311 2006154 978141 0001034

978141 0008994955376 0370124 955376 0318124

962311 2006084

962311 2006224

955376 0036664955376 0367254

906251 0813234 906251 0813164

906251 0813304906251 0813474 906251 0813614

901735 0205084
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中華冷麺（ちゅうかれいめん）

ジロロモーニ RECIPE アンチョビパスタ

“Plant-Based（植物素材100％）・
麺は国産小麦の小麦粉使用”

アンチョビパスタ
【材料】1人分
デュラム小麦有機スパゲッティ ････････ 80g
お湯･････････････････････････････････1L
塩 ･･････････････････････････････････8g
アンチョビ･･･････････････････････････適量

有機オリーブオイル ･･････････････ 大さじ２
おろしにんにく･･･････････････････ 小さじ１
鷹の爪 ･････････････････････････････ 1本
塩コショウ･･･････････････････････････適量

【作り方】
①スパゲッティを茹でる（6分半）
②鷹の爪を小口切りにする。
③フライパンにオリーブオイルと
おろしにんにく、鷹の爪を入れて
弱火で炒める。
④にんにくが香り出したらアンチョ
ビを加え炒める。
⑤茹であがったスパゲッティを④に
加え、茹で汁を大さじ２加える。
⑥塩コショウで味を調えてできあ
がり。

デュラム小麦有機スパゲッティ
商品コード：140524
税込価格：421円
（税抜価格：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
税込価格：1,296円
（税抜価格：1,200円）
内容量：228g（250ml）

東京フード おろしにんにく
商品コード：110974
税込価格：422円
（税抜価格：390円）
内容量：40g

新商品のご案内

【原材料】砂糖（国内産）、しょうゆ（国内産）、ねりごま
（中南米等・国内製造）、食塩（国内産）、醸造酢（国内
産）、レモン果汁（国内産）、酵母エキス（国内産）、でん
粉（ドイツ）、かつお節（国内産）／アルコール（国内産）

【原材料】米酢（国内産）、砂糖（国内
産）、食塩（国内産）、焼き飛魚（あご）
（国内産）、ゆず果汁（国内産）、かつ
お節（国内産）、こんぶ（国内産）

【原材料】水、※アロエベラ液汁、ヤシ油アルキルグルコシド、※コウスイガヤ油、※ラベン
ダー油、※バクホウシアシトリオドラ葉油、ソルビン酸Ｋ、※グリセリン、クエン酸、※トウキンセ
ンカ花エキス、※カミツレエキス、香料      ※はオーガニック成分です。香料は天然由来です。

【原材料】有機醤油（香川）、粗糖（鹿児島）、なた
ね油（大阪）、大豆加工品（岩手）、玉ねぎ（兵
庫）、発酵調味料（三重）、食塩（岡山）、でん粉
（兵庫）、生姜（高知）、パプリカ粉末（茨城、静
岡）、りんご酢（兵庫）、酵母エキス（ドイツ、タ
イ）、ジャンボにんにく（広島）、にんにく（岩手）、
唐辛子粉末（大阪）（一部に小麦・大豆・りんごを
含む）

【原材料】めん〔小麦粉［小麦（国内
産）］、澱粉（国内産）、食塩（国内
産）〕、醸造酢（国内産）、砂糖［さと
うきび（国内産）］、醤油、食塩、酵母
エキス、ゆず果汁（国内産）、ごま油
（アフリカ、アジア、中南米）、なた
ね油（オーストラリア）／かんすい
（中国）、（一部に小麦・大豆・ごまを
含む）

昨年の発売後、ご好評をいただきました春夏限定商品が再
開となります。
Plant-Based（植物素材100％）で仕上げたさわやかな柚子
の風味香る酸味をお楽しみいただけます。

中華冷麺（ちゅうかれいめん）
商品コード：148019
税込価格：211円（税抜価格：195円）
内容量：120g　入数：30　
賞味期間：180日

春夏商品が入荷しました。

商品コード：120998
税込価格:180円（税抜価格：166円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて、
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。（たれ無し）

ところてん

商品コード：120999
税込価格:238円（税抜価格：220円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて、
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。添付のごまだれは、こ
だわりのオリジナルブレンド。

ところてん ごまだれ

商品コード：140054
税込価格:260円（税抜価格：240円）
内容量：250g　入数：30
賞味期間：2年

北海道産「きたほなみ」小麦粉100％、瀬戸内の海水を使用し
た「赤穂の塩」を用い、素材の風味を生かし、コシが強くつるり
とした喉ごしに仕上げました。

本場小豆島そうめん

商品コード：140140
税込価格:459円（税抜価格：425円）
内容量：50g×5　入数：20
賞味期間：2年

名水百選に選ばれた島原の水と厳選された小麦粉を原料に、
約380年余りにわたり受け継がれてきた伝統の技で、じっくり仕
込んだ熟成寒づくりの手のべ素麺。

一本気そうめん

商品コード：160119
税込価格:454円（税抜価格：420円）
内容量：60g×3　
入数：50　
賞味期間：3ヶ月

沖縄黒糖をふんだん
に使用した特製の黒
糖わらび餅。

黒糖わらび餅

商品コード：110472
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

九州産の干しえびの香ばしい風味
と、こんぶ・しいたけの旨味がおいしく
調和したうすいろタイプのめんつゆ
です。本醸造うすくち醤油をベースと
した“うすいろタイプ”ですので、素材
の色を引き立てます。2倍濃縮タイプ。

えびつゆ

商品コード：110473
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

三種のかつお節（枯本節・一本釣り
鰹節・荒節）をこだわりのバランスで
使用した味わい豊かなめんつゆで
す。２倍濃縮タイプですから、お好み
に合わせてかつおの風味をお楽しみ
ください。

かつおつゆ

商品コード：110484
税込価格：465円（税抜価格：430円）
内容量：400ml
入数：12
賞味期間：1年6ヶ月

長崎名産焼き飛魚（あご）の上品な
風味と、しいたけ・こんぶの旨味がお
いしく調和したうすいろタイプのめん
つゆです。2倍濃縮タイプですから、
お好みに合わせて焼き飛魚（あご）
の風味をお楽しみください。

飛魚（あご）つゆ

商品コード：111013
税込価格：389円（税抜価格：360円）
内容量：300ml　
入数：12
賞味期間：1年

商品コード：121325
税込価格：735円（税抜価格：680円）
内容量：150g　
入数：24　
賞味期間：1年3ヶ月

本醸造丸大豆こいくち醤油をベース
に、一本釣りの鰹を使用した鰹節から
とっただしを使って仕上げた、濃縮タイ
プの料理専用つゆです。

みずみずしい果汁たっぷりの奄美大
島産完熟たんかんを100％使用し、爽
やかな柑橘風味いっぱいのマーマ
レードに仕上げました。数量限定品

一本釣り鰹つゆ 奄美完熟たんかんマーマレード

商品コード：119061
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

めんにかけて混ぜればすぐ美味
しい。丸大豆しょうゆと高知県産
ゆず果汁を使用。冷やし麺を
さっぱり美味しく頂ける「まぜる
めんつゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
さっぱりゆず サラダ風

商品コード：119062
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

めんにかけて混ぜればすぐ美味し
い。丸大豆しょうゆをベースに長崎
県産焼き飛魚（あご）の風味を効
かせたこってりしょうゆ味の「まぜる
めんつゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
こってりしょうゆ 焼きあご風味

商品コード：160339
税込価格:346円（税抜価格：320円）
内容量：180g　
入数：50　
賞味期間：3ヶ月

もちもち、ぷるんぷるん、
つるりと滑らかなのど越
し。冷たく冷やしてこの
新食感をお楽しみ下さ
い。きな粉、黒蜜付き。

昔わらび餅

商品コード：161229
税込価格:216円（税抜価格：200円）
内容量：105g　
入数：24
賞味期間：4ヶ月

米と米麹で作った甘酒
を寒天で固めたジュレ。
日本伝統の味を現代風
に楽しめます。オリゴ糖
入り。ノンアルコール。

あま酒ジュレ

商品コード：121000
税込価格:238円（税抜価格：220円）
内容量：160g　
入数：30
賞味期間：3ヶ月

伊豆産の天草のみを用いて
製造から仕上がりまでに丸
2日間をかけて、一つひとつ
手作業で職人が作り上げて
います。三杯酢のたれ付き。

ところてん 三杯酢

商品コード：119964
税込価格:270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋
入数：10
賞味期間：9ヶ月

チキンとポークのコクとうま味を
涼味で頂く新感覚の本場仕込
みちゃんぽん風白湯めんつゆ。
冷やし麺にからめる「まぜるめん
つゆ」です。ストレートタイプ。

まぜるめんつゆ
本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風

商品コード：110428
税込価格：702円（税抜価格：650円）
内容量：1リットル　
入数：12
賞味期間：2年

国内産原料で仕上げた「らっきょう漬」
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不使用。

JAオリジナル らっきょう酢

チョーコー醬油 まぜるめんつゆ 濃厚ごまだれかつおだし チョーコー醬油 長崎焼きあご だし酢

マルシマ 国産大豆そぼろのベジ辛醤 たかくら新産業 メイド オブ オーガニクス 
アウトドア モスガードスプレー

焙煎練りごまの香りとコクに鹿児島県枕崎産かつお節の
豊かな旨味を合わせた濃厚だれ。隠し味にレモン果汁の
爽やかな風味を加えて、食欲そそる夏向けのまぜるめん
つゆに仕上げました。

これ1本で様々なお料理にお使い頂ける便利な万能調味
酢です。自社醸造したまろやかな酸味が特徴の純米酢を
ベースに、長崎県産炭火焼きあごの旨味、長崎県壱岐産
ゆず果汁の香りをブレンドしました。

畑のお肉と言われる「国産大豆そぼろ」を使用した植物素材100％の
ヘルシーな調味料。国産大豆そぼろ、尾道ジャンボにんにく、有機醤油
などを使用したカラダにやさしく「ピリ辛」アクセントの効いた醤です。

ノンアルコールタイプのボディスプレー。パッケージデザインをシンプルに
リニューアルしました。

商品コード：119968　税込価格：270円（税抜価格：250円）
内容量：30g×3袋　入数：10　賞味期間：270日

商品コード：119948　税込価格：486円（税抜価格：450円）
内容量：300ml　入数：12　賞味期間：360日

商品コード：260151　
税込価格：236円（税抜価格：218円）
内容量：80g　入数：24　賞味期間：180日

商品コード：191338
税込価格：880円
（税抜価格：800円）
内容量：50ml　入数：20
使用期間：1080日

商品コード：191339
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：125ml　入数：12
使用期間：1080日

901735 0240184

978141 1098374

938727 0310514 938727 0310754 938727 0310684

976785 0005274976785 0003434

974507 5900974 974507 1800524 974507 5600904

974507 4311784

974507 7222904974507 7242944

580388 5511804

962590 0090154

974507 7232974

901735 0230974

974507 7252914 974507 7541784

906657 2033504

528636 4129134 528636 4129204

908603 2101084
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎E-es-E
　ミスティガーデン 2ND グリーン（商品コード190632）〈直送〉
　ミスティガーデン 2ND ブルー（商品コード190633）〈直送〉
各税込価格（税抜価格）：旧）1,870円（1,700円）→新）1,980円（1,800円）　3月15日より
　ニオクリンマスク お徳用 普通サイズ 25枚入（商品コード190682）〈直送〉
　ニオクリンマスク お徳用 スリムタイプ 25枚入（商品コード190683）〈直送〉
各税込価格（税抜価格）：旧）3,960円（3,600円）→新）4,180円（3,800円）　5月1日より
諸資材の値上げ、輸送運賃の高騰により価格が変更になります。

パッケージデザイン変更
◎たかくら新産業 パーフェクトポーション ブリーズイージーバーム 30g（商品コード191289）
パッケージデザインが変更になりました。変更済

天面フィルム変更
◎創健社 樽みそ一番（減塩）カップ 750g（商品コード111503）
委託製造会社の意向により、カップの天面フィルムを銀色無地からベージュ紋様入り
に変更になります。4月製造分より

表示変更
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ミレービスケット 150g（商品コード161530）
製造所名表示が変更になります。
製造所名表示：旧）伊藤製菓→新）伊藤製菓　伊藤文夫　4月以降順次
◎純正食品マルシマ
　有機きな粉 黒ゴマ 70g（商品コード130189）〈直送〉
表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・栄養機能食品表示追加。・原料原産地表示・遺伝子組換え表示改正に
伴う変更。・その他一部デザイン、文言等。3月中旬頃
　天然醸造 杉桶醤油 1.8リットル（商品コード260023）〈直送〉
表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・原料原産地表示制度に伴う表示、原材料：旧）大豆（遺伝子組換えでな
い）、小麦、食塩→新）大豆（国産）、小麦（国産）、食塩。・文言等。3月下旬頃
◎ジェルニック
　ナチュール モイストケアソープ 100g（商品コード170760）〈直送〉
製造工場変更に伴い表示成分の一部が変更になります。
・表示成分：旧）DPG、ミリスチン酸、グリセリン、水、パルミチン酸Na、スクロース、ステア
リン酸Na、水酸化Na、ソルビトール、加水分解ヒアルロン酸、アルガニアスピノサ核油、
ヨーグルト液（牛乳）、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、水酸化K、BG、エチドロン酸4Na、
加水分解水添デンプン、グリコシルトレハロース→新）DPG、ミリスチン酸、水、スクロー
ス、ソルビトール、ステアリン酸、パルミチン酸Na、グリセリン、水酸化Na、加水分解ヒア
ルロン酸、アルガニアスピノサ核油、ヨーグルト液（牛乳）、ハチミツ、グリチルリチン酸
2K、水酸化K、BG、グリセリルグルコシド、エチドロン酸4Na、加水分解水添デンプン、
グリコシルトレハロース
　コレカラ ミネラルソープ 80g（商品コード170781）〈直送〉
製造工場変更に伴い表示成分の一部が変更になります。
・表示成分：旧）DPG、ミリスチン酸、グリセリン、パルミチン酸Na、水、スクロース、ステア
リン酸Na、水酸化Na、カミツレ水、テマリカタヒバエキス、ダマスクバラ胎座培養エキ
ス、バオバブ種子油、ブドウ種子油、海シルト、エーデルワイスエキス、シャクヤク根エキ
ス、ホップ花エキス、サトザクラ花エキス、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液、水酸化K、
BG、エチドロン酸4Na→新）DPG、ミリスチン酸、水、スクロース、ソルビトール、パルミチ
ン酸、ステアリン酸、グリセリン、水酸化Na、カミツレ水、テマリカタヒバエキス、ダマスクバ
ラ胎座培養エキス、バオバブ種子油、ブドウ種子油、海シルト、エーデルワイス花／葉
エキス、シャクヤク根エキス、ホップエキス、サトザクラ花エキス、乳酸桿菌／ダイコン根
発酵液、ジグリセリン、グリセルグルコシド、水酸化K、BG、エチドロン酸4Na

賞味期間変更
◎西田精麦 九州大麦グラノーラ プレーン 200g（商品コード122036）

九州大麦グラノーラ 九州さつまいも 180g（商品コード122037）
九州大麦グラノーラ 黒豆きなこ 180g（商品コード122038）
国産大麦グラノーラ 500g（商品コード122046）〈直送〉

保存試験の結果賞味期間が延長になります。賞味期間：旧）各180日→新）各240日  
4月以降順次

出荷業務停止
◎HプラスBライフサイエンス 全商品〈直送〉
3月30日付での株式会社ハーバー研究所との合併に伴い決算棚卸し及び基幹シス
テム連携作業を行うため、期間の出荷業務が停止になります。出荷停止期間：3月26
日～4月5日

再開のお知らせ
◎バイオフーズジャパン 有機カレー粉 30g（商品コード110976）
欠品しておりましたが、入荷しました。

欠品のお知らせ
◎創健社カメリナオイル 170g（商品コード100237）
原材料の入荷が滞っており、欠品しております。次回入荷は未定です。
◎リブインコンフォート
　HERB BREWER クレンズ 4g（商品コード080753）〈直送〉
　HERB BREWER フォーウーマン 4g（商品コード080749）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。

終売のお知らせ
◎アルプス 信州巨峰ジュース 160g（商品コード090576）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎ボーソー油脂 A-1ソフトマーガリン 225g（商品コード101331）（冷蔵）
8月の最終製造をもってメーカーにて終売になります。
◎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）
メーカーにて終売になりました。
◎エコワン
　おでかけうるるんハイソックスタイプ（商品コード183164）〈直送〉
　つまずき対策靴下婦人グレー 22cm～25cm（商品コード182272）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎E-es-E
　コキーユ リプロ 80g（商品コード182342）〈直送〉
　コキーユ リプロ 7g（商品コード190068）〈直送〉
　におクリンマスク ウィルス対策付 3枚ノーマル（商品コード182345）〈直送〉
　におクリンマスク ウィルス対策付 3枚スリム（商品コード182346）〈直送〉
　サレド おためしセット（ノーマル・レギュラー） グリーン（商品コード182350）〈直送〉
　魚焼き倶楽部 特別セット 600g×31（商品コード182360）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC グリーン（商品コード190634）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC ピンク（商品コード190635）〈直送〉
　ちょこっとオアシスプラスC 交換フィルター ピンク（商品コード190637）〈直送〉
　ちょこっとオアシス いちりんタイプ ピンク（商品コード190638）〈直送〉
　ちょこっとオアシス いちりんタイプ ラピスブルー（商品コード190639）〈直送〉
　ミスティフラワー イエロー（商品コード190640）〈直送〉
　ミスティフラワー ピンク（商品コード190641）〈直送〉
　ミスティフラワー 交換フィルター イエロー（商品コード190642）〈直送〉
　ミスティフラワー 交換フィルター ピンク（商品コード190643）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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お休みさせていただきます。
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植物素材のデミグラス風ソース
（フレークタイプ）リニューアル

“Plant-Based（植物素材100％）・
国産小麦の小麦粉使用”

ご好評をいただいております当社「植物素材のデミグラス風ソース（フレークタイプ）」につきまして、従来のおいしさを
そのままに、一部原材料の配合の見直しを行い、よりお使いいただきやすく変更をさせていただきます。また、袋デザ
インもより商品特長がお客様に伝わるよう変更すると共に、袋の材質をアルミ蒸着タイプに変更し、より高級感のある
パッケージに変更をさせていただきます。

〈従来商品〉※在庫がなくなり次第終売となります。

こだわり①　※Plant-Based（植物素材100％）
動物性原料を使用せず、植物素材100％で仕上げています。
直火焙煎した国産小麦の小麦粉に、8種類の野菜のうま味と
こだわりの国内産赤ワインを合わせています。植物性素材の
みとは思えない深い味わいとコクをお楽しみいただけます。

こだわり②　広がる料理のレパートリー
ハヤシライス、シチュー、煮込み料理、ハンバーグ＆パスタソー
スなど幅広くお使いいただけます。

こだわり③　より安心してお召し上がりいただくために
当社ハヤシライスルウと比べて脂質を35％カットしています。

～※「Plant-Based（プラントベース）」とは？～
創健社は植物由来の原料をベースにした食生活を提
案します。
人にも、地球環境にとってもやさしい、「植物素材
100％」の食べものを通して、私たちは毎日の食卓が
よりおいしく、より豊かになるよう目指して行きたい
と考えています。
植物由来のものを食べ
ること（Plant Based 
Diet）を取り入れた、自
然で健康的な食生活を
はじめてみませんか。

植物素材の
デミグラス風ソース
（フレークタイプ）
商品コード：111145
税込価格：432円
（税抜価格：400円）
内容量：120g
入数：40（10×4）
賞味期間：240日

【原材料】小麦粉（小麦（国産））、
植物油脂（有機べに花油、パーム
油）、粉末野菜（トマトパウダー、オ
ニオンパウダー、ガーリックパウ
ダー、セロリパウダー）、砂糖、食
塩、酵母エキス、りんご果汁、粉末
醤油、赤ワイン、野菜ペースト、麦
芽エキス、ブラックペッパー、ココ
アパウダー、（一部に小麦・大豆・
りんごを含む）

【原材料】有機緑茶（京都）

＊写真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。

植物素材の
デミグラス風ソース
（フレークタイプ）
商品コード：111129
税込価格：432円
（税抜価格：400円）
内容量：120g
入数：40（10×4）
賞味期間：240日

1980年より有機栽培で宇治茶を生産・製造しています。

創業 明治4年

有機栽培茶 2021年5月21日㈮までご予約承り中!

2021年6月上旬より随時
※天候により予定日から前後する場合がございます。

商品コード：080459　内容量：110g
税込価格：1,437円（税抜価格：1,330円）

南山城村・童仙房南山城村・童仙房京都－京都 宇治－ 有機栽培茶

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。

今だけ
10％増量！

童仙房茶舗が2021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。この時期だけの予約限定品です。

童仙房 新茶 有機上煎茶 
京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞
京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞

商品の
お届け

童仙房茶舗の美味し
い煎茶の淹れ方を解
説した動画をご覧い
ただけます。

901735 0212604

901735 0212604
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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 8 号

※税込価格は、1円未満の端数は切り上げております。
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