
【原材料】野菜（玉ねぎ、エ
リンギ、人参）、豆乳（大豆
（国産））、とうもろこし
ペースト（とうもろこし（ア
メリカ））、べに花油、練りご
ま、食塩、小麦粉、砂糖、野
菜エキス、りんご酢、黒こ
しょう

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 北海道産 有機栽培 あずき 250g（商品コード130393）
長らくの間収穫減による欠品でご迷惑をおかけしておりましたが、昨年度産品の確保
が可能となり、販売を再開いたしました。また、再開分より価格が変更になりました。　
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）886円（820円）　変更済
◎創健社 キャノーラ&べに花一番 1500g（商品コード100225）
主原料である植物油の原料穀物主産地の天候不順による生産量の減少と、世界的
な需要拡大により高騰しているため価格が変更になります。
税込価格（税抜価格）：旧）1,296円（1,200円）→新）1,383円（1,280円） 11月1日より
◎ヴォークス・トレーディング
　有機JASブラックペッパーパウダー 500g（商品コード250214）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,240円（3,000円）→新）3,132円（2,900円）
　オーガニック ブラックペッパー コースカット 500g（商品コード250375）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,240円（3,000円）→新）3,456円（3,200円）
原料価格、為替及び物流費等の変動により価格が変更になります。9月1日より
◎富士食品 とうがらしのふりかけ 30g（商品コード120270）
原料の値上げに伴い価格が変更になります。9月1日より
税込価格（税抜価格）：旧）260円（240円）→新）275円（254円）

価格・パッケージ変更
◎古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅 5枚（商品コード161722）
パッケージが変更になり、それに伴い価格が変更になります。変更済
税込価格（税抜価格）：旧）381円（352円）→新）371円（343円）

パッケージデザイン等変更
◎純正食品マルシマ 生姜でごはん 70g（商品コード260167）
パッケージデザインを一新し、ビンの形状、キャップが変更になります。
・天面ラベル貼り付け。・キャップ：旧）スクリューキャップ→新）ツイストキャップ。・商品サ
　イズ（mm）：旧）60×60×78→新）57×57×74。10月～11月頃
◎純正食品マルシマ 焼きだし 120g（5g×24）（商品コード260059）〈直送〉
パッケージが変更になります。それに伴いまして商品コード、JANコードが変更になります。
・商品コード：旧）260059→新）260049、JANコード：旧）4906657211805→新）
4906657218552、・プラントベースシール貼付、・包装形態：旧）シュリンク包装→新）
シュリンク無し、留めシール貼り 、・箱形状：旧）キャラメル箱→新）ワンタッチ箱。変更済
◎麻布タカノ オーガニックコーヒー
　メロウブレンド 中煎り 180g（商品コード080340）〈直送〉
　プレミアムブレンド 中深煎り 180g（商品コード080341）
　コーヒークラシックブレンド 深煎り 180g（商品コード080342）〈直送〉
包材のデザインが変更になります。
また、メロウブレンドのみ表記が【中煎り】から【中浅煎り】に変更になりますが、焙煎度
合いに変更はありません。9月中旬頃
◎太田油脂 えごまオイル 180g（商品コード100185）〈直送〉
店頭でのプロモーション活動として商品にPOPシールが貼付されます。9月メーカー出
荷分より

表示変更
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　サクサクのドライワッフル 5枚（商品コード161511）
新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、表示の一部が変更になります。
10月下旬以降
◎チョーコー醤油
　鶏だしコク鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110527）〈直送〉
原料原産地表示に対応した表示に変更になります。変更済

表示・パッケージ材質変更
◎太陽油脂 パックス こどもジェルはみがき 50g（商品コード190194）〈直送〉
表示の統一化により箱の表示が一部変更になりました。また、持続可能な森林資源の
利用を目指すため、FSC認証紙の箱に変更になります。12月頃

ダンボールサイズ変更
◎太陽食品 国産はとむぎほうじ粒 250g（商品コード130146）
ダンボールケースサイズが変更になります。
ダンボールサイズ(mm)：旧）430×350×235→新）450×345×310　8月17日メーカー出
荷分より

キャップ変更
◎チョーコー醤油
　実生ゆずかけぽん 210ml（商品コード110500）
　有機醤油こいくち 密封ボトル 210ml（商品コード110515）
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 210ml（商品コード119949）〈直送〉
キャップ改良の為キャップの一部が変更になります。
・キャップの鍔が広くなり溝を設けることで開けやすくなりました。・キャップ本体と蓋の
間に溝を設け蓋を閉める際の液跳ねを防止できるようになりました。9月製造分より

入数変更
◎西田精麦 そのままたべられる
　バーリーマックスフレーク 200g（商品コード122047）〈直送〉
ケース入数が変更になります。
入数：旧）6→新）8　9月メーカー出荷分より
◎味千汐路
　やわらかごちそう 中華丼 100g（商品コード121791）
　やわらかごちそう 酢鶏 100g（商品コード121792）
　やわらかごちそう 肉じゃが 100g（商品コード121793）
　やわらかごちそう 豚汁 120g（商品コード121794）
　やわらかごちそう 筑前煮 100g（商品コード121795）
　やわらかごちそう 五目煮 100g（商品コード121796）
　やわらかごちそう がんもの含め煮 100g（商品コード121797）
　やわらかごちそう 煮込みハンバーグ 120g（商品コード121798
入数が変更になります。入数：旧）48→新）72　9月21日メーカー出荷分より

休止のお知らせ
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）（春夏限定）
◎アルプス
　旬摘 信州ぶどうナイアガラ（ジュース） 160g（商品コード090282）（春夏限定）
　旬摘 信州ぶどうコンコード（ジュース） 160g（商品コード090283）（春夏限定）
　旬摘 信州りんご（ジュース） 160g（商品コード090577）（春夏限定）
　旬摘 信州もも（ジュース） 160g（商品コード090284）（春夏限定）
　旬摘 完熟オレンジ（ジュース） 160g（商品コード090579）（春夏限定）
◎グリンリーフ
　ところてん 160g（商品コード120998）（春夏限定）
　ところてん ごまだれ 160g（商品コード120999）（春夏限定）
　ところてん 三杯酢 160g（商品コード121000）（春夏限定）
◎チョーコー醤油
　えびつゆ 400ml（商品コード110472）（春夏限定）
　かつおつゆ 400ml（商品コード110473）（春夏限定）
　飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）（春夏限定）
　一本釣り鰹つゆ 300ml（商品コード111013）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ さっぱりゆず サラダ風 30g×3袋（商品コード119061）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ こってりしょうゆ 焼きあご風味 30g×3袋（商品コード119062）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ 本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風 30g×3袋（商品コード119964）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ 濃厚ごまだれかつおだし 30g×3袋（商品コード119968）（春夏限定）
◎パンドラファームグループ
　南高黄熟蜜梅 710ml（商品コード090555）（春夏限定）
　青梅ゼリー 80g（商品コード161240）（春夏限定）
　青梅ゼリー 80g×4（商品コード161241）（春夏限定）
　梅チュッチュ 90ml×5（商品コード161242）（春夏限定）
◎マルヤス食品
　トコゼリー 甘夏 130g（商品コード160187）（春夏限定）
　苺の杏仁どうふ 105g（商品コード161178）（春夏限定）
　あま酒ジュレ 105g（商品コード161229）（春夏限定）
◎小川屋 一本気そうめん 50g×5（商品コード140140）（春夏限定）
◎神戸グレインミルズ
　黒糖わらび餅 60g×3（商品コード160119）（春夏限定）
　昔わらび餅 180g（商品コード160339）（春夏限定）
◎太田油脂
　ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）（春夏限定）
　ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）（春夏限定）
　ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）（春夏限定）
◎長野興農
　ふるさとのパインアップルジュース 160g（商品コード090518）（春夏限定）
◎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 
　バズオフルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）
現在庫なくなり次第今季休止になります。

再開のお知らせ
◎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により製造を一時休止しておりましたが、今年度産の北海
道産馬鈴薯の収穫が始まりましたので、再開しました。
◎マルヤス食品 珈琲ゼリー 105g（商品コード161027）
メーカーにて再開しました。

欠品のお知らせ
◎アスプルンド Foodle Noodle 白米ヌードル 220g（商品コード140333）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
メーカーにて欠品になりました。現在庫無くなり次第欠品になります。次回入荷予定は
9月上旬頃の予定です。

終売のお知らせ
◎西田精麦 九州大麦グラノーラ 九州さつまいも 180g（商品コード122037）
メーカーにて終売になりました。現在庫無くなり終売になります。
◎古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅 5枚（商品コード161722）
原料の確保等諸般の事情により安定供給が困難となり、12月末のメーカー受注分を
もって終売になります。
◎太田油脂 スマイル 大袋Ca&鉄入り
　ナチュうま棒のりしお味 5g×20（商品コード162184）〈直送〉
◎宮原タオル ペルピューズ大判バスタオル（商品コード180241）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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植物素材のソースシリーズ “Plant-Based（植物素材100％）・
コレステロールゼロ”新発売

かんたんナチュラルなパスタソースとハヤシライス風ソースを新発売いたします。
パスタソースは「カルボナーラ風」と、アメリカ・メキシコなどで食される、豆とひき肉をトマトで煮込んだ少しピリ辛の
料理、チリコンカンをイメージした「チリコンカン風」の2種類です。ハヤシライス風ソースはトマトのうまみをお楽しみ
いただける本格派の味わいです。

おすすめ①　Plant-Based（植物素材100％）
いずれも動物性原料を使用せず、植物素材100％で仕上げています。
チリコンカン風パスタソースとハヤシライス風ソースはお肉の代わりに国産大豆を圧搾し、油を搾って作った「大豆ミー
ト」を使用（チリコンカン風パスタソースは大豆ミートをひき肉のようなミンチ状にしたもの、ハヤシライス風ソースは薄切
り肉のようなスライス状にしたものを使用しています）。カルボナーラ風はパンチェッタ（生ベーコン）の代わりに国産エリ
ンギを使用しています。

おすすめ②　コレステロールゼロ
いずれもコレステロールゼロで、トランス脂肪酸も含まれておりません。

おすすめ③　各品の特長

植物素材の
カルボナーラ風
パスタソース
（レトルト）
商品コード：122307
税込価格：530円
（税抜価格：490円）
内容量：150g
入数：10
賞味期間：1年半

○カルボナーラ風パスタソース
国産大豆の豆乳をベースにコーンの甘みとねりごまの
コクを加えクリーミーに仕上げました。アクセントに黒こ
しょうを効かせています。

○チリコンカン風パスタソース
3種類の豆（ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆）を
トマトと一緒にスパイシーに煮込みました。

【原材料】ゆでミックスビー
ンズ（ひよこ豆、マロー
ファットピース、赤いんげ
ん豆、食塩）（国内製造）、ト
マトピューレー、トマトペー
スト、野菜（人参、玉ねぎ）、
ワイン、べに花油、ウスター
ソース、粒状大豆たんぱく
（大豆：分別生産流通管理
済み）、野菜エキス、小麦
粉、食塩、砂糖、香辛料、に
んにくペースト、カレー粉

植物素材の
チリコンカン風
パスタソース
（レトルト）
商品コード：122308
税込価格：530円
（税抜価格：490円）
内容量：150g
入数：10
賞味期間：1年半
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植物素材のソースシリーズ “Plant-Based（植物素材100％）・
コレステロールゼロ”新発売

【原材料】小麦粉（国内製造）、含み
つ糖（奄美）、小麦たん白（オースト
ラリア他海外）、ひよこ豆（カナダ、
アメリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻
油（ナイジェリア他海外）、小麦ファ
イバー（ドイツ）、アーモンドミルク
（アメリカ）、食塩（国内産）

新商品のご案内②

【原材料】水飴（甘藷（国産））、砂糖、ゼラチン、還元パラチノース、濃縮果汁（りんご、ぶ
どう、みかん）、植物油/酸味料（クエン酸）、サンゴカルシウム、香料、増粘剤（ペクチン）

－ 
とも り

友利 
あらた

新  －
沖縄県宮古島出身。株式会社
メディスキン代表。妻として、
母親としての視点からも、美容
と健康維持を追求し、常に美し
く生きる為の啓蒙活動を雑誌・
TV・SNSなどで展開中。

くせになるこだわりのグミ
“国産果実の果汁使用・

カルシウム入り”新発売

「くせになるこだわりのオイル＆コーンシチュー」に次ぐ、株式会社メディスキン代表 友利新（ともり あらた）さんとの
コラボ商品にグミキャンディーが加わります。
同社商品（食品）は、友利さんの専門家としての視点から全ての方に「食を通して、安心と健康を届けたい」とのコ
ンセプトで開発されています。

こだわり①　国産果実の果汁
国産果実（りんご・ぶどう・みかん）の果汁を使用し、りんご味・ぶどう味・みかん味
のグミにしています。グミはイルカ・ペンギン・星・ドーム型の4種類が入っています。

こだわり②　カルシウム
サンゴカルシウムを配合しています。1粒当たり5ｍｇのカルシウムを含みます。

くせになるこだわりのグミ
商品コード：161777
税込価格：378円（税抜価格：350円）　内容量：15粒
入数：20　発注単位：5　賞味期間：10ヵ月

【原材料】野菜（エリンギ、玉ねぎ）（国産）、トマトペースト、板状大豆たんぱく（大豆：分別生産流通管
理済み）、豆乳（大豆：分別生産流通管理済み）、小麦粉、べに花油、砂糖、ワイン、ウスターソース、ト
マトケチャップ、野菜エキス、味噌、醤油、食塩、麦芽エキス

植物素材のハヤシライス風ソース（レトルト）
商品コード：122309
税込価格：530円（税抜価格：490円）
内容量：150g　入数：10　賞味期間：1年半

○ハヤシライス風ソース
•エリンギと玉ねぎを赤ワインで煮込み深い味わいを、隠し味に使用
した味噌や醤油でコクや風味をアップ、濃厚なトマトのうまみと豆乳
のまろやかさをお楽しみいただけるハヤシライス風ソースです。お
子様から大人の方までご満足頂ける味に仕上げました。
•国産大豆から作った大豆ミートをスライス状にし、まるで薄切り肉の
ような食感を作りました。
•化学調味料、増粘剤、香料、着色料は使用していません。

世界初のヴィーガン対応の防災パンです。“非常食とは思え
ない美味しさ”で、食品添加物も使用せず、安心して召し上
がって頂ける長期保存（5年）の備蓄食です。

┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 月2回予約注文品（専用注文書をご利用ください） ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
プレーン

商品コード：161980
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

パン本来の味
と食感を追求
したシンプル
な奥深い味わ
いの飽きのこ
ない王道のア
イテムです。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき（北
海道）、含みつ糖（奄美）、小麦たん白
（オーストラリア他海外）、ひよこ豆（カナ
ダ、アメリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻
油（ナイジェリア他海外）、小麦ファイ
バー（ドイツ）、抹茶（京都宇治）、クロレ
ラ（筑後）、アーモンドミルク（アメリカ）、
食塩／小麦粉調整品

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
抹茶クロレラ＆あずき

商品コード：161981　
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

京都宇治産の抹茶
の苦味とビタミンB12
を豊富に含んだ筑
後産クロレラを絶妙
に配合し、かのこあ
ずきのしっとり甘い食
感で日本的な味わい
を表現しました。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、黒糖（国内
産）、焦がしアーモンド（アメリカ）、レー
ズン（オーストラリア）、小麦たん白（オー
ストラリア他海外）、ひよこ豆（カナダ、ア
メリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻油（ナ
イジェリア他海外）、小麦ファイバー（ド
イツ）、アーモンドミルク（アメリカ）、食
塩（国内産）

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
黒糖レーズン＆焦がしアーモンド

商品コード：161982
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

黒糖の濃密な甘味
と酸味のあるレー
ズンを配合し、焦が
しアーモンドを加え
ることによって多彩
な食感を楽しめる
ものになりました。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖
（奄美）、トマト、小麦たん白（オーストラリ
ア他海外）、ひよこ豆（カナダ、アメリカ）、
カレー粉、パン酵母（国内産）、野菜パウ
ダー（パンプキン、れんこん、ごぼう、キャ
ロット、ビーツ）、胡麻油（ナイジェリア他海
外）、小麦ファイバー（ドイツ）、アーモンド
ミルク（アメリカ）、食塩／小麦粉調整品

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
スパイスカレー＆完熟トマト

商品コード：161983
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

スパイス香るカレー
パウダーに完熟ト
マトのほのかな甘
味と酸味を演出す
るドライカレー仕立
てのパンです。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき（北海道
産）、含みつ糖（素焚糖）、小麦たん白、ひよこ
豆、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、抹茶
（京都宇治産）、クロレラ（筑後産）、アーモン
ドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
抹茶クロレラ＆あずき（特注）

商品コード：161984
税込価格：238円（税抜価格：220円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

京都宇治産の抹茶の苦味とビタミンB12を豊富に含んだ筑後産クロ
レラを絶妙に配合し、かのこあずきのしっとり甘い
食感で日本的な味わいを表現しました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、小麦たんぱく、ひよ
こ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモ
ンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン（特注）

商品コード：161985　税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

シンプルな味わいのプレーンパンで、小麦の素朴な味と香りを
十分に楽しめる王道アイテムとなっています。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき、含みつ糖、小麦たんぱ
く、ひよこ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、小麦ファイ
バー、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン＆あずき（特注）

商品コード：161986　税込価格：216円（税抜価格：200円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

プレーン生地に北海道産かのこあずきを配合して、ほんのり
小麦の香りに甘い煮小豆が相まってなんとも素敵なマッチン
グのパンになりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、黒糖、焦がし
アーモンド、レーズン、小麦たん白、ひよこ豆、
パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモン
ドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン 
黒糖レーズン＆焦がしアーモンド（特注）

商品コード：161988
税込価格：238円（税抜価格：220円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

黒糖の濃密な甘味と酸味のあるレーズンを配
合し、焦がしアーモンドを加えることによって多
彩な食感を楽しめるものになりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、トマ
ト（カナダ産）、小麦たんぱく、ひよこ豆（カナ
ダ産）、カレー粉、パン酵母、野菜パウダー（パ
ンプキン、れんこん、ごぼう、キャロット、ビー
ツ）、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミル
ク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
スパイスカレー＆完熟トマト（特注）

商品コード：161989
税込価格：270円（税抜価格：250円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

スパイス香るカレーパウダーに完熟トマトのほ
のかな甘味と酸味を演出するドライカレー仕
立てのパンとなりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、小麦たん白、ひよこ
豆、パン酵母/胡麻油、小麦ファイバー、クロレラ末（筑後
産）、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
筑後産クロレラ（特注）

商品コード：161990　税込価格：292円（税抜価格：270円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

栄養も豊富で、食物繊維も多く、ビタミンB12を豊富に含んだ
世界最高品質の筑後産クロレラを配合したユニークな健康
志向のパンです。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、くるみ（アメリカ産）、含みつ
糖、小麦たんぱく、ひよこ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、
小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン＆くるみ（特注）

商品コード：161987　税込価格：216円（税抜価格：200円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

くるみは栄養の宝庫です。素朴な味のプレーン生地の中で、
くるみの香ばしい味がいっそう引き立ちます。

予約品

901735 0244074

901735 0243914
560475 1205364 560475 1205054 560475 1205294

560475 1207104

560475 1207344

560475 1207414

560475 1207584

560475 1207034

560475 1207274

560475 1207654

560475 1205124
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ジロロモーニ RECIPE ペンネ
ホタテとパプリカのアラビアータソース ペンネ
【材料】（1人分）
ホタテ貝柱･･････････････････････････２個
エシャロット ･･････ 20g（1個）玉ねぎでも可
パプリカ ･･･････････････････80g（1/2個）
ジロロモーニ パスタソース 
アラビアータ ････････････････････ 大さじ４
イタリアンパセリ･････････････････････1枚
オリーブオイル ･････････････････････ 適量
白ワイン････････････････････････ 大さじ２
塩 ････････････････････････････････ 少々

ペンネ･････････････････････････････30g
お湯････････････････････････････ 500ｍｌ
塩 ･････････････････････････････････ 4g

【作り方】
①ホタテを塩水で洗い、水気を取っておく。
②エシャロットをスライス。パプリカをスラ
イスする。
③フライパンにオリーブオイルとエシャロッ
トを入れ弱火で炒める。
④火を中火にし、ホタテ、パプリカを③に入
れ炒め、ホタテが少し白っぽく色づいてき
たら、白ワインを入れ強火にしてアルコー
ルをとばし、アラビアータソースを加え火
を止める。
⑤ペンネを８分茹でる。
⑥中火で温めたソースにパスタを入れ、塩
で調味する。
　皿に盛り付け、イタリアンパセリを飾る。

さつま芋と栗、豆、全粒粉ペンネのスープ仕立て
【材料】（1人分）
全粒粉ペンネ･･･････ 20ｇ
お湯･････････････500ml
塩 ･･････････････････4ｇ
さつま芋･･･････････ 50ｇ

下茹で1センチ角
栗 ･････････････････ 2個

下茹で
ひよこ豆･･･････････ 30ｇ

茹でたもの
レンズマメ ･････････ 30ｇ

茹でたもの
玉ねぎ･････････････ 30ｇ

1センチ角

にんにく ････････････ 1片
潰す

ヴァージン
オリーブオイル ･･･大さじ１
水 ･･････････････200ml
塩 ･････････････････適量
黒胡椒 ･････････････適量
ローズマリー ････････少々
ローリエ ････････････少々
イタリアンパセリ･･･１/2枝

【作り方】
①ペンネを8分ほど茹でる。
②フライパンにオリーブオ
イル、玉ネギ、にんにくを
入れ中火にかける。
③にんにくが色づいたら、
豆、水、ローリエ、ローズマ
リーを入れ、約3分煮る。
④③にペンネと栗、さつまい
もを加え塩と黒胡椒で調
味し、お皿に盛り、イタリ
アンパセリをかける。

ジロロモーニ
デュラム小麦 有機ペンネ
商品コード：140651
税込価格：291円（税抜価格：269円）　内容量：250g

ジロロモーニ
全粒粉デュラム小麦 有機ペンネ
商品コード：140650
税込価格：291円（税抜価格：269円）　内容量：250g

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
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）

ジロロモーニ
有機パスタソース 
アラビアータ
商品コード：129906
税込価格：638円
（税抜価格：590円）
内容量：300g

こちらからレシピ動画をご覧いただけます
https://youtu.be/k1uFfvsmXOM

こちらからレシピ動画をご覧いただけます
https://youtu.be/w0zDcmXUnWk

【原材料】有機ココナッツオイル（フィリピン）

新商品のご案内①

ココウェル 有機ココナッツMCTオイル

商品コード：100407
税込価格：2,592円（税抜価格：2,400円）
内容量：280g　入数：12
賞味期間：720日

消化吸収が早く、エネルギーになりやす
いMCT（中鎖脂肪酸）を約95%含有。
有機ココナッツオイルを100%使用し、化
学成分は一切使わない“非加熱”自然
製法で製造。

【原材料】有機ココナッツオイル（フィリピン）

ココウェル 有機エキストラバージン
ココナッツオイル

商品コード：100408
税込価格：1,080円
（税抜価格：1,000円）
内容量：100g
入数：12
賞味期間：720日

フィリピン産有機ココ
ナッツオイル100％

【原材料】有機ココナッツ（フィリピン）

ココウェル 有機ココナッツファイバー

商品コード：130397
税込価格：1,026円（税抜価格：950円）
内容量：250g　入数：24
賞味期間：720日

オイルを圧搾した後のココナッツ果肉を粉末状にし、
乾燥させています。不溶性食物繊維が多く含まれて
おり、腸内環境を整える手助けと
なります。1日に大さじ1が摂取量
の目安です。

032891 7670308

032891 7670478

032891 7605128

032891 7605748

560201 2723244 560201 2722874 560201 2721194
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今月のおすすめ商品 お湯かけ麺
ラーメン・うどんの麺は、国内産小麦粉を使用し、かん水を使用せずに
独自の製法でコシを出しました。揚げ油には植物油を使用しています。
特製スープは化学調味料を使用せず、素材の風味を活かした深みと
コクのあるおいしさがおすすめです。
お湯かけ麺シリーズ商品は環境に配慮しカップに入れておりません。

チキンしょうゆラーメン

わかめうどん

鳥南ばん味そば

植物素材カレーうどん

コラーゲン味噌ラーメン

シーフードしおラーメン

わかめそば

特製スープは鶏だしをふんだ
んに使い醤油のおいしさと野
菜のうまみで仕上げました。

麺は丸みのある中太麺。かつ
おと昆布だしを効かせ、飽き
のこないあっさりとした味わ
い。

麺は独自の製法でコシを出し
た香り豊かな細切り麺。特製
つゆは鶏の旨みにゆずをほ
のかに効かせ、だしの風味引
き立つまろやかな味わい。

麺は丸みのある中太麺。動物
性の油脂・エキスを使用せ
ず、スパイスの香り豊かな和
風仕立て。純植物性。

特製スープは野菜の旨みとス
パイスやごまの香りが引き立
つ味噌味です。国内産ポーク
由来コラーゲンペプチド1000
mg配合。

特製スープはえび・いか・ホタ
テ・あさり・昆布等のおいしさ
に野菜のうまみを加えました。

麺は蕎麦ならではの色と香
り。コシのある細切り植物油フ
ライ麺。かつおと昆布だしを
効かせ、甘さ控えめの味わ
い。

商品コード：148033
税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：75g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148031
税込価格:200円（税抜価格：185円）
内容量：72g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148030
税込価格：195円（税抜価格：180円）
入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148032
税込価格:200円（税抜価格：185円）
内容量：81g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148035
税込価格:200円（税抜価格：185円）
内容量：75g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148034
税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：73g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

商品コード：148029
税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：72.5g　入数：20　賞味期間：5ヶ月

※写真は調理例です。

化学調味料不使用
コシのある無かん水麺

揚げ油は
植物油使用

【原材料】油揚げめん（小麦粉（国内製造）、そば粉、植物油脂（パーム油）、澱粉、
食塩）、食塩、砂糖、粉末醤油、乾燥わかめ、酵母エキス、かつお節粉末、昆布粉
末、麦芽エキス、乾燥ねぎ／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・そば・大豆
を含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（国内製造）、そば粉、植物油脂（パーム油）、澱粉、
食塩）、食塩、砂糖、粉末醤油、酵母エキス、乾燥ねぎ、デキストリン、チキンエキ
スパウダー、かつお節粉末、麦芽エキス、ゆず果皮粉末、唐辛子、ホタテエキス
パウダー、かつおエキスパウダー、チキンオイル、ごま油、昆布粉末／酸化防止
剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・そば・大豆・鶏肉、ごまを含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物
性たん白、食塩）、食塩、砂糖、粉末醤油、酵母エキス、かつおエキスパウダー、デ
キストリン、麦芽エキス、乾燥わかめ、かつお節粉末、昆布粉末、乾燥ねぎ、ごま
油／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物
性たん白、食塩）、澱粉、食塩、砂糖、酵母エキス、カレー粉、粉末醤油、オニオン
パウダー、オニオンエキスパウダー、乾燥ねぎ、昆布粉末、乾燥とうもろこし、香
辛料／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・大豆を含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産）） 、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物
性たん白、食塩）、チキンエキス、食塩、粉末醤油、砂糖、酵母エキス、デキストリ
ン、野菜粉末、野菜エキス、発酵調味料、麦芽エキス、白いりごま、ごま油、乾燥ね
ぎ、香辛料、昆布粉末／貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・
大豆・鶏肉・ごまを含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物
性たん白、食塩）、粉末味噌、食塩、白ごま、酵母エキス、香辛料、砂糖、コラーゲ
ンペプチド、オニオンパウダー、デキストリン、粉末醤油、白菜エキスパウダー、
乾燥ねぎ、麦芽エキス／貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・
大豆・ごま・豚肉を含む）

【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物
性たん白、食塩）、食塩、チキンエキス、酵母エキス、砂糖、ポークエキス、発酵調
味料、オニオンパウダー、白菜エキスパウダー、粉末醤油、乾燥わかめ、ホタテエ
キス、香辛料、えび粉末、白いりごま、アサリエキス、いか粉末、ごま油、昆布粉末
／貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・えび・いか・大豆・鶏
肉・豚肉・ごまを含む）

おいしいお召し上がり方
1.どんぶりに麺を傾かない
ように入れます。

2.添付の特製スープをどんぶりに加
え、熱湯約400ml（約２カップ）入
れ、ラップかフタをして下さい。

３.ラーメン、そばは３分、うどんは５分
たったらできあがりです。

●麺は面積の広い平らな方を
上にしてどんぶりに入れて下
さい。

※どんぶりは事前に温めてからお使
いいただくとお湯が冷めにくく、よ
り一層おいしく召し上がれます。

※味の濃さは、お
好みにより、お
湯の量で調節
してください。

スープと熱湯を加え

どんぶりに
湯を注いで3分どんぶりに

湯を注いで3分

どんぶりに
湯を注いで5分どんぶりに

湯を注いで5分

どんぶりに
湯を注いで3分どんぶりに

湯を注いで3分

どんぶりに
湯を注いで3分

901735 0214444
901735 0216594

901735 0214204 901735 0214374

901735 0224104 901735 0224274

901735 0214134
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植物素材のソースシリーズ “Plant-Based（植物素材100％）・
コレステロールゼロ”新発売

【原材料】小麦粉（国内製造）、含み
つ糖（奄美）、小麦たん白（オースト
ラリア他海外）、ひよこ豆（カナダ、
アメリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻
油（ナイジェリア他海外）、小麦ファ
イバー（ドイツ）、アーモンドミルク
（アメリカ）、食塩（国内産）

新商品のご案内②

【原材料】水飴（甘藷（国産））、砂糖、ゼラチン、還元パラチノース、濃縮果汁（りんご、ぶ
どう、みかん）、植物油/酸味料（クエン酸）、サンゴカルシウム、香料、増粘剤（ペクチン）

－ 
とも り

友利 
あらた

新  －
沖縄県宮古島出身。株式会社
メディスキン代表。妻として、
母親としての視点からも、美容
と健康維持を追求し、常に美し
く生きる為の啓蒙活動を雑誌・
TV・SNSなどで展開中。

くせになるこだわりのグミ
“国産果実の果汁使用・

カルシウム入り”新発売

「くせになるこだわりのオイル＆コーンシチュー」に次ぐ、株式会社メディスキン代表 友利新（ともり あらた）さんとの
コラボ商品にグミキャンディーが加わります。
同社商品（食品）は、友利さんの専門家としての視点から全ての方に「食を通して、安心と健康を届けたい」とのコ
ンセプトで開発されています。

こだわり①　国産果実の果汁
国産果実（りんご・ぶどう・みかん）の果汁を使用し、りんご味・ぶどう味・みかん味
のグミにしています。グミはイルカ・ペンギン・星・ドーム型の4種類が入っています。

こだわり②　カルシウム
サンゴカルシウムを配合しています。1粒当たり5ｍｇのカルシウムを含みます。

くせになるこだわりのグミ
商品コード：161777
税込価格：378円（税抜価格：350円）　内容量：15粒
入数：20　発注単位：5　賞味期間：10ヵ月

【原材料】野菜（エリンギ、玉ねぎ）（国産）、トマトペースト、板状大豆たんぱく（大豆：分別生産流通管
理済み）、豆乳（大豆：分別生産流通管理済み）、小麦粉、べに花油、砂糖、ワイン、ウスターソース、ト
マトケチャップ、野菜エキス、味噌、醤油、食塩、麦芽エキス

植物素材のハヤシライス風ソース（レトルト）
商品コード：122309
税込価格：530円（税抜価格：490円）
内容量：150g　入数：10　賞味期間：1年半

○ハヤシライス風ソース
•エリンギと玉ねぎを赤ワインで煮込み深い味わいを、隠し味に使用
した味噌や醤油でコクや風味をアップ、濃厚なトマトのうまみと豆乳
のまろやかさをお楽しみいただけるハヤシライス風ソースです。お
子様から大人の方までご満足頂ける味に仕上げました。
•国産大豆から作った大豆ミートをスライス状にし、まるで薄切り肉の
ような食感を作りました。
•化学調味料、増粘剤、香料、着色料は使用していません。

世界初のヴィーガン対応の防災パンです。“非常食とは思え
ない美味しさ”で、食品添加物も使用せず、安心して召し上
がって頂ける長期保存（5年）の備蓄食です。

┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 月2回予約注文品（専用注文書をご利用ください） ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
プレーン

商品コード：161980
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

パン本来の味
と食感を追求
したシンプル
な奥深い味わ
いの飽きのこ
ない王道のア
イテムです。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき（北
海道）、含みつ糖（奄美）、小麦たん白
（オーストラリア他海外）、ひよこ豆（カナ
ダ、アメリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻
油（ナイジェリア他海外）、小麦ファイ
バー（ドイツ）、抹茶（京都宇治）、クロレ
ラ（筑後）、アーモンドミルク（アメリカ）、
食塩／小麦粉調整品

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
抹茶クロレラ＆あずき

商品コード：161981　
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

京都宇治産の抹茶
の苦味とビタミンB12
を豊富に含んだ筑
後産クロレラを絶妙
に配合し、かのこあ
ずきのしっとり甘い食
感で日本的な味わい
を表現しました。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、黒糖（国内
産）、焦がしアーモンド（アメリカ）、レー
ズン（オーストラリア）、小麦たん白（オー
ストラリア他海外）、ひよこ豆（カナダ、ア
メリカ）、パン酵母（国内産）、胡麻油（ナ
イジェリア他海外）、小麦ファイバー（ド
イツ）、アーモンドミルク（アメリカ）、食
塩（国内産）

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
黒糖レーズン＆焦がしアーモンド

商品コード：161982
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

黒糖の濃密な甘味
と酸味のあるレー
ズンを配合し、焦が
しアーモンドを加え
ることによって多彩
な食感を楽しめる
ものになりました。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖
（奄美）、トマト、小麦たん白（オーストラリ
ア他海外）、ひよこ豆（カナダ、アメリカ）、
カレー粉、パン酵母（国内産）、野菜パウ
ダー（パンプキン、れんこん、ごぼう、キャ
ロット、ビーツ）、胡麻油（ナイジェリア他海
外）、小麦ファイバー（ドイツ）、アーモンド
ミルク（アメリカ）、食塩／小麦粉調整品

東京ファインフーズ
Ｖエイド保存パン
スパイスカレー＆完熟トマト

商品コード：161983
税込価格：627円（税抜価格：580円）
内容量：１個　入数：30
賞味期間：5年6ヶ月

スパイス香るカレー
パウダーに完熟ト
マトのほのかな甘
味と酸味を演出す
るドライカレー仕立
てのパンです。

在庫品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき（北海道
産）、含みつ糖（素焚糖）、小麦たん白、ひよこ
豆、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、抹茶
（京都宇治産）、クロレラ（筑後産）、アーモン
ドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
抹茶クロレラ＆あずき（特注）

商品コード：161984
税込価格：238円（税抜価格：220円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

京都宇治産の抹茶の苦味とビタミンB12を豊富に含んだ筑後産クロ
レラを絶妙に配合し、かのこあずきのしっとり甘い
食感で日本的な味わいを表現しました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、小麦たんぱく、ひよ
こ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモ
ンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン（特注）

商品コード：161985　税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

シンプルな味わいのプレーンパンで、小麦の素朴な味と香りを
十分に楽しめる王道アイテムとなっています。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、あずき、含みつ糖、小麦たんぱ
く、ひよこ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、小麦ファイ
バー、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン＆あずき（特注）

商品コード：161986　税込価格：216円（税抜価格：200円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

プレーン生地に北海道産かのこあずきを配合して、ほんのり
小麦の香りに甘い煮小豆が相まってなんとも素敵なマッチン
グのパンになりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、黒糖、焦がし
アーモンド、レーズン、小麦たん白、ひよこ豆、
パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモン
ドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン 
黒糖レーズン＆焦がしアーモンド（特注）

商品コード：161988
税込価格：238円（税抜価格：220円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

黒糖の濃密な甘味と酸味のあるレーズンを配
合し、焦がしアーモンドを加えることによって多
彩な食感を楽しめるものになりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、トマ
ト（カナダ産）、小麦たんぱく、ひよこ豆（カナ
ダ産）、カレー粉、パン酵母、野菜パウダー（パ
ンプキン、れんこん、ごぼう、キャロット、ビー
ツ）、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミル
ク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
スパイスカレー＆完熟トマト（特注）

商品コード：161989
税込価格：270円（税抜価格：250円）　内容量：1個
入数：60（10×6）　賞味期間：100日

スパイス香るカレーパウダーに完熟トマトのほ
のかな甘味と酸味を演出するドライカレー仕
立てのパンとなりました。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、含みつ糖、小麦たん白、ひよこ
豆、パン酵母/胡麻油、小麦ファイバー、クロレラ末（筑後
産）、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
筑後産クロレラ（特注）

商品コード：161990　税込価格：292円（税抜価格：270円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

栄養も豊富で、食物繊維も多く、ビタミンB12を豊富に含んだ
世界最高品質の筑後産クロレラを配合したユニークな健康
志向のパンです。

予約品

【原材料】小麦粉（国内製造）、くるみ（アメリカ産）、含みつ
糖、小麦たんぱく、ひよこ豆（カナダ産）、パン酵母、胡麻油、
小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

東京ファインフーズ Ｖエイドデイリーパン
プレーン＆くるみ（特注）

商品コード：161987　税込価格：216円（税抜価格：200円）
内容量：１個　入数：60（10×6）　賞味期間：100日

くるみは栄養の宝庫です。素朴な味のプレーン生地の中で、
くるみの香ばしい味がいっそう引き立ちます。

予約品

901735 0244074

901735 0243914
560475 1205364 560475 1205054 560475 1205294

560475 1207104

560475 1207344

560475 1207414

560475 1207584

560475 1207034

560475 1207274

560475 1207654

560475 1205124
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【原材料】野菜（玉ねぎ、エ
リンギ、人参）、豆乳（大豆
（国産））、とうもろこし
ペースト（とうもろこし（ア
メリカ））、べに花油、練りご
ま、食塩、小麦粉、砂糖、野
菜エキス、りんご酢、黒こ
しょう

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 北海道産 有機栽培 あずき 250g（商品コード130393）
長らくの間収穫減による欠品でご迷惑をおかけしておりましたが、昨年度産品の確保
が可能となり、販売を再開いたしました。また、再開分より価格が変更になりました。　
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）886円（820円）　変更済
◎創健社 キャノーラ&べに花一番 1500g（商品コード100225）
主原料である植物油の原料穀物主産地の天候不順による生産量の減少と、世界的
な需要拡大により高騰しているため価格が変更になります。
税込価格（税抜価格）：旧）1,296円（1,200円）→新）1,383円（1,280円） 11月1日より
◎ヴォークス・トレーディング
　有機JASブラックペッパーパウダー 500g（商品コード250214）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,240円（3,000円）→新）3,132円（2,900円）
　オーガニック ブラックペッパー コースカット 500g（商品コード250375）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,240円（3,000円）→新）3,456円（3,200円）
原料価格、為替及び物流費等の変動により価格が変更になります。9月1日より
◎富士食品 とうがらしのふりかけ 30g（商品コード120270）
原料の値上げに伴い価格が変更になります。9月1日より
税込価格（税抜価格）：旧）260円（240円）→新）275円（254円）

価格・パッケージ変更
◎古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅 5枚（商品コード161722）
パッケージが変更になり、それに伴い価格が変更になります。変更済
税込価格（税抜価格）：旧）381円（352円）→新）371円（343円）

パッケージデザイン等変更
◎純正食品マルシマ 生姜でごはん 70g（商品コード260167）
パッケージデザインを一新し、ビンの形状、キャップが変更になります。
・天面ラベル貼り付け。・キャップ：旧）スクリューキャップ→新）ツイストキャップ。・商品サ
　イズ（mm）：旧）60×60×78→新）57×57×74。10月～11月頃
◎純正食品マルシマ 焼きだし 120g（5g×24）（商品コード260059）〈直送〉
パッケージが変更になります。それに伴いまして商品コード、JANコードが変更になります。
・商品コード：旧）260059→新）260049、JANコード：旧）4906657211805→新）
4906657218552、・プラントベースシール貼付、・包装形態：旧）シュリンク包装→新）
シュリンク無し、留めシール貼り 、・箱形状：旧）キャラメル箱→新）ワンタッチ箱。変更済
◎麻布タカノ オーガニックコーヒー
　メロウブレンド 中煎り 180g（商品コード080340）〈直送〉
　プレミアムブレンド 中深煎り 180g（商品コード080341）
　コーヒークラシックブレンド 深煎り 180g（商品コード080342）〈直送〉
包材のデザインが変更になります。
また、メロウブレンドのみ表記が【中煎り】から【中浅煎り】に変更になりますが、焙煎度
合いに変更はありません。9月中旬頃
◎太田油脂 えごまオイル 180g（商品コード100185）〈直送〉
店頭でのプロモーション活動として商品にPOPシールが貼付されます。9月メーカー出
荷分より

表示変更
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　サクサクのドライワッフル 5枚（商品コード161511）
新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、表示の一部が変更になります。
10月下旬以降
◎チョーコー醤油
　鶏だしコク鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード110527）〈直送〉
原料原産地表示に対応した表示に変更になります。変更済

表示・パッケージ材質変更
◎太陽油脂 パックス こどもジェルはみがき 50g（商品コード190194）〈直送〉
表示の統一化により箱の表示が一部変更になりました。また、持続可能な森林資源の
利用を目指すため、FSC認証紙の箱に変更になります。12月頃

ダンボールサイズ変更
◎太陽食品 国産はとむぎほうじ粒 250g（商品コード130146）
ダンボールケースサイズが変更になります。
ダンボールサイズ(mm)：旧）430×350×235→新）450×345×310　8月17日メーカー出
荷分より

キャップ変更
◎チョーコー醤油
　実生ゆずかけぽん 210ml（商品コード110500）
　有機醤油こいくち 密封ボトル 210ml（商品コード110515）
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 210ml（商品コード119949）〈直送〉
キャップ改良の為キャップの一部が変更になります。
・キャップの鍔が広くなり溝を設けることで開けやすくなりました。・キャップ本体と蓋の
間に溝を設け蓋を閉める際の液跳ねを防止できるようになりました。9月製造分より

入数変更
◎西田精麦 そのままたべられる
　バーリーマックスフレーク 200g（商品コード122047）〈直送〉
ケース入数が変更になります。
入数：旧）6→新）8　9月メーカー出荷分より
◎味千汐路
　やわらかごちそう 中華丼 100g（商品コード121791）
　やわらかごちそう 酢鶏 100g（商品コード121792）
　やわらかごちそう 肉じゃが 100g（商品コード121793）
　やわらかごちそう 豚汁 120g（商品コード121794）
　やわらかごちそう 筑前煮 100g（商品コード121795）
　やわらかごちそう 五目煮 100g（商品コード121796）
　やわらかごちそう がんもの含め煮 100g（商品コード121797）
　やわらかごちそう 煮込みハンバーグ 120g（商品コード121798
入数が変更になります。入数：旧）48→新）72　9月21日メーカー出荷分より

休止のお知らせ
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）（春夏限定）
◎アルプス
　旬摘 信州ぶどうナイアガラ（ジュース） 160g（商品コード090282）（春夏限定）
　旬摘 信州ぶどうコンコード（ジュース） 160g（商品コード090283）（春夏限定）
　旬摘 信州りんご（ジュース） 160g（商品コード090577）（春夏限定）
　旬摘 信州もも（ジュース） 160g（商品コード090284）（春夏限定）
　旬摘 完熟オレンジ（ジュース） 160g（商品コード090579）（春夏限定）
◎グリンリーフ
　ところてん 160g（商品コード120998）（春夏限定）
　ところてん ごまだれ 160g（商品コード120999）（春夏限定）
　ところてん 三杯酢 160g（商品コード121000）（春夏限定）
◎チョーコー醤油
　えびつゆ 400ml（商品コード110472）（春夏限定）
　かつおつゆ 400ml（商品コード110473）（春夏限定）
　飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）（春夏限定）
　一本釣り鰹つゆ 300ml（商品コード111013）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ さっぱりゆず サラダ風 30g×3袋（商品コード119061）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ こってりしょうゆ 焼きあご風味 30g×3袋（商品コード119062）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ 本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風 30g×3袋（商品コード119964）（春夏限定）
　まぜるめんつゆ 濃厚ごまだれかつおだし 30g×3袋（商品コード119968）（春夏限定）
◎パンドラファームグループ
　南高黄熟蜜梅 710ml（商品コード090555）（春夏限定）
　青梅ゼリー 80g（商品コード161240）（春夏限定）
　青梅ゼリー 80g×4（商品コード161241）（春夏限定）
　梅チュッチュ 90ml×5（商品コード161242）（春夏限定）
◎マルヤス食品
　トコゼリー 甘夏 130g（商品コード160187）（春夏限定）
　苺の杏仁どうふ 105g（商品コード161178）（春夏限定）
　あま酒ジュレ 105g（商品コード161229）（春夏限定）
◎小川屋 一本気そうめん 50g×5（商品コード140140）（春夏限定）
◎神戸グレインミルズ
　黒糖わらび餅 60g×3（商品コード160119）（春夏限定）
　昔わらび餅 180g（商品コード160339）（春夏限定）
◎太田油脂
　ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）（春夏限定）
　ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）（春夏限定）
　ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）（春夏限定）
◎長野興農
　ふるさとのパインアップルジュース 160g（商品コード090518）（春夏限定）
◎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 
　バズオフルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）
現在庫なくなり次第今季休止になります。

再開のお知らせ
◎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により製造を一時休止しておりましたが、今年度産の北海
道産馬鈴薯の収穫が始まりましたので、再開しました。
◎マルヤス食品 珈琲ゼリー 105g（商品コード161027）
メーカーにて再開しました。

欠品のお知らせ
◎アスプルンド Foodle Noodle 白米ヌードル 220g（商品コード140333）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
メーカーにて欠品になりました。現在庫無くなり次第欠品になります。次回入荷予定は
9月上旬頃の予定です。

終売のお知らせ
◎西田精麦 九州大麦グラノーラ 九州さつまいも 180g（商品コード122037）
メーカーにて終売になりました。現在庫無くなり終売になります。
◎古谷農産 農家さんの黒米入り玄米煎餅 5枚（商品コード161722）
原料の確保等諸般の事情により安定供給が困難となり、12月末のメーカー受注分を
もって終売になります。
◎太田油脂 スマイル 大袋Ca&鉄入り
　ナチュうま棒のりしお味 5g×20（商品コード162184）〈直送〉
◎宮原タオル ペルピューズ大判バスタオル（商品コード180241）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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植物素材のソースシリーズ “Plant-Based（植物素材100％）・
コレステロールゼロ”新発売

かんたんナチュラルなパスタソースとハヤシライス風ソースを新発売いたします。
パスタソースは「カルボナーラ風」と、アメリカ・メキシコなどで食される、豆とひき肉をトマトで煮込んだ少しピリ辛の
料理、チリコンカンをイメージした「チリコンカン風」の2種類です。ハヤシライス風ソースはトマトのうまみをお楽しみ
いただける本格派の味わいです。

おすすめ①　Plant-Based（植物素材100％）
いずれも動物性原料を使用せず、植物素材100％で仕上げています。
チリコンカン風パスタソースとハヤシライス風ソースはお肉の代わりに国産大豆を圧搾し、油を搾って作った「大豆ミー
ト」を使用（チリコンカン風パスタソースは大豆ミートをひき肉のようなミンチ状にしたもの、ハヤシライス風ソースは薄切
り肉のようなスライス状にしたものを使用しています）。カルボナーラ風はパンチェッタ（生ベーコン）の代わりに国産エリ
ンギを使用しています。

おすすめ②　コレステロールゼロ
いずれもコレステロールゼロで、トランス脂肪酸も含まれておりません。

おすすめ③　各品の特長

植物素材の
カルボナーラ風
パスタソース
（レトルト）
商品コード：122307
税込価格：530円
（税抜価格：490円）
内容量：150g
入数：10
賞味期間：1年半

○カルボナーラ風パスタソース
国産大豆の豆乳をベースにコーンの甘みとねりごまの
コクを加えクリーミーに仕上げました。アクセントに黒こ
しょうを効かせています。

○チリコンカン風パスタソース
3種類の豆（ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆）を
トマトと一緒にスパイシーに煮込みました。

【原材料】ゆでミックスビー
ンズ（ひよこ豆、マロー
ファットピース、赤いんげ
ん豆、食塩）（国内製造）、ト
マトピューレー、トマトペー
スト、野菜（人参、玉ねぎ）、
ワイン、べに花油、ウスター
ソース、粒状大豆たんぱく
（大豆：分別生産流通管理
済み）、野菜エキス、小麦
粉、食塩、砂糖、香辛料、に
んにくペースト、カレー粉

植物素材の
チリコンカン風
パスタソース
（レトルト）
商品コード：122308
税込価格：530円
（税抜価格：490円）
内容量：150g
入数：10
賞味期間：1年半
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