
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）　　変更済　有機国内産 全粒粉 300g（商品コード130325）

　有機国内産 強力粉 300g（商品コード130323）　2022年1月3日より
北海道及び青森・岩手県産有機小麦を使用しておりますが、産地において天候不順による収穫減により、原料価格が高
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）各422円（390円）→新）各443円（410円）
◎麻布タカノ
　オーガニックコーヒーメロウブレンド 中浅煎り 180g（商品コード080340）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　オーガニックコーヒープレミアムブレンド 中深煎り180g（商品コード080341）
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　オーガニック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〉
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　ショットワンカフェ 有機イタリアーノ 深煎り 70g（7g×10袋）（商品コード092486）
税込価格（税抜価格）：旧）648円（600円）→新）735円（680円）
　ショットワンカフェ 有機イタリアーノ 深煎り 7g（商品コード092493）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）65円（60円）→新）72円（66円）
コーヒー生豆国際相場の上昇、生産地での天候不良による生産量の減少による価格高騰に加え、輸送料金の上昇、為
替でのコストアップの要因により価格が変更になります。2022年1月1日より
◎米澤製油
　一番しぼり なたねサラダ油 1400g（商品コード100315）
税込価格（税抜価格）：旧）1,534円（1,420円）→新）1,836円（1,700円）
　国産100% なたね油 600g（商品コード100319）
税込価格（税抜価格）：旧）1,080円（1,000円）→新）1,188円（1,100円）
輸入菜種の主要産地であるカナダの干ばつにより生産量が減少したため価格が高騰し、それに連動して国産菜種の価
格高騰に加え国産志向の高まりによる需要拡大により価格が変更になります。2022年1月1日より
◎北海道製菓
　北海道かぼちゃカンパン 110g（商品コード160283）
税込価格（税抜価格）：旧）378円（350円）→新）416円（385円）
　北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
税込価格（税抜価格）：旧）227円（210円）→新）238円（220円）
原料及び資材費や物流コストなどの高騰により価格が変更になります。2022年1月5日より
表示変更
◎創健社 ソース焼そば 111.3g（商品コード140385）
貝カルシウム不使用に仕様変更し、プラントベース商品へ変更に伴い、表示の一部が変更になります。11月下旬以降
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ABCのビスケット 40g（商品コード161505）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉〇一括表示（原材料表示）の一部：旧）コーンスターチ（遺伝子組換えでな
い）→新）コーンスターチ（分別生産流通管理済み）。〈その他の変更点〉・「ブランド情報はこちら」のQRコードを追記。・
ホームページアドレスの表示方法。2022年1月中旬
◎創健社 本場讃岐うどん 250g（商品コード140055）
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。〈主な変更点〉〇一括表示：・
「小麦粉（小麦（北海道））」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〉・国産原料
100%マークを追加。・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他。2022年1月下旬以降
◎創健社 無漂白のかんぴょう 30g（商品コード150160）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・「創健社」漢字ロゴを追加。・商品特長説明文の一部：旧）硫黄くん蒸処
理はしておりません→新）硫黄くん蒸処理はしていません。他。2022年2月以降
◎創健社 業務用 ハヤシライスルウ 1kg（商品コード250549）〈特注〉

　業務用 甘口カレールウ 1kg（商品コード250551）〈特注〉
　業務用 中辛カレールウ 1kg（商品コード250552）〈特注〉

表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・商品特長説明文の一部。・原料原産地表示の追記。・原材料名の表示
方法の一部。他。※表示方法の変更で、原材料自体に変更はありません。2022年1月製造分より
◎太田油脂 MS こめ粉ロールクッキー 10個（商品コード162168）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・英語表記「MADE IN JAPAN」、「RICE FLOUR COOKIE」の文言追
加。・原料原産地表示への対応（てんさいの産地追加）。・商品特長の文言「♪1個ずつ個包装になっています。」追加。
2022年1月メーカー出荷分より

◎太田油脂 MS こめ粉ロールクッキー ココア味 10個（商品コード162183）〈直送〉
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・英語表記「MADE IN JAPAN」、「RICE FLOUR COOKIE」の文言追
加。・原料原産地表示への対応（てんさいの産地追加）。2022年1月メーカー出荷分より
表示・フィルム材質変更
◎チョーコー醤油
　長崎素材ドレッシング 大村産黒田五寸にんじん使用 
　スウィートベジタブル 200ml（商品コード119065）〈直送〉　2022年2月頃製造分より
　長崎素材ドレッシング 長崎県産焼きあご使用 
　和風だししょうゆ 200ml（商品コード119066）〈直送〉　　　2022年6月頃製造分より
　プレミアムドレッシング 
　シーザーサラダ 200ml（商品コード119059）〈直送〉　　　　2022年4月頃製造分より
包材（ラベルフィルム）のフィルム品質の向上を目的として材質が変更になります。また、表示の一部が変更になります。
フィルム材質表示：旧）PET→新）PS、PET。
商品コード・価格・内容量・JANコード変更
◎三育フーズ グルテンミート（小） 200g（商品コード120799）〈直送〉
製罐業者による現行サイズ（6号缶）の供給が終了となり新サイズ（携帯缶）規格に変更になります。それに伴い商品コー
ド、価格、内容量、JANコードが変更になります。商品コード：旧）120799→新）122169、税込価格（税抜価格）：旧）378円
（350円）→新）346円（320円）、内容量：旧）200g→170g、JANコード：旧）4974434200182→新）4974434200120　12月
初旬製造分より
商品名・原料産地変更
◎近藤商店 新潟県産 鮭ほぐし 80g（商品コード122089）
新潟県産の秋鮭の漁獲量が極端な不漁のため産地が変更になります。商品名：旧）新潟県産 鮭ほぐし→新）国内産 
鮭ほぐし、原料産地：旧）新潟県産→新）国内産　2022年4月頃

再開のお知らせ
◎創健社 杵つき切り餅（白・個包装） 500g（約10個）（商品コード125177）
◎島根県農業協同組合 出雲國仁多丸もち（玄米） 380g（約10個）（商品コード125284）

　出雲國仁多丸もち（白） 380g（約10個）（商品コード125285）
　仁多切り餅（白） 500g（約10個）（商品コード125280）
　仁多玄米切り餅 300g（約6個）（商品コード120493）

数量限定品が入荷しました。在庫無くなり次第終了になります。
◎熊木産業 自然栗 250g（固形量125g）（商品コード123139）

　自然栗 550g（固形量300g）（商品コード124038）
年末限定在庫品が入荷しました。
◎ホクレン てんさい糖 650g（商品コード450343）
メーカーにて需要拡大により昨年度産原料が終了し欠品しておりましたが、今年度産原料分が入荷いたしました。引き続
きメーカー生産量に限界があり入荷が不安定な状態となります。
◎かるなぁ クイックソイ バラ肉タイプ 80g（商品コード122059）
メーカーにて欠品しておりましたが、入荷いたしました。
◎アスプルンド Foodle Noodle 玄米ヌードル 220g（商品コード140332）

　Foodle Noodle 白米ヌードル 220g（商品コード140333）
長期欠品しておりましたが、入荷しました。
◎東明 千枚漬 100g（商品コード122521）（冷蔵）〈直送〉

　紅千枚漬 100g（商品コード122522）（冷蔵）〈直送〉
　カップ入り紅切り千枚漬 140g（商品コード120939）（冷蔵）〈直送〉
　カップ入り切り千枚漬 140g（商品コード120940）（冷蔵）〈直送〉
　小かぶ漬 200g（商品コード122527）（冷蔵）〈直送〉
　本格なます 200g（商品コード123221）（冷蔵）〈直送〉

メーカーにて再開しました。
◎和歌山有機の会 有機みかん 10kg（商品コード421040）〈直送〉

　有機みかん 5kg（商品コード421066）〈直送〉
　有機レモン 10kg（商品コード421067）〈直送〉
　有機レモン 5kg（商品コード421068）〈直送〉

メーカーにて今年分の出荷が開始されました。※混載50kgより直送。

休止のお知らせ
◎ジャフマック 島根県産たけのこ水煮 150g（商品コード122233）
今年度産の原料が無くなり、12月をもって休止となります。（来年5月以降再開予定）
◎東明 きゅうり漬 180g（商品コード122528）（冷蔵）〈直送〉

　キャベツ漬 200g（商品コード122529）（冷蔵）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。

終売のお知らせ
◎ゼンケン 電磁波低減ヘアードライヤー レッドZD-1000R（商品コード181194）〈直送〉

　電磁波低減ヘアードライヤー パールホワイトZD-1000W（商品コード189149）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。
◎エコワン ダニ取りシート 大1枚入（商品コード190244）〈直送〉

　ダニ取りシート 小2枚入（商品コード190245）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売となります。
◎エコワン 薬用ホットタブ重炭酸湯 10錠（商品コード190544）〈直送〉

　薬用ホットタブ重炭酸湯 30錠（商品コード190545）〈直送〉
　薬用ホットタブ重炭酸湯 100錠（商品コード190546）〈直送〉

メーカー在庫無くなり次第終売となります。2022年1月よりリニューアル品を発売します。

植物素材オーガニックカレー（中辛） “Plant-Based（植物素材100％）・
有機JAS認証”

⎫
⎬
⎭

【原材料】有機植物油脂（有機パーム油（コロンビア製造）、有機べに花油（アメリカ
製造））、有機小麦粉（アメリカ）、有機カレー粉（スリランカ他海外）、有機砂糖（ア
ルゼンチン）、食塩、酵母エキス（ドイツ）、有機トマトパウダー（イタリア）、りんご果
汁（山梨）、有機醤油［有機大豆（アメリカ）、有機小麦（北海道）、食塩（オーストラリ
ア）］、有機香辛料（スリランカ、インド、トルコ）、有機味噌［有機大豆（中国）、有機
米（アメリカ）、食塩（メキシコ又はオーストラリア、沖縄）］、有機ココアパウダー
（オランダ）、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

以前販売しておりました「植物素材の有機カレー 中辛」で培った経験をもとに、カレーとしての
おいしさをさらに追求し、装いもあらたに新発売いたします。
※原料の手配に遅れが生じ、再度のご案内となります。ご迷惑をおかけいたし申し訳ございません。

ポイント①　よりおいしく
「植物素材の有機カレー　中辛」に使用していた
原料の有機カレー粉に、さらに違う有機カレー粉
をブレンドし、香りと深みをプラスしました。また、有
機トマトパウダーやりんご果汁を新たに加えること
で口当たりのよい、どなたにも好まれる味に仕上げ
ました。
「植物素材の有機カレー 中辛」と同様有機JAS
認証商品です。

ポイント②　よりわかりやすく
パッケージは商品特長をよりお客様にお伝えでき
るよう工夫すると共に、環境に配慮したインクを使
い印刷しています。

植物素材オーガニックカレー
商品コード：111147
税込価格：497円（税抜価格460円）
内容量：100g　入数：40（10×4）
賞味期間：9ヶ月

在庫取り扱いから直送取り扱いへ変更商品のお知らせ （12月下旬より順次）　直送単位以下の場合送料が発生しますのでお問い合わせください。

新発売

No メーカー名 商品コード 商品名 内容量 JANコード 直送単位

1 太陽食品 050230 のみやすい板藍根エキス末100 60g 4904866020416 22個

2 太陽食品 089609 ハトムギ茶 純 168g
（7g×24包）4904866190225 65個

3 鈴木養蜂場 060327 おいしいとこ採りの純粋蜂蜜アカシア蜜 ワンプッシュタイプ 500g 4905609200133
本州は1ケース、北海道・
九州4ケース、四国2ケース、
沖縄は何ケースでも
送料かかる

4 上野砂糖 069505 上野焚黒糖（粉状加工黒糖） 500g 4970147905406 10ケース以上
5 上野砂糖 069506 上野焚黒糖（加工黒糖） 500g 4970147900005 10ケース以上
6 播磨園 080624 有機ほうじ茶 80g 4953055030088 5ケース以上

7 忠孝酒造 090591 青切りシークワーサー黒あまざけ 720ml 4955707000234 5ケース以上

8 伯方塩業 110798 伯方の塩 1kg 4902566004019 5ケース以上

9 グリンリーフ 120998 ところてん 160g 4938727031051 関東・東北1ケース（30個）単位、関西より西は送料がかかる

10 奄美自然食本舗 121274 奄美 蜜すもも 250g
（固形量200g） 4580388551005 60個以上

11 小林農園 121858 山幸彦 やく膳にんにく 125g 4971998318537 5ケース以上

12 西田精麦 122038 九州大麦グラノーラ黒豆きなこ 180g 4960251300044 4ケース

13 中水食品工業 122050 ほたて数の子 60g 4962444741337 60個以上

14 シガリオブルーム 130477 リブレフラワーホワイト（浅煎り焙煎） 500g 4964296800026
混載5ケース

15 シガリオブルーム 130478 リブレフラワーブラウン（深煎り焙煎） 500g 4964296800019

16 サンサス 140406 サンサスきねうちなつかしうどん 200g 4973355030090 混載2ケース
17 サンサス 140407 サンサスきねうちきしめん 180g 4973355040143

18 ベストプラネット 150086 匠庵国産素材愛媛産 有機きくらげ 10g 4903222981507 3ケース単位

19 太田油脂 162068 MS ミニビスケット 100g 4962311070058

混載10ケース、
北海道・沖縄が
混載30ケース

20 太田油脂 162076 やさいのボーロ 100g 4962311070270
21 太田油脂 162096 ちびっココアクッキー 12g×4 4962311090025

22 太田油脂 162143 大袋 かりんとリング 320g
（16g×20袋） 4962311120081

23 太田油脂 162146 こつぶあられ 11g×4 4962311120210

24 太田油脂 162162 MS カルマグふわせん発芽玄米入り 30g 4962311130042

25 太田油脂 162174 MS こめ粉ロールクッキー かぼちゃ味 10個 4962311160018

26 太田油脂 162176 大袋 Ca&鉄入りおこめリング 甘口しょうゆ味
160g

（8g×20袋） 4962311160032

No メーカー名 商品コード 商品名 内容量 JANコード 直送単位

27 三興物産 170110 マミーサンゴクレンジングオイル 150ml 4969059023049 上代15,000円以上

28 加賀谷ブリック 180278 魚焼き倶楽部（グリル用敷石） 600g 4562421900063 2ケース以上

29 エコワン 183147 インフルライフセイバープレミアム ラージ 30枚入 4560358590326 休止中

30 エコワン 183148 インフルライフセイバープレミアム レギュラー 30枚入 4560358590319 休止中

31 インターリンクス 180452 エアメディック ミニ ピンク 4562124199276 12個以上

32 インターリンクス 190408 エアメディック ミニ 詰替
カートリッジ 4562124199290 12個以上

33 インターリンクス 191049 ディフェンダーNTSフォーハンド 300ml 4573296814652 6個以上

34 たかくら新産業 191122 パーフェクトポーションバズオフ キャンドル 50g 4528636000745

混載上代66,700円以上

35 たかくら新産業 191162 パーフェクトポーションクールミントボディミスト 125ml 9333360020564

36 たかくら新産業 191288
パーフェクトポーション
ブリージング
スペースルームスプレー

100ml 9333360029314

37 たかくら新産業 191290
メイドオブオーガニクス
オーガニック ホワイトニング
トゥースペースト シルクパウダー

25g 4528636412593

38 たかくら新産業 191292 メイドオブオーガニクスハミガキセット ホワイトニング
25g+
歯ブラシ 4528636412678

39 たかくら新産業 191294
メイドオブオーガニクス
オーガニック ガムセラム
ドラゴンブラッド

25g 4528636412616

40 たかくら新産業 191296 メイドオブオーガニクスハミガキセット ガムケア 25g 4528636412685

41 たかくら新産業 191298
メイドオブオーガニクス
オーガニック デイリー
トゥースペースト キシリトール

25g 4528636412579

42 たかくら新産業 191299
メイドオブオーガニクス
オーガニック デイリー
トゥースペースト キシリトール

100g 4528636412586

43 たかくら新産業 191300 メイドオブオーガニクスハミガキセット デイリー
25g+
歯ブラシ 4528636412661

44 たかくら新産業 191301 メイドオブオーガニクスデイリー 歯ブラシ 1本 4528636412715

45 たかくら新産業 191302
メイドオブオーガニクス
オーガニック
マウスウォッシュ キシリトール

200ml 4528636412562

46 三育フーズ 445005 大豆のハム 400g 4974434200403 上代50,000円以上
47 TKオーガニック 480007 キダチアロエ ファインエキス 720ml 4991815100305 5ケース以上

901735 0243464
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今月のおすすめ商品（バレンタイン）

砂糖の代わりにパラチ
ノース・還元麦芽糖水
飴を使用。香ばしい
アーモンドを粒のまま
入れたビッグサイズの
チョコレート。

ビッグアーモンドチョコ

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、クリーム
パウダーを加えたまろやかで口どけ
のよいミルクチョコレート。砂糖の代
わりにパラチノース・還元麦芽糖水
飴を使用。乳化剤不使用。

ミルクチョコレートビッグアーモンドチョコ

砂糖の代わりにパラチ
ノースと乳糖を使い、
すっきりとした甘さで
ちょっと大きめ一口タイ
プのチョコレートです。
カカオマスを当社既存
チョコレート（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、少しほろ苦い大人
の味に仕上げました。

ジャンプボックスチョコレート

商品コード:160961　税込価格：1,664円（税抜価格：1,540円）
内容量：400g　入数：18　賞味期間：1年

商品コード:160684　税込価格：346円（税抜価格：320円）
内容量：70g　入数：40（10×４）　賞味期間：8ヶ月

国内産抹茶の風味香る
ひとくちサイズのチョコ
レートです。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。個包装。

ダイスチョコ 抹茶

商品コード:160969 
税込価格：411円
（税抜価格：380円）　
内容量：84g（7g×12粒）
入数：20
賞味期間：8ヶ月

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

北海道産ミルクを使用し
た、ひとくちサイズのハー
ト形ミルクチョコ。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。個包装。
商品コード:161520 　
内容量：5g×8個　
税込価格：254円
（税抜価格：235円）　
入数：10　発注単位：5　
賞味期間：1年

商品コード:160915 　
税込価格：562円
（税抜価格：520円）　
内容量：120g　
入数：20
賞味期間：8ヶ月

ハートのチョコ

※ラッピング品は
通常の商品コードと異なります。
数量限定

商品コード：161550
税込価格：584円（税抜価格：540円）
内容量：100g　入数：40（10×4）
賞味期間：1年9ヶ月

商品コード：161551 
税込価格：616円（税抜価格：570円） 
内容量：100g　入数：40（10×４）
賞味期間：1年3ヶ月

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を使用。プレーンタイプとカカオニブ入りの２タイプのダークチョコレート。
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。（カカオ含有量７０％）

砂糖の代わりにパラチノース・還
元麦芽糖水飴を使用。香ばし
いアーモンドを粒のまま入れた
ビッグサイズのチョコレート。

オーガニック 
ダーク チョコレート

オーガニック 
ダーク チョコレート
カカオニブ入

ラッピング

グラシア デル ソル

秋冬限定商品

【原材料】さつま芋（鹿児島） 【原材料】さつま芋（鹿児島） 【原材料】さつま芋（鹿児島）

新商品のご案内

唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 安納芋 唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 黄金千貫 唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 紅はるか

商品コード：060066
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

商品コード：060067
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

商品コード：060068
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

日本の伝統食品「本場の本物」認定品。100%さつま芋だけで作られたシロップです。食物繊維たっぷり。

創健社のおすすめオーガニックワイン2021

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。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。

イタリアオーガニックの先駆者 ジーノ・ジロロモーニ
ジロロモーニブランドサプライヤーや組合に所属する生産者が

こだわりの自家栽培原料で
丁寧に作ったオーガニックワイン
　　　　　　　（EUオーガニック認証） 

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

Bucchini AZ.AGR.

Bucchini AZ.AGR. ブッキーニ農業法人
（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） 

イタリア中部の代表品種「サン
ジョヴェーゼ」を100%使用して
作られた辛口の赤ワイン。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
シュ感が特長。酸味のあるトマ
トソースの料理やハーブやガー
リックを効かせた肉料理、すき
やきなど和風の肉料理にもお
すすめです。

Sempronius
センプロニウス

Barone
バローネ

格付け：I.G.T.
ぶどう品種：サンジョヴェーゼ100%
アルコール度数：12.5%
商品コード：094067
税込価格：2,200円（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml 

イタリア・中南部地域の代表品
種のひとつである「モンテプル
チアーノ」を100%使用した辛
口の赤ワイン。チェリーやプラム
のような華やかな果実感に加
えてスパイス香も感じられる豊
かな風味が印象的で、まろや
かな酸味はトマトベースの肉料
理など様々な料理とよく合いま
す。赤ワインの力強さとクセが
強過ぎないサッパリした味なの
で、いろいろな料理と合わせや
すいワインです。

格付け：I.G.T.
ぶどう品種：モンテプルチアーノ100%
アルコール度数：13.5%
商品コード：094066
税込価格：2,750円（税抜価格：2,500円）
入数：6　内容量：750ml

580737 5600234 580737 5600304 580737 5600164
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創健社のおすすめオーガニックワイン2021

ファットリア・デグリ・オルシは、ご周知の通りジロロモーニブランドの有機
バルサミコ酢のサプライヤーです。場所はエミーリア・ロマーニャ州 モデ
ナ県で、アペニン山脈北側の大平野部南端に位置し、ポー川流域の肥
沃な土地で、夏は暑く冬は寒い気候がぶどうの栽培に適しています。
地場品種のランブルスコから作られた果実味豊かな微発泡の赤ワイン
が有名で、カジュアルで様々な料理に合わせやすいワインとして近年日
本でも人気が出ています。同社はバルサミコ酢だけでなくワイン用の有
機ぶどう農家としても有名で、ワインは、例年9月頃に完熟状態でぶどう
を収穫した後、醸造に入ります。
同社のワインは、単にオーガニックであること以上に自然の摂理に沿っ
た環境との共生を形にした高品質な逸品であると言えます。

エミーリア=ロマーニャ州モデ
ナ産のランブルスコ・グラスパ
ロッサ100％で作られた辛口の
赤の弱発泡性スパークリングワ
イン。 深みのあるルビー色で、
チェリーやスミレの花の香りが
感じられます。肉料理全般や
チーズとよく合います。よく冷や
してお召し上がりください。

「ビアンケッロ・デル・メタウロ」と
いう地場のぶどうを100%使用
した辛口の白ワイン。柑橘系の
香りとしっかりした酸味のあるフ
レッシュな味わい。どんな料理と
の相性もよく、ビネガーの効い
た前菜からチーズ、トマトソース
のピッツァ、塩焼きの魚まで幅広
く合わせる事ができます。

※パッケージは予告なく変更することがございます。予めご了承願います。お酒は二十歳になってから

最もポピュラーな白ぶどう品種
「シャルドネ」を使用したフレッ
シュで軽やかな辛口スパークリ
ングワインです。繊細な泡と明
るいゴールドで、ライムなどの柑
橘類、洋梨などの木なりのフ
レッシュな果実、ミネラル、ハー
ブ等の香りがあり、酸味がフ
レッシュで豊かな味わいのワイ
ンです。
魚介類や鶏肉料理、グリル野
菜などと良く合います。

「パッセリーナ」と呼ばれる品種
のぶどうから作られた辛口の白
ワイン。黄色い果実と黄色い花
の香りがする調和のとれた風
味。
華やかな小麦色でフレッシュな
果実味とミネラル感が特徴の
飲み易いワインです。
シーフード、チーズ、鶏肉や白
身魚の料理、パスタなどと良く
合います。

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi 農業法人 ファットリア・デグリ・オルシ
（エミーリア・ロマーニャ州 モデナ）

Lambrusco dell’Emilia 
Lambrusco
ランブルスコ

格付け：D.O.P.
ぶどう品種：ランブルスコ・グラスパロッサ・ディ・

カステルベットロ100%
アルコール度数：11%
商品コード：094070
税込価格：2,200円（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml

CHARDONNAY
 SPUMANTE BRUT
シャルドネ スプマンテ ブリュット

ERCOLE
エルコーレ

GUALTRESCO
グアルトレスコ

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（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml

格付け：I.G.T.
ぶどう品種：パッセリーナ100%
アルコール度数：12.5%
商品コード：094071
税込価格：2,200円（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml

ぶどう品種：シャルドネ100%
アルコール度数：12%
商品コード：094073
税込価格：2,200円（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml

ワイン原産国　イタリア　 定温海上輸送
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今月のおすすめ商品（節分）

❹-❾混載20個以上より直送します
佐賀県産米ひのひかりを使用し、厳選した調味料を使用した、すし屋こだわりの逸品です。

❹ひぜん前京すしさば工房
 恵方巻

❺ひぜん前京すしさば工房
　出し稲荷寿司

❻ひぜん前京すしさば工房
　小肌握り鮨

❼ひぜん前京すしさば工房
　伝助穴子棒すし

商品コード：122165
税込価格：1,199円
（税抜価格：1,110円）
内容量：1本（280g）
入数：20　賞味期間：30日

商品コード：122166
税込価格：1,102円
（税抜価格：1,020円）
内容量：6個入
入数：20　賞味期間：30日

商品コード：122167
税込価格：1,453円
（税抜価格：1,345円）
内容量：6貫入
入数：20　賞味期間：30日

商品コード：122168
税込価格：4,126円
（税抜価格：3,820円）
内容量：350g（6切）
入数：20　賞味期間：30日

【原材料】ご飯（佐賀）、たまご焼き、か
んぴょう、牛蒡、椎茸、海苔（佐賀）、三
つ葉、米酢、砂糖、塩

【原材料】ご飯［米：佐賀県産ひのひかり］、さば（長崎県対馬）、米酢、昆布：北海道
道南産りゅうひ昆布（国内産）、砂糖、食塩、胡麻 【原材料】ご飯［米：佐賀県産ひのひかり］、さば（長崎県対馬）、米酢、砂糖、塩

【原材料】酢飯（米（国産）、米酢、麦芽水あめ、砂糖、菜種油、食塩）、厚焼き玉子
（鶏卵、砂糖、麦芽水あめ、しょうゆ、米酢、小麦粉、食塩、菜種油）、しいたけ煮（水
戻し乾しいたけ、砂糖、しょうゆ、醗酵調味料）、かんぴょう煮（かんぴょう、砂糖、
しょうゆ、醗酵調味料）、ほうれん草、魚肉でんぶ、ごま、のり／着色料（ベニコウ
ジ）、（一部に小麦・卵・大豆・ごまを含む）

【原材料】酢飯（米（国産）、米酢、麦芽水あめ、砂糖、なたね油、食塩）、玉子焼き
（鶏卵、砂糖、麦芽水あめ、しょうゆ、米酢、小麦粉、食塩、なたね油）、えび（国産）、
煮穴子（穴子（国産）、砂糖、しょうゆ、醗酵調味料）、しいたけ煮（しいたけ（国
産）、砂糖、しょうゆ、醗酵調味料）、かんぴょう煮（かんぴょう（国産）、砂糖、しょう
ゆ、醗酵調味料）、ほうれん草、魚肉でんぶ（鯛（国産）、砂糖、醗酵調味料、食塩）、
ごま、のり、（一部に小麦・卵・えび・大豆・ごまを含む）

【原材料】ご飯（佐賀）、味付け油揚げ、
ごま、米酢、砂糖、塩

【原材料】ご飯（佐賀）、こはだ、山葵、
米酢、砂糖、塩

【原材料】ご飯（佐賀）、味付け穴子、米
酢、砂糖、塩

❸フェニックス 恵方巻 デラックス

❶フェニックス 恵方巻

具材にえび・煮穴子も加えたボリューム
のあるデラックスサイズです。

300gのレギュラーサイズです。

食べやすいハーフサイズです。
❷フェニックス 恵方巻 ハーフ

商品コード：127413
税込価格：1,059円
（税抜価格：980円）
内容量：300g
入数：10
賞味期間：90日

商品コード：127437
税込価格：692円
（税抜価格：640円）
内容量：150g
入数：20
賞味期間：90日

商品コード：127438
税込価格：1,577円
（税抜価格：1,460円）
内容量：320g
入数：10
賞味期間：90日

❶-❸混載10個以上より直送します

今年の恵方は 北北西

お申し込み期間 │ １月6日（木）～1月20日（木）

創健社の
おすすめ

お好みのタイミングで食べられる　　 タイプ冷凍

特別栽培米「あやひめ」を使用。酢飯はトレハロース不使用、アルコール
無添加の酢を使用しました。遺伝子組換え原料は使用しておりません。
玉子焼き・しいたけ煮・かんぴょう煮・ほうれん草・魚肉でんぶの具材が
入っています。

商品コード:121553
税込価格：1,988円（税抜価格：1,840円）
内容量：350g　入数：20
賞味期間：180日

❽ひぜん前京すしさば工房 玄海鯖すし ❾ひぜん前京すしさば工房 炙りとろ鯖すし

商品コード:121554
税込価格：1,988円（税抜価格：1,840円）
内容量：350g　入数：20
賞味期間：180日

鯖は長崎県対馬産の真鯖、昆布は
北海道南産のりゅうひ昆布、しゃりは
佐賀県産ひのひかりを使用したすし
屋こだわりの鯖寿司です。
※7貫にカットされています。
自然解凍：常温（20℃前後で4～5時間）

独自製法で旬の味わいをそのままに
仕込んだ鯖を丁寧に炙った、すし屋
こだわりの鯖寿司です。
※7貫にカットされています。
自然解凍：常温（20℃前後で4～5時間）

解凍は冷凍庫から出して自然解凍
❹～❼ 常温（20℃前後で３～４時間）

解凍は電子レンジ５００W
3分３０秒後室温で３０分

解凍は電子レンジ５００W
2分３０秒後室温で３０分

解凍は電子レンジ５００W
４分後室温約３０分～６０分

571153 0361244

571153 0360944
571153 0310444

571244 6101894
571244 6101724
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今月のおすすめ商品（バレンタイン）

砂糖の代わりにパラチ
ノース・還元麦芽糖水
飴を使用。香ばしい
アーモンドを粒のまま
入れたビッグサイズの
チョコレート。

ビッグアーモンドチョコ

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、クリーム
パウダーを加えたまろやかで口どけ
のよいミルクチョコレート。砂糖の代
わりにパラチノース・還元麦芽糖水
飴を使用。乳化剤不使用。

ミルクチョコレートビッグアーモンドチョコ

砂糖の代わりにパラチ
ノースと乳糖を使い、
すっきりとした甘さで
ちょっと大きめ一口タイ
プのチョコレートです。
カカオマスを当社既存
チョコレート（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、少しほろ苦い大人
の味に仕上げました。

ジャンプボックスチョコレート

商品コード:160961　税込価格：1,664円（税抜価格：1,540円）
内容量：400g　入数：18　賞味期間：1年

商品コード:160684　税込価格：346円（税抜価格：320円）
内容量：70g　入数：40（10×４）　賞味期間：8ヶ月

国内産抹茶の風味香る
ひとくちサイズのチョコ
レートです。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。個包装。

ダイスチョコ 抹茶

商品コード:160969 
税込価格：411円
（税抜価格：380円）　
内容量：84g（7g×12粒）
入数：20
賞味期間：8ヶ月

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

北海道産ミルクを使用し
た、ひとくちサイズのハー
ト形ミルクチョコ。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。個包装。
商品コード:161520 　
内容量：5g×8個　
税込価格：254円
（税抜価格：235円）　
入数：10　発注単位：5　
賞味期間：1年

商品コード:160915 　
税込価格：562円
（税抜価格：520円）　
内容量：120g　
入数：20
賞味期間：8ヶ月

ハートのチョコ

※ラッピング品は
通常の商品コードと異なります。
数量限定

商品コード：161550
税込価格：584円（税抜価格：540円）
内容量：100g　入数：40（10×4）
賞味期間：1年9ヶ月

商品コード：161551 
税込価格：616円（税抜価格：570円） 
内容量：100g　入数：40（10×４）
賞味期間：1年3ヶ月

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を使用。プレーンタイプとカカオニブ入りの２タイプのダークチョコレート。
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。（カカオ含有量７０％）

砂糖の代わりにパラチノース・還
元麦芽糖水飴を使用。香ばし
いアーモンドを粒のまま入れた
ビッグサイズのチョコレート。

オーガニック 
ダーク チョコレート

オーガニック 
ダーク チョコレート
カカオニブ入

ラッピング

グラシア デル ソル

秋冬限定商品

【原材料】さつま芋（鹿児島） 【原材料】さつま芋（鹿児島） 【原材料】さつま芋（鹿児島）

新商品のご案内

唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 安納芋 唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 黄金千貫 唐芋農場 あめんどろ純芋蜜 紅はるか

商品コード：060066
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

商品コード：060067
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

商品コード：060068
税込価格：1,001円
（税抜価格：926円）
内容量：150g
入数：24
賞味期間：2年

日本の伝統食品「本場の本物」認定品。100%さつま芋だけで作られたシロップです。食物繊維たっぷり。

創健社のおすすめオーガニックワイン2021

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。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。

イタリアオーガニックの先駆者 ジーノ・ジロロモーニ
ジロロモーニブランドサプライヤーや組合に所属する生産者が

こだわりの自家栽培原料で
丁寧に作ったオーガニックワイン
　　　　　　　（EUオーガニック認証） 

AZ.AGR. Fattoria degli Orsi

Bucchini AZ.AGR.

Bucchini AZ.AGR. ブッキーニ農業法人
（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） 

イタリア中部の代表品種「サン
ジョヴェーゼ」を100%使用して
作られた辛口の赤ワイン。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
シュ感が特長。酸味のあるトマ
トソースの料理やハーブやガー
リックを効かせた肉料理、すき
やきなど和風の肉料理にもお
すすめです。

Sempronius
センプロニウス

Barone
バローネ

格付け：I.G.T.
ぶどう品種：サンジョヴェーゼ100%
アルコール度数：12.5%
商品コード：094067
税込価格：2,200円（税抜価格：2,000円）
入数：6　内容量：750ml 

イタリア・中南部地域の代表品
種のひとつである「モンテプル
チアーノ」を100%使用した辛
口の赤ワイン。チェリーやプラム
のような華やかな果実感に加
えてスパイス香も感じられる豊
かな風味が印象的で、まろや
かな酸味はトマトベースの肉料
理など様々な料理とよく合いま
す。赤ワインの力強さとクセが
強過ぎないサッパリした味なの
で、いろいろな料理と合わせや
すいワインです。

格付け：I.G.T.
ぶどう品種：モンテプルチアーノ100%
アルコール度数：13.5%
商品コード：094066
税込価格：2,750円（税抜価格：2,500円）
入数：6　内容量：750ml

580737 5600234 580737 5600304 580737 5600164
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）　　変更済　有機国内産 全粒粉 300g（商品コード130325）

　有機国内産 強力粉 300g（商品コード130323）　2022年1月3日より
北海道及び青森・岩手県産有機小麦を使用しておりますが、産地において天候不順による収穫減により、原料価格が高
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）各422円（390円）→新）各443円（410円）
◎麻布タカノ
　オーガニックコーヒーメロウブレンド 中浅煎り 180g（商品コード080340）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　オーガニックコーヒープレミアムブレンド 中深煎り180g（商品コード080341）
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　オーガニック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〉
税込価格（税抜価格）：旧）756円（700円）→新）864円（800円）
　ショットワンカフェ 有機イタリアーノ 深煎り 70g（7g×10袋）（商品コード092486）
税込価格（税抜価格）：旧）648円（600円）→新）735円（680円）
　ショットワンカフェ 有機イタリアーノ 深煎り 7g（商品コード092493）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）65円（60円）→新）72円（66円）
コーヒー生豆国際相場の上昇、生産地での天候不良による生産量の減少による価格高騰に加え、輸送料金の上昇、為
替でのコストアップの要因により価格が変更になります。2022年1月1日より
◎米澤製油
　一番しぼり なたねサラダ油 1400g（商品コード100315）
税込価格（税抜価格）：旧）1,534円（1,420円）→新）1,836円（1,700円）
　国産100% なたね油 600g（商品コード100319）
税込価格（税抜価格）：旧）1,080円（1,000円）→新）1,188円（1,100円）
輸入菜種の主要産地であるカナダの干ばつにより生産量が減少したため価格が高騰し、それに連動して国産菜種の価
格高騰に加え国産志向の高まりによる需要拡大により価格が変更になります。2022年1月1日より
◎北海道製菓
　北海道かぼちゃカンパン 110g（商品コード160283）
税込価格（税抜価格）：旧）378円（350円）→新）416円（385円）
　北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
税込価格（税抜価格）：旧）227円（210円）→新）238円（220円）
原料及び資材費や物流コストなどの高騰により価格が変更になります。2022年1月5日より
表示変更
◎創健社 ソース焼そば 111.3g（商品コード140385）
貝カルシウム不使用に仕様変更し、プラントベース商品へ変更に伴い、表示の一部が変更になります。11月下旬以降
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ABCのビスケット 40g（商品コード161505）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉〇一括表示（原材料表示）の一部：旧）コーンスターチ（遺伝子組換えでな
い）→新）コーンスターチ（分別生産流通管理済み）。〈その他の変更点〉・「ブランド情報はこちら」のQRコードを追記。・
ホームページアドレスの表示方法。2022年1月中旬
◎創健社 本場讃岐うどん 250g（商品コード140055）
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。〈主な変更点〉〇一括表示：・
「小麦粉（小麦（北海道））」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〉・国産原料
100%マークを追加。・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他。2022年1月下旬以降
◎創健社 無漂白のかんぴょう 30g（商品コード150160）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・「創健社」漢字ロゴを追加。・商品特長説明文の一部：旧）硫黄くん蒸処
理はしておりません→新）硫黄くん蒸処理はしていません。他。2022年2月以降
◎創健社 業務用 ハヤシライスルウ 1kg（商品コード250549）〈特注〉

　業務用 甘口カレールウ 1kg（商品コード250551）〈特注〉
　業務用 中辛カレールウ 1kg（商品コード250552）〈特注〉

表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・商品特長説明文の一部。・原料原産地表示の追記。・原材料名の表示
方法の一部。他。※表示方法の変更で、原材料自体に変更はありません。2022年1月製造分より
◎太田油脂 MS こめ粉ロールクッキー 10個（商品コード162168）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・英語表記「MADE IN JAPAN」、「RICE FLOUR COOKIE」の文言追
加。・原料原産地表示への対応（てんさいの産地追加）。・商品特長の文言「♪1個ずつ個包装になっています。」追加。
2022年1月メーカー出荷分より

◎太田油脂 MS こめ粉ロールクッキー ココア味 10個（商品コード162183）〈直送〉
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・英語表記「MADE IN JAPAN」、「RICE FLOUR COOKIE」の文言追
加。・原料原産地表示への対応（てんさいの産地追加）。2022年1月メーカー出荷分より
表示・フィルム材質変更
◎チョーコー醤油
　長崎素材ドレッシング 大村産黒田五寸にんじん使用 
　スウィートベジタブル 200ml（商品コード119065）〈直送〉　2022年2月頃製造分より
　長崎素材ドレッシング 長崎県産焼きあご使用 
　和風だししょうゆ 200ml（商品コード119066）〈直送〉　　　2022年6月頃製造分より
　プレミアムドレッシング 
　シーザーサラダ 200ml（商品コード119059）〈直送〉　　　　2022年4月頃製造分より
包材（ラベルフィルム）のフィルム品質の向上を目的として材質が変更になります。また、表示の一部が変更になります。
フィルム材質表示：旧）PET→新）PS、PET。
商品コード・価格・内容量・JANコード変更
◎三育フーズ グルテンミート（小） 200g（商品コード120799）〈直送〉
製罐業者による現行サイズ（6号缶）の供給が終了となり新サイズ（携帯缶）規格に変更になります。それに伴い商品コー
ド、価格、内容量、JANコードが変更になります。商品コード：旧）120799→新）122169、税込価格（税抜価格）：旧）378円
（350円）→新）346円（320円）、内容量：旧）200g→170g、JANコード：旧）4974434200182→新）4974434200120　12月
初旬製造分より
商品名・原料産地変更
◎近藤商店 新潟県産 鮭ほぐし 80g（商品コード122089）
新潟県産の秋鮭の漁獲量が極端な不漁のため産地が変更になります。商品名：旧）新潟県産 鮭ほぐし→新）国内産 
鮭ほぐし、原料産地：旧）新潟県産→新）国内産　2022年4月頃

再開のお知らせ
◎創健社 杵つき切り餅（白・個包装） 500g（約10個）（商品コード125177）
◎島根県農業協同組合 出雲國仁多丸もち（玄米） 380g（約10個）（商品コード125284）

　出雲國仁多丸もち（白） 380g（約10個）（商品コード125285）
　仁多切り餅（白） 500g（約10個）（商品コード125280）
　仁多玄米切り餅 300g（約6個）（商品コード120493）

数量限定品が入荷しました。在庫無くなり次第終了になります。
◎熊木産業 自然栗 250g（固形量125g）（商品コード123139）

　自然栗 550g（固形量300g）（商品コード124038）
年末限定在庫品が入荷しました。
◎ホクレン てんさい糖 650g（商品コード450343）
メーカーにて需要拡大により昨年度産原料が終了し欠品しておりましたが、今年度産原料分が入荷いたしました。引き続
きメーカー生産量に限界があり入荷が不安定な状態となります。
◎かるなぁ クイックソイ バラ肉タイプ 80g（商品コード122059）
メーカーにて欠品しておりましたが、入荷いたしました。
◎アスプルンド Foodle Noodle 玄米ヌードル 220g（商品コード140332）

　Foodle Noodle 白米ヌードル 220g（商品コード140333）
長期欠品しておりましたが、入荷しました。
◎東明 千枚漬 100g（商品コード122521）（冷蔵）〈直送〉

　紅千枚漬 100g（商品コード122522）（冷蔵）〈直送〉
　カップ入り紅切り千枚漬 140g（商品コード120939）（冷蔵）〈直送〉
　カップ入り切り千枚漬 140g（商品コード120940）（冷蔵）〈直送〉
　小かぶ漬 200g（商品コード122527）（冷蔵）〈直送〉
　本格なます 200g（商品コード123221）（冷蔵）〈直送〉

メーカーにて再開しました。
◎和歌山有機の会 有機みかん 10kg（商品コード421040）〈直送〉

　有機みかん 5kg（商品コード421066）〈直送〉
　有機レモン 10kg（商品コード421067）〈直送〉
　有機レモン 5kg（商品コード421068）〈直送〉

メーカーにて今年分の出荷が開始されました。※混載50kgより直送。

休止のお知らせ
◎ジャフマック 島根県産たけのこ水煮 150g（商品コード122233）
今年度産の原料が無くなり、12月をもって休止となります。（来年5月以降再開予定）
◎東明 きゅうり漬 180g（商品コード122528）（冷蔵）〈直送〉

　キャベツ漬 200g（商品コード122529）（冷蔵）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。

終売のお知らせ
◎ゼンケン 電磁波低減ヘアードライヤー レッドZD-1000R（商品コード181194）〈直送〉

　電磁波低減ヘアードライヤー パールホワイトZD-1000W（商品コード189149）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。
◎エコワン ダニ取りシート 大1枚入（商品コード190244）〈直送〉

　ダニ取りシート 小2枚入（商品コード190245）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売となります。
◎エコワン 薬用ホットタブ重炭酸湯 10錠（商品コード190544）〈直送〉

　薬用ホットタブ重炭酸湯 30錠（商品コード190545）〈直送〉
　薬用ホットタブ重炭酸湯 100錠（商品コード190546）〈直送〉

メーカー在庫無くなり次第終売となります。2022年1月よりリニューアル品を発売します。

植物素材オーガニックカレー（中辛） “Plant-Based（植物素材100％）・
有機JAS認証”

⎫
⎬
⎭

【原材料】有機植物油脂（有機パーム油（コロンビア製造）、有機べに花油（アメリカ
製造））、有機小麦粉（アメリカ）、有機カレー粉（スリランカ他海外）、有機砂糖（ア
ルゼンチン）、食塩、酵母エキス（ドイツ）、有機トマトパウダー（イタリア）、りんご果
汁（山梨）、有機醤油［有機大豆（アメリカ）、有機小麦（北海道）、食塩（オーストラリ
ア）］、有機香辛料（スリランカ、インド、トルコ）、有機味噌［有機大豆（中国）、有機
米（アメリカ）、食塩（メキシコ又はオーストラリア、沖縄）］、有機ココアパウダー
（オランダ）、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

以前販売しておりました「植物素材の有機カレー 中辛」で培った経験をもとに、カレーとしての
おいしさをさらに追求し、装いもあらたに新発売いたします。
※原料の手配に遅れが生じ、再度のご案内となります。ご迷惑をおかけいたし申し訳ございません。

ポイント①　よりおいしく
「植物素材の有機カレー　中辛」に使用していた
原料の有機カレー粉に、さらに違う有機カレー粉
をブレンドし、香りと深みをプラスしました。また、有
機トマトパウダーやりんご果汁を新たに加えること
で口当たりのよい、どなたにも好まれる味に仕上げ
ました。
「植物素材の有機カレー 中辛」と同様有機JAS
認証商品です。

ポイント②　よりわかりやすく
パッケージは商品特長をよりお客様にお伝えでき
るよう工夫すると共に、環境に配慮したインクを使
い印刷しています。

植物素材オーガニックカレー
商品コード：111147
税込価格：497円（税抜価格460円）
内容量：100g　入数：40（10×4）
賞味期間：9ヶ月

在庫取り扱いから直送取り扱いへ変更商品のお知らせ （12月下旬より順次）　直送単位以下の場合送料が発生しますのでお問い合わせください。

新発売

No メーカー名 商品コード 商品名 内容量 JANコード 直送単位

1 太陽食品 050230 のみやすい板藍根エキス末100 60g 4904866020416 22個

2 太陽食品 089609 ハトムギ茶 純 168g
（7g×24包）4904866190225 65個

3 鈴木養蜂場 060327 おいしいとこ採りの純粋蜂蜜アカシア蜜 ワンプッシュタイプ 500g 4905609200133
本州は1ケース、北海道・
九州4ケース、四国2ケース、
沖縄は何ケースでも
送料かかる

4 上野砂糖 069505 上野焚黒糖（粉状加工黒糖） 500g 4970147905406 10ケース以上
5 上野砂糖 069506 上野焚黒糖（加工黒糖） 500g 4970147900005 10ケース以上
6 播磨園 080624 有機ほうじ茶 80g 4953055030088 5ケース以上

7 忠孝酒造 090591 青切りシークワーサー黒あまざけ 720ml 4955707000234 5ケース以上

8 伯方塩業 110798 伯方の塩 1kg 4902566004019 5ケース以上

9 グリンリーフ 120998 ところてん 160g 4938727031051 関東・東北1ケース（30個）単位、関西より西は送料がかかる

10 奄美自然食本舗 121274 奄美 蜜すもも 250g
（固形量200g） 4580388551005 60個以上

11 小林農園 121858 山幸彦 やく膳にんにく 125g 4971998318537 5ケース以上

12 西田精麦 122038 九州大麦グラノーラ黒豆きなこ 180g 4960251300044 4ケース

13 中水食品工業 122050 ほたて数の子 60g 4962444741337 60個以上

14 シガリオブルーム 130477 リブレフラワーホワイト（浅煎り焙煎） 500g 4964296800026
混載5ケース

15 シガリオブルーム 130478 リブレフラワーブラウン（深煎り焙煎） 500g 4964296800019

16 サンサス 140406 サンサスきねうちなつかしうどん 200g 4973355030090 混載2ケース
17 サンサス 140407 サンサスきねうちきしめん 180g 4973355040143

18 ベストプラネット 150086 匠庵国産素材愛媛産 有機きくらげ 10g 4903222981507 3ケース単位

19 太田油脂 162068 MS ミニビスケット 100g 4962311070058

混載10ケース、
北海道・沖縄が
混載30ケース

20 太田油脂 162076 やさいのボーロ 100g 4962311070270
21 太田油脂 162096 ちびっココアクッキー 12g×4 4962311090025

22 太田油脂 162143 大袋 かりんとリング 320g
（16g×20袋） 4962311120081

23 太田油脂 162146 こつぶあられ 11g×4 4962311120210

24 太田油脂 162162 MS カルマグふわせん発芽玄米入り 30g 4962311130042

25 太田油脂 162174 MS こめ粉ロールクッキー かぼちゃ味 10個 4962311160018

26 太田油脂 162176 大袋 Ca&鉄入りおこめリング 甘口しょうゆ味
160g

（8g×20袋） 4962311160032

No メーカー名 商品コード 商品名 内容量 JANコード 直送単位

27 三興物産 170110 マミーサンゴクレンジングオイル 150ml 4969059023049 上代15,000円以上

28 加賀谷ブリック 180278 魚焼き倶楽部（グリル用敷石） 600g 4562421900063 2ケース以上

29 エコワン 183147 インフルライフセイバープレミアム ラージ 30枚入 4560358590326 休止中

30 エコワン 183148 インフルライフセイバープレミアム レギュラー 30枚入 4560358590319 休止中

31 インターリンクス 180452 エアメディック ミニ ピンク 4562124199276 12個以上

32 インターリンクス 190408 エアメディック ミニ 詰替
カートリッジ 4562124199290 12個以上

33 インターリンクス 191049 ディフェンダーNTSフォーハンド 300ml 4573296814652 6個以上

34 たかくら新産業 191122 パーフェクトポーションバズオフ キャンドル 50g 4528636000745

混載上代66,700円以上

35 たかくら新産業 191162 パーフェクトポーションクールミントボディミスト 125ml 9333360020564

36 たかくら新産業 191288
パーフェクトポーション
ブリージング
スペースルームスプレー

100ml 9333360029314

37 たかくら新産業 191290
メイドオブオーガニクス
オーガニック ホワイトニング
トゥースペースト シルクパウダー

25g 4528636412593

38 たかくら新産業 191292 メイドオブオーガニクスハミガキセット ホワイトニング
25g+
歯ブラシ 4528636412678

39 たかくら新産業 191294
メイドオブオーガニクス
オーガニック ガムセラム
ドラゴンブラッド

25g 4528636412616

40 たかくら新産業 191296 メイドオブオーガニクスハミガキセット ガムケア 25g 4528636412685

41 たかくら新産業 191298
メイドオブオーガニクス
オーガニック デイリー
トゥースペースト キシリトール

25g 4528636412579

42 たかくら新産業 191299
メイドオブオーガニクス
オーガニック デイリー
トゥースペースト キシリトール

100g 4528636412586

43 たかくら新産業 191300 メイドオブオーガニクスハミガキセット デイリー
25g+
歯ブラシ 4528636412661

44 たかくら新産業 191301 メイドオブオーガニクスデイリー 歯ブラシ 1本 4528636412715

45 たかくら新産業 191302
メイドオブオーガニクス
オーガニック
マウスウォッシュ キシリトール

200ml 4528636412562

46 三育フーズ 445005 大豆のハム 400g 4974434200403 上代50,000円以上
47 TKオーガニック 480007 キダチアロエ ファインエキス 720ml 4991815100305 5ケース以上

901735 0243464
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お休みさせていただきます。

12月のカレンダー

日

5
12
19
26

月

6
13
20
27

火

7
14
21
28

水
1
8
15
22
29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24
31

土
4
11
18
25

創健社ニュース  2 0 2 1 年（ 令 和 3 年 ）1 2 月 号【 通 巻 5 8 6 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 1 2 月 1 日 発行　発行人：中村靖　編集人：飯田雅之
発行所：〒22 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）　h t t p s : // 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 8 6 号

※税込価格は、1円未満の端数は切り上げております。

2021
December12


