
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社
　国内産青梅使用 梅エキス 130g（商品コード040218） 旧）2,052円（1,900円）→新）2,268円（2,100円）
　古式原糖 800g（商品コード060322） 旧）648円（600円）→新）681円（630円）
　有機栽培カカオ豆100％使用 ココア 80g（商品コード080920） 旧）713円（660円）→新）746円（690円）
　ハヤシライスルウ 115g（商品コード110736） 旧）400円（370円）→新）416円（385円）
　マイルドカレー（甘口） 115g（商品コード110737） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　インドカレー（辛口） 115g（商品コード110738） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　グルメカレー（中辛） 115g（商品コード110739） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　コーンクリームシチュー 115g（商品コード110740） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　お米と大豆のコーンシチュールウ（フレーク） 135g（商品コード110745） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　コーンクリームシチューフレーク 180g（商品コード111120） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　植物素材の本格カレー甘口（フレーク） 135g（商品コード111132） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　植物素材の本格カレー中辛（フレーク） 135g（商品コード111133） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　植物素材の本格カレー辛口（フレーク） 135g（商品コード111134） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　米粉でつくった本格カレールウ（フレーク） 135g（商品コード111136） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　管理栄養士が考えた こどもカレールウ 甘口（フレーク） 110g（商品コード111141） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　ひよこ豆粉のカレールウ（フレーク） 110g（商品コード111138） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　ひよこ豆粉のシチュールウ（フレーク） 110g（商品コード111139） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　植物素材のデミグラス風ソース 120g（商品コード111145） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　四川風らーめん 110g（商品コード140007） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　有機即席ラーメン（ノンフライ・スープなし） 75g（商品コード140019） 旧）155円（143円）→新）160円（148円）
　ベジとんこつ風ラーメン 100g（商品コード140026） 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　発芽玄米らーめん 103.7g（商品コード140060） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　酸辣湯麺（サンラータンメン） 111g（商品コード140089） 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　ソース焼そば 111.3g（商品コード140385） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　有機ノンフライ醤油ラーメン 110g（商品コード140761） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　有機ノンフライ味噌ラーメン 121g（商品コード140762） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　有機ノンフライ塩ラーメン 110g（商品コード140763） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　中華冷麺 120g（商品コード148019）〈春夏限定〉 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　醤油らーめん 99.5g（商品コード148020） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　味噌らーめん 104.2g（商品コード148021） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　塩らーめん 102g（商品コード148022） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　博多風らーめん 106g（商品コード148023） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　国内産小麦100％使用 ショートパスタ 300g（商品コード140301） 旧）398円（368円）→新）416円（385円）
　国内産小麦100％使用 ロングパスタ 300g（商品コード140305） 旧）398円（368円）→新）416円（385円）
　ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス うす塩味 60g（商品コード160452） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス バターしょうゆ味 60g（商品コード160453） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス 野菜コンソメ味 60g（商品コード160454） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　しおあじのポテトチップス 34g（商品コード161528） 旧）135円（125円）→新）146円（135円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり
　しおあじのポップコーン 30g（商品コード161527） 旧）135円（125円）→新）146円（135円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　いちごとぶどうのラムネ 80g（20g×2×2種）（商品コード161501） 旧）249円（230円）→新）270円（250円）
　カリフォルニアプルーン 150g（商品コード160844） 旧）303円（280円）→新）319円（295円）
　古式原糖 20kg（商品コード251042）〈直送〉 旧）9,936円（9,200円）→新）10,422円（9,650円）
原材料及び包装資材価格の上昇、輸送コストの増大のため価格が変更になります。3月1日より
◎東京フード 甜菜糖 500g（商品コード060419）
税込価格（税抜価格）：旧）400円（370円）→新）411円（380円）　2月1日より
◎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）
税込価格（税抜価格）：旧）1,026円（950円）→新）1,080円（1,000円）　3月1日より
◎スピカコーポレーション 全身シャンプー湯洗美人 1000ml（商品コード190586）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,209円（2,917円）→新）3,300円（3,000円）　1月メーカー出荷分より
◎まいにち
　心休水 詰替え 400ml（商品コード170526）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1,859円（1,690円）→新）2,200円（2,000円）　2月1日より
　ふわっしゅ 赤ちゃん用 詰め替え用 400ml（商品コード190744）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1,166円（1,060円）→新）1,485円（1,350円）　2月1日より
◎金子製麺 麺製品・中華点心の皮製品（冷蔵）〈直送〉
詳細は担当営業にお尋ねください。2月1日より
原料、包装資材、運賃などの値上がりのため、価格が変更になります。
表示変更
◎創健社 和風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250846）

　中華風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250847）
　洋風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250848）

表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・商品説明文の食塩及び遺伝子組換え表示に関する文言の一部。・工場使用アレルゲン
表示の文字色。〈中華風だし・洋風だし変更点〉〇一括表示：野菜エキスの表示方法が変更されま
すが、原材料自体に変更はありません　変更済
◎創健社 コーンスナック ほんのりかるいチーズあじ 50g（商品コード160964）
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：旧）とうもろこし（遺伝子組み換えでない）→新）コーングリッツ（分別生産
流通管理済み）（国内製造、ブラジル製造）※表示方法の変更で原材料自体に変更はありません。
〈その他の変更点〉・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他　1月下旬以降

◎創健社 ひよこ豆粉のひとくちbis（プレーン） 40g（商品コード161780）　2月上旬以降
　ひよこ豆粉のひとくちbis（キャロブ） 40g（商品コード161781）　3月下旬以降

表示の一部が変更になります。表示変更に伴う価格、内容量、JANコード、ケース入数等の変更はあ
りません。
〈主な変更点〉・商品の硬さに関する文言：旧）サクッ→新）カリッ。・レイアウトの一部。・商品の硬さに
関するご注意の文言を追記：※ご注意：本品は硬く仕上がっています。お召し上がりの際はご注意
下さい。他
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり アップルとグレープのグミ 8粒（商品コード161502）
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：・「砂糖（てんさい（北海道））」の原料原産地表示の追記。・原材料名の
表示方法の一部。・保存方法の表示方法の一部。他　2月以降
◎創健社 えごま一番胡麻ドレッシング 150ml（商品コード110627）
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〉〇一括表示の原材料表記が変更されますが、原材料自体に変更はありません。〈その
他の変更点〉・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・日本人の食事摂取基準の数値。・一括表
示枠外に「※醤油の大豆は分別生産流通管理済みです。」を追記。他　2月下旬以降
◎かるなぁ クイックソイ ミンチタイプ 100g（商品コード122061）　変更済

　クイックソイ バラ肉タイプ 80g（商品コード122059）　2月以降
　クイックソイ フレークタイプ 100g（商品コード122060）　2月以降

賞味期限印字位置が枠外下部から枠外上部に変更になります。それに伴い一括表示の一部が変
更になります。
〇一括表示：・賞味期限：旧）枠外下部に記載→新）枠外上部に記載
◎マルサンアイ 有機豆乳無調整 1L（商品コード090374）〈直送〉

　有機豆乳無調整 200ml（商品コード090809）〈直送〉
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。
・一括表示：・原料名：旧）有機大豆（遺伝子組換えでない）→新）有機大豆（中国、アメリカ）（遺伝
子組換えでない）　2022年2月中旬～下旬頃
表示・原材料配合変更
◎創健社 だし一番業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250845）〈直送〉
原材料配合の一部変更に伴う表示及び他表示の一部が変更になります。変更済
内容量変更
◎富士食品 国産吉野本葛 80g（商品コード130270）
原料価格の大幅な値上げのため内容量が変更になります。商品コード、価格、JANコードなどの変
更はありません。内容量：旧）80g→新）55g　2月1日以降メーカー出荷分より
賞味期間変更
◎ユーグレナ ユーグレナのみどり麹 34.2g（90粒）（商品コード050957）
フードロスの観点から賞味期間（品質の変化が保証できる期間）を再検証した結果、賞味期間が延
長になります。賞味期間：旧）360日→新）720日　12月中旬以降メーカー出荷分より
◎チョーコー醤油 焼肉のたれ 200ml（商品コード119702）〈直送〉
長期間保存後の品質検査の結果賞味期間が延長になります。賞味期間：旧）270日→新）360日　
3月製造分より
◎フェニックス 恵方巻 300g（商品コード127413）（冷凍）〈直送〉
賞味期間が変更になりました。賞味期間：旧）90日→新）180日　変更済
原産地変更
◎飛騨酪農農業協同組合 はちみつバター 130g（商品コード101051）（冷蔵）〈直送〉
原材料のはちみつは、現在はミャンマー産（中国除く）を使用していますが、国内情勢の不安などが
要因となり輸入が大変不安定な状況が続いているため、ベトナム産のはちみつも加える事に変更に
なりました。はちみつ原産国：旧）ミャンマー（中国を除く）→新）ミャンマー（中国を除く）、ベトナム　6月
1日製造分より

休止のお知らせ
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ハートのチョコ 5g×8個（商品コード161520）

　ミルクチョコレート 70g（商品コード160684）
現在庫無くなり次第休止になります。 
◎ゼンケン アーバンホットスリム RH-502M（商品コード181113）〈直送〉
メーカーにて今季分完売しましたので、休止になりました。

終売のお知らせ
◎創健社 有機キャロブパウダー 80g（商品コード131067）
現在庫無くなり次第終売になります。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎アスプルンド ルークス オーガニックポテトチップス トリュフ&シーソルト 42g（商品コード167040）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
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【材質】プレート／アルミダイキャスト（セラミックコーティング）、遮熱板／ステンレ
ス、本体／竹材（圧縮材）、受け皿／PP

【素材】本体・フィルター部／ポリプロピレン・ポリエステル・ポ
リフッ化ビニリデン
耳ひも部／ナイロン・ポリウレタン、ノーズフィッター／ポリプ
ロピレン・スチール、マスクフック／ポリプロピレン

新商品のご案内

エコワン ホットプレートセラクイーン エコワン 高機能マスク ナノエール
ダイニングを楽しく、美しく、食卓を彩るスタイリッシュデザイン。遠赤外線効
果で、外はこんがり 中はジューシーに。余分な脂をおとすセンターホールで
ヘルシー調理可能。穴をふさぐシリコンキャップ付き。

信州大学とTOPTECの共同開発ナノファイバーによっ
て微小粒子より小さく空気より大きいフィルター構造を実
現した高機能立体マスク。10回スプレー除菌をしても性
能が落ちません。（信州大学の検証結果）

直送

商品コード：183187
税込価格：14,080円
（税抜価格：12,800円）
入数：4

商品コード：183189
税込価格：2,750円
（税抜価格：2,500円）
内容量：10枚入　入数：40

税込価格（税抜価格）

令和四年　元旦

旧年中は、たいへんお世話になり誠に有難うございました。厚く御礼を申し上
げます。

また、新型コロナウイルス感染症に罹患されご闘病中や回復しその後遺症に
悩まされている皆様の一日も早いご回復並びにお亡くなりになられた方のご
冥福を心よりお祈り申し上げます。

一昨年の2月よりじわじわと広まり始めた「新型コロナウイルス感染症」は、人々
の祈りとは裏腹にその勢いを増し、とうとうこの2年の間に第5波まで勢いづき、
首都圏では4回の「緊急事態宣言」が発令される事態に陥ってしまいました。
その間、1年遅れの東京オリンピック・パラリンピックも開催され、それ以降徐々
にその勢いは衰えを見せ、首都圏では昨年10月に「緊急事態宣言」が解除さ
れましたが、年末に向けオミクロン株という新株が出現し、今後どうなるか不
透明な新年を迎えることとなりました。

コロナ禍の中、世界は一つになりコロナという敵と対峙しなければならないにも
かかわらず、世界中が口々にしているSDGsという概念とは相反して、各国は
ますますナショナリズム化している感があります。そんな環境の中、世界中の人々は例外なく「新型コロナウイルス感染
症」と対峙しながら、生活習慣や価値観を大きく変え始めています。ワクチンや治療薬の開発に期待はしていますが、
それとは別に人々は、今後この感染症と共存する為に、改めて「食」による健康維持を見直す傾向が強くなり、特に免
疫力向上という観点で「食」本来の在り方が注目されています。

当社は創業以来50年以上の間、経営理念「地球環境を大切にし、食生活の提案を通して人々の健康的な生活向
上に貢献する」のもと、SDGsが叫ばれる遥か以前より、地球環境に配慮した健康的な食生活の在り方を提案する企
業を目指してまいりました。

今後も創健社は「食」の分野では、環境にやさしいとされるオーガニックやプラントベースという考え方に基づいた食品
でそのカテゴリー№１企業になることを中・長期的な目標に掲げ、より力強く環境に配慮した「食」の提案をしてまいりま
す。また同時に環境問題だけではなく、SDGsの他の項目にも配慮した企業経営を目指してまいります。

今後はコロナ禍の影響もあり「食」の分野だけではなく、ライフスタイルの中にSDGsの理念を採り入れながら健康的な
生活を送る人々が急速に増えることが予想されます。正に、創業当時からずっと創健社が掲げてきた経営理念と訴え
続けてきた「食べ物、食べ方は、必ず生き方とつながって来る。食生活をととのえることは、生き方をととのえることで
ある。」という理念のもとで開発された商品と情報の発信が、皆様のお役に立てるものと確信をしております。

お取引先様、当社商品ご愛用の消費者の皆様、株主様におかれましては、本年も倍旧のご支援を賜りますことをお
願い申し上げます。

本年も皆様方のご多幸とご繁栄を心よりお祈り申し上げますとともに一日も早いコロナ禍の終息を願っております。

株式会社創健社　代表取締役社長　中村　靖
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560358 5919104
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京風湯葉炊き込み御飯の素

2021年 創健社ダイジェストカレンダー

ジョヴァンニ・ジロロモーニさんよりメッセージが届きました。

ルーシー・カズンズさんよりメッセージが届きました

50 anni a Montebello
“Volavano i falchi, sopra il Monastero di Montebello, numerosi, quando ci arrivai la 
prima volta. Il luogo mi attraeva più di una donna bella, anche se era circondato 
da un silenzio inesorabile che non voleva arrendersi al nulla”. 
Era il 1971 e Gino Girolomoni e Tullia Romani iniziano il percorso di rinascita della 
collina di Montebello e che grazie al contributo di amici e collaboratori oggi è un 
punto di riferimento nel mondo agricolo italiano e non solo.
Nel 2021 abbiamo festeggiato i 50 anni e abbiamo sentito il bisogno di chiarire le 
ragioni del nostro fare. Abbiamo quindi per l’occasione scritto un documento in cui 
definire la visione e la missione della nostra realtà, con il coraggio di guardare le 
cose dall’alto e non dal buco della serratura, come ci ha insegnato il nostro profeta 
del bio Gino Girolomoni.
Guardando le cose da questa prospettiva alta, abbiamo capito di essere una realtà 
complessa, e abbiamo coniato il termine Ecosistema Girolomoni. Un ecosistema 
fatto di molteplici attività, ognuna indipendente ma funzionale all’esistenza 
dell’altra. La Fondazione per la cultura, la Cooperativa Girolomoni per la 
produzione di pasta e altri prodotti, la Cooperativa Montebello per l’agricoltura, 
l’Agriturismo per l’accoglienza, il Consorzio Marche Bio per promuovere 
l’approccio di filiera e i Negozi per la vendita locale dei prodotti.
E’ con questo pensiero ecosistemico che vogliamo affrontare le sfide dei prossimi 
50 anni.

モンテベッロでの50年
「初めてモンテベッロ修道院を訪れた時、私は沢山の鷹が上空を飛んでいるのを見ました。その場所は、容赦ない不
屈の沈黙に満たされていましたが、どんな美しい女性より私を魅了しました。」
1971年、父 ジーノ・ジロロモーニと母 トゥッリア・ロマーニは、モンテベッロの丘を再生させる道を歩み始めました。友人
や協力者達の貢献もあって、その活動は今日、イタリアの農業界にとどまらず、ものごとを判断する基準となっています。
2021年に創立50周年を迎え、私たちは目標や活動方針を改めて確認する必要性を感じました。
そしてこれを機に、私たちはオーガニックの先駆者であったジーノ・ジロロモーニの教えに従い、組合のビジョンと使命
を定義する新たな規約を作りました。鍵穴からの狭い視野ではなく高所からのより幅広い視野で物事を見る勇気を
持って。
現在の私たちの組合は複合的な組織としての実態を持っており、共通する理念を明確にするために「ジロロモーニ・
エコシステム（生態系）」と言う新語をつくりました。
文化事業を推進するジロロモーニ基金、パスタやその他の製品を製造するジロロモーニ協同組合、農業を担うモン
テベッロ協同組合、ホスピタリティを担うアグリツーリズモ、そして「畑から食卓まで」という考え方を促進し地元製品の
ショップを運営するマルケ・ビオ・コンソーシアム、これら複数の活動単位で構成されたエコシステムは、それぞれが独
立して機能しながら全体として一つの輪を形成しています。
このエコシステムという考え方を拠り所に、次の50年間も、私たちは課題に立ち向かってまいります。

ジーノ・ジロロモーニ農業協同組合 組合長  ジョヴァンニ・バッチスタ・ジロロモーニ
（イタリア イゾラ・デル・ピアーノ モンテベッロより）

左から サムエレさん、マリアさん、ジョヴァンニさん

.

日本の皆さん、こんにちは！
メイシーちゃんは動物が大好き。
大きいものも小さいものも。
そして、2022年、

寅の年にみなさんが幸せで
ありますように

ルーシー・カズンズ（イギリスより）

Giovannni Battista Girolomoni

“国産原料具材・うすいろ仕上げ”新発売

【原材料】湯葉(大豆：国産)、人参（国産）、ちりめん干し（し
らす：国産）、醤油、食塩、みりん、砂糖、清酒、かつおぶし、馬
鈴しょでん粉、醸造酢、酵母エキス、昆布粉末、山椒（国産）

ポイント①　国産具材
国産大豆から作った湯葉と国内で水揚げされたしらすから作ったちり
めん干しに、国産人参の赤い色どりを添えました。
メイン具材となる湯葉は、天然地下水に一晩水につけた（季節によりつ
け時間が違います）国産大豆を石臼ですりつぶしてから湯釜で炊き、
おからと豆乳に分け、その豆乳を湯葉釜で熱して表面に出来た皮膜を
熟練した湯葉職人が一枚一枚丁寧につまみ上げて作ったものです。
ポイント②　京らしさ
湯葉料理やちりめん山椒の本場である京都をイメージし、味つけはか
つお、昆布の風味豊かな和風だしをベースに、国産山椒の華やかな
香りを添えました。
炊いた後に素材の色味を活かすよう、うすいろに仕上がるよう注意を
はらいました。雅（みやび）な味わいをお楽しみいただけます。
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新商品新新 リニューアルリリ

京風湯葉
炊き込み御飯の素
商品コード：122313
税込価格：540円
（税抜価格500円）
内容量：128g
入数：10
賞味期間：1年

※画像は実際の商品と色合いが異なる場合があります。
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なめらかで上品な風味の湯葉に、風味豊かなちりめんとさわやかな香りの山椒を加えた京風の炊き込み御飯の素
を新発売いたします。（2合用：2～3人前）

901735 0244694
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社
　国内産青梅使用 梅エキス 130g（商品コード040218） 旧）2,052円（1,900円）→新）2,268円（2,100円）
　古式原糖 800g（商品コード060322） 旧）648円（600円）→新）681円（630円）
　有機栽培カカオ豆100％使用 ココア 80g（商品コード080920） 旧）713円（660円）→新）746円（690円）
　ハヤシライスルウ 115g（商品コード110736） 旧）400円（370円）→新）416円（385円）
　マイルドカレー（甘口） 115g（商品コード110737） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　インドカレー（辛口） 115g（商品コード110738） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　グルメカレー（中辛） 115g（商品コード110739） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　コーンクリームシチュー 115g（商品コード110740） 旧）368円（340円）→新）384円（355円）
　お米と大豆のコーンシチュールウ（フレーク） 135g（商品コード110745） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　コーンクリームシチューフレーク 180g（商品コード111120） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　植物素材の本格カレー甘口（フレーク） 135g（商品コード111132） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　植物素材の本格カレー中辛（フレーク） 135g（商品コード111133） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　植物素材の本格カレー辛口（フレーク） 135g（商品コード111134） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　米粉でつくった本格カレールウ（フレーク） 135g（商品コード111136） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　管理栄養士が考えた こどもカレールウ 甘口（フレーク） 110g（商品コード111141） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　ひよこ豆粉のカレールウ（フレーク） 110g（商品コード111138） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　ひよこ豆粉のシチュールウ（フレーク） 110g（商品コード111139） 旧）454円（420円）→新）470円（435円）
　植物素材のデミグラス風ソース 120g（商品コード111145） 旧）432円（400円）→新）449円（415円）
　四川風らーめん 110g（商品コード140007） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　有機即席ラーメン（ノンフライ・スープなし） 75g（商品コード140019） 旧）155円（143円）→新）160円（148円）
　ベジとんこつ風ラーメン 100g（商品コード140026） 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　発芽玄米らーめん 103.7g（商品コード140060） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　酸辣湯麺（サンラータンメン） 111g（商品コード140089） 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　ソース焼そば 111.3g（商品コード140385） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　有機ノンフライ醤油ラーメン 110g（商品コード140761） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　有機ノンフライ味噌ラーメン 121g（商品コード140762） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　有機ノンフライ塩ラーメン 110g（商品コード140763） 旧）254円（235円）→新）260円（240円）
　中華冷麺 120g（商品コード148019）〈春夏限定〉 旧）211円（195円）→新）216円（200円）
　醤油らーめん 99.5g（商品コード148020） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　味噌らーめん 104.2g（商品コード148021） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　塩らーめん 102g（商品コード148022） 旧）168円（155円）→新）173円（160円）
　博多風らーめん 106g（商品コード148023） 旧）179円（165円）→新）184円（170円）
　国内産小麦100％使用 ショートパスタ 300g（商品コード140301） 旧）398円（368円）→新）416円（385円）
　国内産小麦100％使用 ロングパスタ 300g（商品コード140305） 旧）398円（368円）→新）416円（385円）
　ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス うす塩味 60g（商品コード160452） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス バターしょうゆ味 60g（商品コード160453） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　ポテトチップス 野菜コンソメ味 60g（商品コード160454） 旧）184円（170円）→新）200円（185円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　しおあじのポテトチップス 34g（商品コード161528） 旧）135円（125円）→新）146円（135円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり
　しおあじのポップコーン 30g（商品コード161527） 旧）135円（125円）→新）146円（135円）
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり 
　いちごとぶどうのラムネ 80g（20g×2×2種）（商品コード161501） 旧）249円（230円）→新）270円（250円）
　カリフォルニアプルーン 150g（商品コード160844） 旧）303円（280円）→新）319円（295円）
　古式原糖 20kg（商品コード251042）〈直送〉 旧）9,936円（9,200円）→新）10,422円（9,650円）
原材料及び包装資材価格の上昇、輸送コストの増大のため価格が変更になります。3月1日より
◎東京フード 甜菜糖 500g（商品コード060419）
税込価格（税抜価格）：旧）400円（370円）→新）411円（380円）　2月1日より
◎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）
税込価格（税抜価格）：旧）1,026円（950円）→新）1,080円（1,000円）　3月1日より
◎スピカコーポレーション 全身シャンプー湯洗美人 1000ml（商品コード190586）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）3,209円（2,917円）→新）3,300円（3,000円）　1月メーカー出荷分より
◎まいにち
　心休水 詰替え 400ml（商品コード170526）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1,859円（1,690円）→新）2,200円（2,000円）　2月1日より
　ふわっしゅ 赤ちゃん用 詰め替え用 400ml（商品コード190744）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1,166円（1,060円）→新）1,485円（1,350円）　2月1日より
◎金子製麺 麺製品・中華点心の皮製品（冷蔵）〈直送〉
詳細は担当営業にお尋ねください。2月1日より
原料、包装資材、運賃などの値上がりのため、価格が変更になります。
表示変更
◎創健社 和風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250846）

　中華風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250847）
　洋風だし一番 業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250848）

表示の一部が変更になります。
〈変更点〉・商品説明文の食塩及び遺伝子組換え表示に関する文言の一部。・工場使用アレルゲン
表示の文字色。〈中華風だし・洋風だし変更点〉〇一括表示：野菜エキスの表示方法が変更されま
すが、原材料自体に変更はありません　変更済
◎創健社 コーンスナック ほんのりかるいチーズあじ 50g（商品コード160964）
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：旧）とうもろこし（遺伝子組み換えでない）→新）コーングリッツ（分別生産
流通管理済み）（国内製造、ブラジル製造）※表示方法の変更で原材料自体に変更はありません。
〈その他の変更点〉・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他　1月下旬以降

◎創健社 ひよこ豆粉のひとくちbis（プレーン） 40g（商品コード161780）　2月上旬以降
　ひよこ豆粉のひとくちbis（キャロブ） 40g（商品コード161781）　3月下旬以降

表示の一部が変更になります。表示変更に伴う価格、内容量、JANコード、ケース入数等の変更はあ
りません。
〈主な変更点〉・商品の硬さに関する文言：旧）サクッ→新）カリッ。・レイアウトの一部。・商品の硬さに
関するご注意の文言を追記：※ご注意：本品は硬く仕上がっています。お召し上がりの際はご注意
下さい。他
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり アップルとグレープのグミ 8粒（商品コード161502）
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：・「砂糖（てんさい（北海道））」の原料原産地表示の追記。・原材料名の
表示方法の一部。・保存方法の表示方法の一部。他　2月以降
◎創健社 えごま一番胡麻ドレッシング 150ml（商品コード110627）
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〉〇一括表示の原材料表記が変更されますが、原材料自体に変更はありません。〈その
他の変更点〉・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・日本人の食事摂取基準の数値。・一括表
示枠外に「※醤油の大豆は分別生産流通管理済みです。」を追記。他　2月下旬以降
◎かるなぁ クイックソイ ミンチタイプ 100g（商品コード122061）　変更済

　クイックソイ バラ肉タイプ 80g（商品コード122059）　2月以降
　クイックソイ フレークタイプ 100g（商品コード122060）　2月以降

賞味期限印字位置が枠外下部から枠外上部に変更になります。それに伴い一括表示の一部が変
更になります。
〇一括表示：・賞味期限：旧）枠外下部に記載→新）枠外上部に記載
◎マルサンアイ 有機豆乳無調整 1L（商品コード090374）〈直送〉

　有機豆乳無調整 200ml（商品コード090809）〈直送〉
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。
・一括表示：・原料名：旧）有機大豆（遺伝子組換えでない）→新）有機大豆（中国、アメリカ）（遺伝
子組換えでない）　2022年2月中旬～下旬頃
表示・原材料配合変更
◎創健社 だし一番業務用（アルミパック） 1kg（商品コード250845）〈直送〉
原材料配合の一部変更に伴う表示及び他表示の一部が変更になります。変更済
内容量変更
◎富士食品 国産吉野本葛 80g（商品コード130270）
原料価格の大幅な値上げのため内容量が変更になります。商品コード、価格、JANコードなどの変
更はありません。内容量：旧）80g→新）55g　2月1日以降メーカー出荷分より
賞味期間変更
◎ユーグレナ ユーグレナのみどり麹 34.2g（90粒）（商品コード050957）
フードロスの観点から賞味期間（品質の変化が保証できる期間）を再検証した結果、賞味期間が延
長になります。賞味期間：旧）360日→新）720日　12月中旬以降メーカー出荷分より
◎チョーコー醤油 焼肉のたれ 200ml（商品コード119702）〈直送〉
長期間保存後の品質検査の結果賞味期間が延長になります。賞味期間：旧）270日→新）360日　
3月製造分より
◎フェニックス 恵方巻 300g（商品コード127413）（冷凍）〈直送〉
賞味期間が変更になりました。賞味期間：旧）90日→新）180日　変更済
原産地変更
◎飛騨酪農農業協同組合 はちみつバター 130g（商品コード101051）（冷蔵）〈直送〉
原材料のはちみつは、現在はミャンマー産（中国除く）を使用していますが、国内情勢の不安などが
要因となり輸入が大変不安定な状況が続いているため、ベトナム産のはちみつも加える事に変更に
なりました。はちみつ原産国：旧）ミャンマー（中国を除く）→新）ミャンマー（中国を除く）、ベトナム　6月
1日製造分より

休止のお知らせ
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり ハートのチョコ 5g×8個（商品コード161520）

　ミルクチョコレート 70g（商品コード160684）
現在庫無くなり次第休止になります。 
◎ゼンケン アーバンホットスリム RH-502M（商品コード181113）〈直送〉
メーカーにて今季分完売しましたので、休止になりました。

終売のお知らせ
◎創健社 有機キャロブパウダー 80g（商品コード131067）
現在庫無くなり次第終売になります。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎アスプルンド ルークス オーガニックポテトチップス トリュフ&シーソルト 42g（商品コード167040）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
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【材質】プレート／アルミダイキャスト（セラミックコーティング）、遮熱板／ステンレ
ス、本体／竹材（圧縮材）、受け皿／PP

【素材】本体・フィルター部／ポリプロピレン・ポリエステル・ポ
リフッ化ビニリデン
耳ひも部／ナイロン・ポリウレタン、ノーズフィッター／ポリプ
ロピレン・スチール、マスクフック／ポリプロピレン

新商品のご案内

エコワン ホットプレートセラクイーン エコワン 高機能マスク ナノエール
ダイニングを楽しく、美しく、食卓を彩るスタイリッシュデザイン。遠赤外線効
果で、外はこんがり 中はジューシーに。余分な脂をおとすセンターホールで
ヘルシー調理可能。穴をふさぐシリコンキャップ付き。

信州大学とTOPTECの共同開発ナノファイバーによっ
て微小粒子より小さく空気より大きいフィルター構造を実
現した高機能立体マスク。10回スプレー除菌をしても性
能が落ちません。（信州大学の検証結果）

直送

商品コード：183187
税込価格：14,080円
（税抜価格：12,800円）
入数：4

商品コード：183189
税込価格：2,750円
（税抜価格：2,500円）
内容量：10枚入　入数：40

税込価格（税抜価格）

令和四年　元旦

旧年中は、たいへんお世話になり誠に有難うございました。厚く御礼を申し上
げます。

また、新型コロナウイルス感染症に罹患されご闘病中や回復しその後遺症に
悩まされている皆様の一日も早いご回復並びにお亡くなりになられた方のご
冥福を心よりお祈り申し上げます。

一昨年の2月よりじわじわと広まり始めた「新型コロナウイルス感染症」は、人々
の祈りとは裏腹にその勢いを増し、とうとうこの2年の間に第5波まで勢いづき、
首都圏では4回の「緊急事態宣言」が発令される事態に陥ってしまいました。
その間、1年遅れの東京オリンピック・パラリンピックも開催され、それ以降徐々
にその勢いは衰えを見せ、首都圏では昨年10月に「緊急事態宣言」が解除さ
れましたが、年末に向けオミクロン株という新株が出現し、今後どうなるか不
透明な新年を迎えることとなりました。

コロナ禍の中、世界は一つになりコロナという敵と対峙しなければならないにも
かかわらず、世界中が口々にしているSDGsという概念とは相反して、各国は
ますますナショナリズム化している感があります。そんな環境の中、世界中の人々は例外なく「新型コロナウイルス感染
症」と対峙しながら、生活習慣や価値観を大きく変え始めています。ワクチンや治療薬の開発に期待はしていますが、
それとは別に人々は、今後この感染症と共存する為に、改めて「食」による健康維持を見直す傾向が強くなり、特に免
疫力向上という観点で「食」本来の在り方が注目されています。

当社は創業以来50年以上の間、経営理念「地球環境を大切にし、食生活の提案を通して人々の健康的な生活向
上に貢献する」のもと、SDGsが叫ばれる遥か以前より、地球環境に配慮した健康的な食生活の在り方を提案する企
業を目指してまいりました。

今後も創健社は「食」の分野では、環境にやさしいとされるオーガニックやプラントベースという考え方に基づいた食品
でそのカテゴリー№１企業になることを中・長期的な目標に掲げ、より力強く環境に配慮した「食」の提案をしてまいりま
す。また同時に環境問題だけではなく、SDGsの他の項目にも配慮した企業経営を目指してまいります。

今後はコロナ禍の影響もあり「食」の分野だけではなく、ライフスタイルの中にSDGsの理念を採り入れながら健康的な
生活を送る人々が急速に増えることが予想されます。正に、創業当時からずっと創健社が掲げてきた経営理念と訴え
続けてきた「食べ物、食べ方は、必ず生き方とつながって来る。食生活をととのえることは、生き方をととのえることで
ある。」という理念のもとで開発された商品と情報の発信が、皆様のお役に立てるものと確信をしております。

お取引先様、当社商品ご愛用の消費者の皆様、株主様におかれましては、本年も倍旧のご支援を賜りますことをお
願い申し上げます。

本年も皆様方のご多幸とご繁栄を心よりお祈り申し上げますとともに一日も早いコロナ禍の終息を願っております。

株式会社創健社　代表取締役社長　中村　靖

560358 5919724

560358 5919104
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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。

4 1

通巻 5 8 7 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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