
商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎東京フード
　気になるトマトカレー甘口（フレーク） 130g（商品コード110930）
税込価格（税抜価格）：旧）411円（380円）→新）422円（390円）
　気になるトマトカレー中辛（フレーク） 130g（商品コード110931）
税込価格（税抜価格）：旧）411円（380円）→新）422円（390円）
原料の高騰、燃料高に伴う袋やフィルムなど包材費の上昇、輸送費の上昇と、製造コストの増大の
ため価格が変更になります。4月1日より
◎はつゆき屋 鹿児島の麦みそ 1kg（商品コード111080）
原材料、包装資材及び輸送コストの度重なる値上げのため価格が変更になります。
税込価格（税抜価格）：旧）886円（820円）→新）975円（902円）　4月1日より
◎金沢錦
　加賀じぶ煮 130g（商品コード121822）（冷蔵） 旧）530円（490円）→新）551円（510円）
　たらこ昆布煮 90g（商品コード121823）（冷蔵） 旧）378円（350円）→新）389円（360円）
　いいだこと里芋の煮付 120g（商品コード121820）（冷蔵） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　ぶり大根 100g（商品コード121825）（冷蔵） 旧）335円（310円）→新）357円（330円）
　能登産焼さば味噌煮 140g（商品コード121821）（冷蔵） 旧）400円（370円）→新）465円（430円）
　五郎島金時ぽてと 130g（商品コード121829）（冷蔵） 旧）454円（420円）→新）476円（440円）
　ごぼうのそぼろ煮 120g（商品コード121826）（冷蔵） 旧）454円（420円）→新）476円（440円）
　天然ぶりかま 1切（商品コード121824）（冷蔵） 旧）562円（520円）→新）605円（560円）
　輪島産茎わかめ 90g（商品コード121828）（冷蔵） 旧）357円（330円）→新）389円（360円）
　小あじマリネ 140g（商品コード121835）（冷凍）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）497円（460円）
　若さぎマリネ 140g（商品コード121849）（冷凍）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）821円（760円）
　能登がきマリネ 140g（商品コード121837）（冷凍）〈直送〉 旧）540円（500円）→新）616円（570円）
　能登だこマリネ 140g（商品コード121838）（冷凍）〈直送〉 旧）584円（540円）→新）821円（760円）
　能登さばマリネ 140g（商品コード121850）（冷凍）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）594円（550円）
　ほたるいかマリネ 140g（商品コード121836）（冷凍）〈直送〉 旧）497円（460円）→新）605円（560円）
原材料や燃料、包装資材の高騰により製造コストが増大しているため価格が変更になります。4月1日
より
◎アリモト
　玄米このは うす塩味 80ｇ（商品コード160284） 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
　玄米このは しょうゆ味 80g（商品コード160486）〈直送〉 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
　玄米このは プレーン 80g（商品コード160487）〈直送〉 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
原料費ならびに人件費の高騰、加えて運送費の大幅な値上げのため価格が変更になります。2月1
日より
価格・商品コード・JANコード変更
◎ハーバー研究所
　マービー ストロベリージャム スティック 13g×35（商品コード122226）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）875円（810円）→新）951円（880円）
JANコード：旧）4534551012190→新）4534551013296
　マービー マーマレード スティック 13g×35（商品コード122227）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）875円（810円）→新）951円（880円）
JANコード：旧）4534551012206→新）4534551013302
　マービー ブルーベリージャム スティック 13g×35（商品コード121971）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1005円（930円）→新）1134円（1,050円）
JANコード：旧）4534551012213→新）4534551013319
　マービー あんずジャム スティック 13g×35（商品コード122225）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）908円（840円）→新）1,005円（930円）
JANコード：旧）4534551012220→新）4534551013326
　マービー りんごジャム スティック 13g×35（商品コード122228）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）908円（840円）→新）1,005円（930円）
JANコード：旧）4534551012237→新）4534551013333
原材料、包装資材価格、輸送コスト及び人件費等、製造コストの上昇のため価格が変更になります。
それに伴い、商品コード、JANコードが変更になります。新商品コードは営業担当までお問合せくださ
い。3月23日メーカー出荷分より
表示変更
◎創健社 べに花ハイプラスマーガリン 370g（商品コード101027）（冷蔵）　2月上旬以降

　べに花ハイプラスマーガリン 180g（商品コード101029）（冷蔵）　3月上旬以降
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。〇一括表
示：・原料原産地表示の追記。・保存方法の表示方法の一部。他
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）
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。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。・国産
原料100％マークを追加。他　3月製造・入荷分より
◎創健社 国内産小麦100％使用 ショートパスタ 300g（商品コード140301）　3月上旬以降

　国内産小麦100％使用 ロングパスタ 300g（商品コード140305）　変更済
表示の一部が変更になります。〇一括表示：・「小麦粉（小麦（国産））」の原料原産地表示の追
記。・保存方法の表示方法の一部。・国産原料100％マークを追加。他
◎創健社 国産野菜の五目ちらし寿司 150g（商品コード120669）
表示の一部が変更になります。〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・原材料名の表示方法の
一部。※表示方法の変更で、原材料及び配合比に変更はありません。・保存方法の表示方法の一
部。他　3月中旬より
◎創健社 三穀deパスタ 180g（商品コード140120）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・原材料名
の表示方法の一部。※原材料及び配合比に変更はありません。・保存方法の表示方法の一部。・会
社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他　3月中旬以降
◎北海道製菓 北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
裏面ラベルにコンタミ表記が追加になります。2月製造分より
◎信栄 九州産椎茸 香信 80g（商品コード150636）
日本食品標準成分表が改訂されたため、栄養成分表示が変更になります。メーカー3月出荷分より
◎ファイン しじみスープ 156g（13g×12袋）（商品コード121583）

　玄米スープ 180g（15g×12袋）（商品コード121585）
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した。変更済
◎ファイン メタ・コーヒー 1.1g×60包（商品コード050540）〈直送〉
表示の一部が変更になります。〈変更点〉・パッケージ商品名に®を追加。・商品サイトQRコードの変
更。変更済
◎山忠わさび ヤマチュウ コチュジャン辛口 43g（商品コード110708）
表示の一部が変更になります。○一括表示：・原料原産地表示追加。・製造者を加工者へ変更。変
更済
◎播磨園 有機三年番茶 180g（商品コード080455）

　有機三年番茶 400g（商品コード080456）
表示の一部が変更になります。・有機JASマーク下の「日本農林規格登録認定機関」の文言を削
除。・一括表示上部（枠外）に商品名を追記。変更済
◎菱和園
　農薬を使わずに育てた紅茶 ティーバッグ 44g（2.2g×20）（商品コード080282） 1月下旬以降メーカー出荷分より
　農薬を使わずに育てた紅茶 リーフ 100g（商品コード080283）　変更済
　国内産どくだみ茶 ティーバッグ 75g（5g×15袋）（商品コード080298）　2月中旬以降メーカー出荷分より
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・栄養成分表示
◎東京フード 生おろし生姜 40g（商品コード110944）　　　　1月下旬

　国産生おろしわさび 40g（商品コード110942）　2月中旬
表示の一部が変更になります。○一括表示及び側面：・原料原産地表示追加及び変更。

◎キング製菓 ブランクッキー 80g（商品コード161335）
　チーズブランクッキー 80g（商品コード161337）
　うの花クッキー 80g（商品コード161718）

表示の一部が変更になります。・栄養成分表示の「表示値は目安です」を削除。1月製造分より
◎マルサンアイ 有機栽培大豆使用 豆漿 1000ml（商品コード090325）　2月下旬～3月上旬

　有機栽培大豆使用 豆漿 200ml（商品コード090804）　  2月上旬～下旬
　麦芽豆漿 200ml（商品コード090810）　　　　　　　　3月中旬～下旬
　青汁豆漿 200ml（商品コード090806）　　　　　　　　3月中旬～下旬

表示の一部が変更になります。・原料原産地表示を追加。・注意表記を変更。
◎チョーコー醤油 長崎麦みそ 500g（商品コード110022）
表示の一部が変更になります。・はだか麦の原料原産地「国産」追加。・大豆の「遺伝子組換えでな
い」削除→枠外へ「大豆は遺伝子組換えの混入を防ぐ為、分別」の文言追加。他　3月製造分より
◎丸島醤油 かつおだしの素 10g×10（商品コード260082）
表示の一部が変更になります。・原料原産地表示制度に伴う一括表示内の原材料名表記。・文言
一部。3月頃
◎笛木醤油 金笛 丸大豆しょうゆ 1リットル（商品コード110109）

　金笛 彩の花 600ml（商品コード110088）〈直送〉
　金笛 有機丸大豆醤油 600ml（商品コード110108）〈直送〉

表示の一部が変更になります。○一括表示：原料原産地表示の追加。4月製造分より
◎笛木醤油 金笛 丸大豆醤油 1.8リットル（商品コード111041）〈直送〉
表示の一部が変更になります。○一括表示：原料原産地表示の追加。・栄養成分表示、賞味期限
シール貼付から、ラベル印刷に変更。4月製造分より
包装・表示変更
◎笛木醤油 金笛醤油（濃口） 1.8リットル（商品コード110113）
表示の一部が変更になります。また、ビン全体を袋で包んでいましたが、プラスチックごみを減らすた
め廃止します。・一括表示：原料原産地表示の追加。・栄養成分表示、賞味期限シール貼付から、ラ
ベル印刷に変更。4月製造分より
◎純正食品マルシマ 本枯れ和風だし 顆粒 8g×24（商品コード260184）〈直送〉
プラスチックゴミ削減のためシュリンク包装無し（留めシール貼り）に変更になります。3月製造分より
ケース入数変更
◎純正食品マルシマ 生姜でごはん 70g（商品コード260167）
ケースがダンボール入りからボールケースバンド留めに変更になりました。それに伴いケース入数が
60から10に変更になります。変更済
賞味期間変更
◎サンヘルス 生姜シロップ 275ml（商品コード090495）
食品ロス削減の観点から試験を実施し、賞味期間を延長しました。賞味期間：旧）540日→新）720日
　メーカー1月中旬以降出荷分より
パッケージデザイン変更
◎新札幌乳業 手づくりカマンベールチーズ 135g（商品コード124125）（冷蔵）
箱表面左上の「ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 優秀賞」マークが削除になります。3月製
造分より
ダンボールデザイン変更
◎USOUQ デーツクラウン ドライデーツ クナイジ種 250g（商品コード161577）

　デーツクラウン ドライデーツ クナイジ種 500g（商品コード161578）
ダンボールのデザインが変更になります。順次
裏面ラベル背景色変更
◎フジミツ お魚ソーセージ 40g×3本入（商品コード121728）（冷蔵）〈直送〉
類似商品との貼り間違え防止のため裏表示ラベルの背景色が白色から黄色に変更になりました。原
材料など内容の変更はありません。変更済

再開のお知らせ
◎創健社 LFPラッピング ビックアーモンドチョコ 400g（商品コード160961）（数量限定）
ビックアーモンドチョコのラッピング商品が出荷できるようになりました。現在庫が無くなり次第終売にな
ります。

欠品のお知らせ
◎創健社 国内産小麦 全粒粉 300g（商品コード130496）
現在庫無くなり次第欠品になります。入荷予定日は未定です。
◎富士食品 ハイルテインプラス 10.95ｇ（365ｍｇ×30粒）（商品コード050255）
メーカーにて長期欠品しております。次回入荷予定日は未定です。

休止のお知らせ
◎マルサンアイ
　ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）（秋冬限定）
　ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ 600g（商品コード110572）（秋冬限定）
　あっさり醤油味の寄せ鍋スープ 600g（商品コード110056）（秋冬限定）
　コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ 600g（商品コード110066）（秋冬限定）
　野菜がおいしいとり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎アスプルンド ViVANI オーガニックダークチョコレート アーモンド 100g（商品コード167046）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎アスプルンド ViVANI 
　ウィンターチョコレート 100g（商品コード167032）（秋冬限定）
　オーガニックダーククッキングチョコレート 200g（商品コード167055）（秋冬限定）
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
◎笛木醤油 金笛江戸蔵（埼玉県産） 600ml（商品コード110087）〈直送〉

　金笛本がえし 600ml（商品コード110442）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。 
◎ココウェル 有機ココナッツファイバー 250g（商品コード130397）
メーカーにて終売になります。3月メーカー出荷分より中身は変更ありませんが、商品名、価格、内容
量、JANコード、パッケージデザインが変更になったリニューアル品が発売されます。
◎太田油脂 大袋かりんとリング 16g×20袋（商品コード162143）
3月末頃メーカーにて終売になります。
◎ミナト製薬 減肥くわ青汁 120g（2g×60袋）（商品コード050486）
メーカー都合により終売になりました。
◎フェイス・ジャパン ゴティエ130 500ml（商品コード090503）〈直送〉
◎ゼンケン ナチュラルバス ZＮＢ-20 20個入（商品コード191280）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。
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メイシーちゃん™のおきにいり
チャーリーのだいぼうけん

“国産うるち米＆小松菜使用・
野菜コンソメ味・

食べきりサイズの4連パック”

【原材料】うるち米（国産）、植物油脂［パーム油（マレーシ
ア他海外）］、コンソメ風味調味料［砂糖（国産）、デキストリ
ン（国産）、酵母エキス（フランス、国産）］、食塩（国産）、粉
末野菜調味料（国産）、胡麻パウダー（国産）、白菜パウ
ダー（国産）、人参パウダー（国産）、香辛料（国産他海
外）］、小松菜パウダー（国産）、食塩（国産）

ご好評のメイシーちゃん™のおきにいりの4連パッ
ク品に新しい仲間が加わります。
メイシーちゃん™のお友達、ワニのチャーリーをイ
メージしたワニの形をしたスナックです。
国産うるち米に国産小松菜のパウダーをブレンド
し、香ばしいパフにしました。
サクッとした食感の野菜コンソメ味です。
食べきりサイズの9ｇ×4連パックですので、お子さ
まに分けてあたえたり、小腹がすいた時の軽食な
ど、さまざまな用途でお召し上がりいただけます。

新発売

チャーリーのだいぼうけん
商品コード：161586　
税込価格：281円（税抜価格260円）
内容量：9g×4　入数：12　
発注単位：6　賞味期間：240日

housshu !（ハウッシュ！） “塩素・香料・アルコール不使用、
手軽に抗菌・消臭”新発売

【原材料】複合アミノ酸、植
物抽出液、穀物抽出液、
ショ糖脂肪酸エステル、ク
エン酸、エチドロン酸、精
製水

おすすめ①　植物が主原料
植物を主原料とし、無香料・ノンアルコールタイプの抗菌・消臭・抗ウィルス剤。簡
単に噴霧するだけのスプレータイプですのでご家庭の衛生対策におすすめです。
介護福祉施設でも使われています。
おすすめ②　塩素・香料・アルコール不使用
一般的な抗菌・抗ウイルス剤に使われている塩素を使用せず、複合アミノ酸、植物
抽出液、穀物抽出液が主成分です。アルコールや香料を使用せず、中性・無色・
透明・無臭の液体です。
おすすめ③　消臭・抗菌
消臭・抗菌したいところに直接スプレーするか、布やティッシュペーパー等に含ませ
て拭いても同じ効果が得られます。拭き取りは不要です。強い浸透力でしみこんだ
ニオイにも消臭効果があります。生ごみ・たばこ・トイレ・ペットなどニオイが気になる
所にご使用下さい。また、ホルムアルデヒドの分解・除去にもお使いいただけます。 ※画像は開発中のものです。

長年ご愛顧をいただいております「ディフェンダーNTS」が商品内容はそのままに、より親しみやすいデザインに生
まれ変わります。名前もhousshu!（ハウッシュ！）とあらためますので引き続きよろしくお願いいたします。

housshu!
（ハウッシュ！）
商品コード：191050
税込価格：1,430円
（税抜価格1,300円）
内容量：300ml
入数：60（6×10）

901735 0244834

税込価格（税抜価格）

901735 0244524

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

4 1

通巻 5 8 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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今月のおすすめ商品（ひなまつり）

予約商品のご案内

Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉ パスタソースのはなし
Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉブランドのトマトピューレやパスタソースのサプライヤーであるテーレ・ディ・サンジョ
ルジオ（Ｔｅｒｒｅ ｄｉ Ｓａｎｇｉｏｒｇｉｏ）は、イタリア ピアチェンツァ州のゴッソレンゴという街の郊外で
1990年に設立されました。
シュタイナースクールで学んだ同社の創業者は高い志を持って有機農業に取り組み、自らの血
筋にあたる中世貴族がこの地域に所有していた約200ヘクタールの広大な土地で有機トマト
の栽培を始めました。そしてその理念を正しく受け継ぐ形でサンジョルジオ社はそれを加工す
る有機トマトソース工場を中心とした現在の姿へと発展を遂げて来たのです。

有機農業が盛んなイタリアで代表的な食材としてのイメージがあるトマトですが、実はイタリア
国内で栽培されている有機トマトは地域的にかなり限定的です。そうした中、サンジョルジオ社
の圃場があるこの地域は、南イタリアのプーリア州などと並んで、有名な産地となっています。

　

手巻き寿司 ツナサンド

【材料】
米 ････････････････････････････････････････････････････････ 適量
越前小京都のすし酢････････････････････ お米１合に対して30～35ml
お好みの具･････････････････････････････････････････････････ 適量
海苔 ･･････････････････････････････････････････････････････ 適量

【作り方】
①［酢飯の作り方］米1合に対して30～３５mlを炊いたご飯にそのまま混
ぜる。※お好みに合わせて量を加減してください。
②①の酢飯とお好みの具を海苔で巻いて出来上がり。

商品コード:120603
税込価格：648円
（税抜価格：600円）
内容量：全型10枚
入数：60(10×6）
賞味期間：10ヶ月

伝統的な静置発酵製法で丹念に発酵・熟成させた
純米酢、国内産の粗糖、海塩、昆布だしだけで仕上
げた、まろやかで香り華やかなすし酢。
商品コード:110409
税込価格：584円
（税抜価格：540円）
内容量：360ml
入数：12　賞味期間：１年

日本有数の産地、有明海産の海苔の中でも、
夜に摘まれた一番摘みの海苔です。

【作り方】
①パンはサンドイッチぐらいの厚さに切っておく。
②レタスは洗ってよく水気を切っておく。
③きゅうりは洗って千切りにし、水気を取っておく。
④ツナ缶をボウルにあけ、種を取り出し果肉をたたいておいた梅干しとマヨネーズを
入れよく混ぜる。お好みで胡椒を入れる。
⑤パンの片面にハイプラスマーガリンを塗り、②、③、④の具材を挟んで出来上がり。

国内の豊かな環境で育てられたニワトリたちの大切な有精卵
を使ったマヨネーズ。
商品コード:110566
税込価格：454円（税抜価格：420円）
内容量：300g　入数：10　
賞味期間：6ヶ月

【材料】(２人分)
食パン････････････････････････ ４枚
オーツナ･･････････････････････ １缶
レタス････････････････････････ ２枚
きゅうり･････････････････････1/2本
有精卵マヨネーズ･･･････････大さじ1
梅干し････････････････････････ １個
べに花ハイプラスマーガリン･････適量
胡椒 ･････････････････････････適量

一番搾りの高オレイン酸べに花油を主原料に素材
の持つおいしさを大切にした無香料、無着色、酸
化防止剤不使用のマーガリン。トランス脂肪酸の少
ない製法で作りました［約0.03ｇ／10ｇ］。部分水素
添加油脂不使用。

浜富海苔 焼海苔 磯味秀逸

【原材料】乾のり（有明海）

【原材料】米酢（米（国産））、砂糖、食塩、昆布だし

【原材料】食用植物油脂（なたね油、べに花油）（国内製造）、卵黄（鶏
卵（国産））、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料、（一部に卵・りんごを含む）

【原材料】食用植物油脂、食用精製加工油脂、発酵乳、全粉乳、クリーム、食塩／レシ
チン（大豆由来）

【原材料】はだか麦、
大豆、食塩

創健社 越前小京都のすし酢

創健社 有精卵マヨネーズ

創健社 べに花ハイプラスマーガリン

商品コード:101029
税込価格：346円（税抜価格：320円）
内容量：180g　入数：20　賞味期間：冷蔵9ヶ月

チョーコー 限定仕込長崎麦味噌2kg

商品コード：119068
税込価格：3,780円(税抜価格：3,500円)　内容量：2kg　入数：1
賞味期間：5か月（開栓後は冷蔵1～2ヶ月）

通常の仕込みではカナダ産大豆、並塩を使用しておりますが、本品は「厳選した」国内産
の丸大豆、はだか麦と天日塩を使用することにこだわりました。
限定された特別な原料を使用していることから「限定仕込」かつ「特醸」を謳っております。
熟成後に熱処理を加えていない「生」みそですので、風味と香りが生きており、自然な味わ
いが楽しめます。

ご注文締切 ： 3月15日　お届け予定日 ： 4月上旬より

有機トマトピューレー
バジル葉入り

商品コード：129904
税込価格：454円
（税抜価格420円）
内容量：350g
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆バジル

商品コード：129905
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

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
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆ナス

商品コード：129907
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆ズッキーニ

商品コード：129908
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

※麦みそは主に九州で好まれているスッキリとした味わいとほのかな甘味が特長のおみそになります。

【原材料】有機コーヒー豆（生豆生産国名：コロン
ビア、ペルー、他）

新商品のご案内

麻布タカノ 有機栽培珈琲プレミアムビーンズ中深煎り
有機栽培で育まれたコーヒー豆だけを使用したブレンドコーヒー豆です。エスプレッソマシーンにも対応したボディ感のある深いコクと
甘味のある適度な酸味が特徴です。

商品コード：080227　税込価格：972円（税抜価格：900円）
内容量：200g　入数：6　賞味期間：1年

有機トマト畑に囲まれた工場

収穫直前の有機トマト

右手がコンテナ左手が洗浄中の有機トマト

瓶にパックされた有機トマトピューレー

収穫の様子（右手が収穫機
左手がストックコンテナ）

この一帯はイタリアの最大河川であるポー川の沿岸周辺地域に位置し、肥沃な土壌と温暖な気候によってトマトを
始め穀物類や香味野菜などの栽培が盛んです。
しかしながら栽培に好適な環境であるとは言え、高品質のパスタソースの製造に必要な良質の有機トマトを安定
的に栽培することは決して簡単なことではありません。特に異常気象が常態的となった今日の環境変化に対応す
る為に、サンジョルジオ社のスタッフは成長サイクルの観察と研究に毎年多くの時間を費やしています。

パスタソースの製造に於いては、圃場に直結した工場に運び込まれた収穫直後の新鮮な有機トマトは直ちに加工
されます。先ずは高品質のトマトピューレが作られます。そして、それは各アイテムのレシピに従って調味料や具材
を加えた調理に使用されます。
コンピュータ制御されたシステムにより、原料から製品に至るロット毎の完全なトレーサビリティが確立され、同時に
加工工程の加熱温度や時間等もコントロールされています。さらにこうした管理は倉庫内での在庫品にも及び、完
成品のサンプル分析等が厳格に行われています。

サンジョルジオ社が製造するＧｉｒｏｌｏｍｏｎｉブランドのパスタソースはとても自然で優しい味がするとご好評を頂いて
います。勿論調理レシピ自体によるところもありますが、多くの同種製品が存在する中、他のメーカーではなかなか
真似ができない同社独自の方法による要素があります。

先ずは原料トマトについてですが、農作物として良質であるだけではなく その選別基準に同社のこだわりがありま
す。
普通であれば表面に若干の傷がついたものなどは加工用として使用することに問題はありませんが、サンジョルジ
オ社ではこれらを工場搬入時の目視手作業で選別し取り除いてしまい、結果的にトマトの素材感を十分に残しな
がらも滑らかで口あたりの良いピューレが出来上がります。ちなみに原料から取り除かれたものは全て圃場に戻さ
れて土壌を肥やす事につながっています。

さらに原料の選別基準には別の要素があります。パスタソースには完熟トマトが最も適しているように思われます
が、実はそれだけだと奥行きが感じられない平坦な仕上がりの味になってしまいます。トマトの加工品には適度な
酸味の要素も大切であり、これを加える為には一定割合の熟しきっていないトマトが原料に含まれている事が必要
なのです。

しかしながら収穫期に圃場から絶えず直に搬入される原料トマトに対して安定的にこのコントロールをする
事は容易なことではありません。さらに選別自体にも熟練した職人の目が必要となります。

又、加工の工程に於いても独自要素があります。
通常パスタソース製品の調理工程に於いては大鍋で仕掛品のトマトピューレに具材を加えて加熱し完成さ
せます。しかしながらサンジョルジオ社の製造工程では、調理の前段で大鍋を使う事は変わらないものの、そ
の次の段階で曲がりくねった形状のステンレス製のパイプを通しながら加熱して行きます。時間はかかります
がこうする事で全体に均一に火を入れる事が出来、なおかつ素材本来の風味や栄養素を損なうことなく優
しい味のパスタソースに仕上げる事が出来るのです。

オーガニック認証は当然ながらその基準に於いて厳格なものですが、一方でその適用を受ける側の理念ま
でを規定するものではありません。サンジョルジオ社の製品に対するこだわりは、コストや労力を惜しまない地
道な努力の上に成り立っているものであり、栽培や製造に於ける各種の規定の源にあるオーガニックの精神
が具現化した一つの形と言えるものです。
Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉが掲げる標語 「OLTRE IL BIOLOGICO」（オーガニックを越えて）とはまさにこうした努力の
積み重ねがあって実現できるものなのです。

961732 4640024

901735 0204304

901735 0202494

901735 0204234

974507 3081354

032891 7605508 032891 7605678 032891 7605748 032891 7606288 032891 7606358
967728 0310124
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今月のおすすめ商品（ひなまつり）

予約商品のご案内

Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉ パスタソースのはなし
Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉブランドのトマトピューレやパスタソースのサプライヤーであるテーレ・ディ・サンジョ
ルジオ（Ｔｅｒｒｅ ｄｉ Ｓａｎｇｉｏｒｇｉｏ）は、イタリア ピアチェンツァ州のゴッソレンゴという街の郊外で
1990年に設立されました。
シュタイナースクールで学んだ同社の創業者は高い志を持って有機農業に取り組み、自らの血
筋にあたる中世貴族がこの地域に所有していた約200ヘクタールの広大な土地で有機トマト
の栽培を始めました。そしてその理念を正しく受け継ぐ形でサンジョルジオ社はそれを加工す
る有機トマトソース工場を中心とした現在の姿へと発展を遂げて来たのです。

有機農業が盛んなイタリアで代表的な食材としてのイメージがあるトマトですが、実はイタリア
国内で栽培されている有機トマトは地域的にかなり限定的です。そうした中、サンジョルジオ社
の圃場があるこの地域は、南イタリアのプーリア州などと並んで、有名な産地となっています。

　

手巻き寿司 ツナサンド

【材料】
米 ････････････････････････････････････････････････････････ 適量
越前小京都のすし酢････････････････････ お米１合に対して30～35ml
お好みの具･････････････････････････････････････････････････ 適量
海苔 ･･････････････････････････････････････････････････････ 適量

【作り方】
①［酢飯の作り方］米1合に対して30～３５mlを炊いたご飯にそのまま混
ぜる。※お好みに合わせて量を加減してください。
②①の酢飯とお好みの具を海苔で巻いて出来上がり。

商品コード:120603
税込価格：648円
（税抜価格：600円）
内容量：全型10枚
入数：60(10×6）
賞味期間：10ヶ月

伝統的な静置発酵製法で丹念に発酵・熟成させた
純米酢、国内産の粗糖、海塩、昆布だしだけで仕上
げた、まろやかで香り華やかなすし酢。
商品コード:110409
税込価格：584円
（税抜価格：540円）
内容量：360ml
入数：12　賞味期間：１年

日本有数の産地、有明海産の海苔の中でも、
夜に摘まれた一番摘みの海苔です。

【作り方】
①パンはサンドイッチぐらいの厚さに切っておく。
②レタスは洗ってよく水気を切っておく。
③きゅうりは洗って千切りにし、水気を取っておく。
④ツナ缶をボウルにあけ、種を取り出し果肉をたたいておいた梅干しとマヨネーズを
入れよく混ぜる。お好みで胡椒を入れる。
⑤パンの片面にハイプラスマーガリンを塗り、②、③、④の具材を挟んで出来上がり。

国内の豊かな環境で育てられたニワトリたちの大切な有精卵
を使ったマヨネーズ。
商品コード:110566
税込価格：454円（税抜価格：420円）
内容量：300g　入数：10　
賞味期間：6ヶ月

【材料】(２人分)
食パン････････････････････････ ４枚
オーツナ･･････････････････････ １缶
レタス････････････････････････ ２枚
きゅうり･････････････････････1/2本
有精卵マヨネーズ･･･････････大さじ1
梅干し････････････････････････ １個
べに花ハイプラスマーガリン･････適量
胡椒 ･････････････････････････適量

一番搾りの高オレイン酸べに花油を主原料に素材
の持つおいしさを大切にした無香料、無着色、酸
化防止剤不使用のマーガリン。トランス脂肪酸の少
ない製法で作りました［約0.03ｇ／10ｇ］。部分水素
添加油脂不使用。

浜富海苔 焼海苔 磯味秀逸

【原材料】乾のり（有明海）

【原材料】米酢（米（国産））、砂糖、食塩、昆布だし

【原材料】食用植物油脂（なたね油、べに花油）（国内製造）、卵黄（鶏
卵（国産））、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料、（一部に卵・りんごを含む）

【原材料】食用植物油脂、食用精製加工油脂、発酵乳、全粉乳、クリーム、食塩／レシ
チン（大豆由来）

【原材料】はだか麦、
大豆、食塩

創健社 越前小京都のすし酢

創健社 有精卵マヨネーズ

創健社 べに花ハイプラスマーガリン

商品コード:101029
税込価格：346円（税抜価格：320円）
内容量：180g　入数：20　賞味期間：冷蔵9ヶ月

チョーコー 限定仕込長崎麦味噌2kg

商品コード：119068
税込価格：3,780円(税抜価格：3,500円)　内容量：2kg　入数：1
賞味期間：5か月（開栓後は冷蔵1～2ヶ月）

通常の仕込みではカナダ産大豆、並塩を使用しておりますが、本品は「厳選した」国内産
の丸大豆、はだか麦と天日塩を使用することにこだわりました。
限定された特別な原料を使用していることから「限定仕込」かつ「特醸」を謳っております。
熟成後に熱処理を加えていない「生」みそですので、風味と香りが生きており、自然な味わ
いが楽しめます。

ご注文締切 ： 3月15日　お届け予定日 ： 4月上旬より

有機トマトピューレー
バジル葉入り

商品コード：129904
税込価格：454円
（税抜価格420円）
内容量：350g
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆バジル

商品コード：129905
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

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
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆ナス

商品コード：129907
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

有機パスタソース
トマト＆ズッキーニ

商品コード：129908
税込価格：638円
（税抜価格590円）
内容量：300g
入数：12
賞味期間：1080日

※麦みそは主に九州で好まれているスッキリとした味わいとほのかな甘味が特長のおみそになります。

【原材料】有機コーヒー豆（生豆生産国名：コロン
ビア、ペルー、他）

新商品のご案内

麻布タカノ 有機栽培珈琲プレミアムビーンズ中深煎り
有機栽培で育まれたコーヒー豆だけを使用したブレンドコーヒー豆です。エスプレッソマシーンにも対応したボディ感のある深いコクと
甘味のある適度な酸味が特徴です。

商品コード：080227　税込価格：972円（税抜価格：900円）
内容量：200g　入数：6　賞味期間：1年

有機トマト畑に囲まれた工場

収穫直前の有機トマト

右手がコンテナ左手が洗浄中の有機トマト

瓶にパックされた有機トマトピューレー

収穫の様子（右手が収穫機
左手がストックコンテナ）

この一帯はイタリアの最大河川であるポー川の沿岸周辺地域に位置し、肥沃な土壌と温暖な気候によってトマトを
始め穀物類や香味野菜などの栽培が盛んです。
しかしながら栽培に好適な環境であるとは言え、高品質のパスタソースの製造に必要な良質の有機トマトを安定
的に栽培することは決して簡単なことではありません。特に異常気象が常態的となった今日の環境変化に対応す
る為に、サンジョルジオ社のスタッフは成長サイクルの観察と研究に毎年多くの時間を費やしています。

パスタソースの製造に於いては、圃場に直結した工場に運び込まれた収穫直後の新鮮な有機トマトは直ちに加工
されます。先ずは高品質のトマトピューレが作られます。そして、それは各アイテムのレシピに従って調味料や具材
を加えた調理に使用されます。
コンピュータ制御されたシステムにより、原料から製品に至るロット毎の完全なトレーサビリティが確立され、同時に
加工工程の加熱温度や時間等もコントロールされています。さらにこうした管理は倉庫内での在庫品にも及び、完
成品のサンプル分析等が厳格に行われています。

サンジョルジオ社が製造するＧｉｒｏｌｏｍｏｎｉブランドのパスタソースはとても自然で優しい味がするとご好評を頂いて
います。勿論調理レシピ自体によるところもありますが、多くの同種製品が存在する中、他のメーカーではなかなか
真似ができない同社独自の方法による要素があります。

先ずは原料トマトについてですが、農作物として良質であるだけではなく その選別基準に同社のこだわりがありま
す。
普通であれば表面に若干の傷がついたものなどは加工用として使用することに問題はありませんが、サンジョルジ
オ社ではこれらを工場搬入時の目視手作業で選別し取り除いてしまい、結果的にトマトの素材感を十分に残しな
がらも滑らかで口あたりの良いピューレが出来上がります。ちなみに原料から取り除かれたものは全て圃場に戻さ
れて土壌を肥やす事につながっています。

さらに原料の選別基準には別の要素があります。パスタソースには完熟トマトが最も適しているように思われます
が、実はそれだけだと奥行きが感じられない平坦な仕上がりの味になってしまいます。トマトの加工品には適度な
酸味の要素も大切であり、これを加える為には一定割合の熟しきっていないトマトが原料に含まれている事が必要
なのです。

しかしながら収穫期に圃場から絶えず直に搬入される原料トマトに対して安定的にこのコントロールをする
事は容易なことではありません。さらに選別自体にも熟練した職人の目が必要となります。

又、加工の工程に於いても独自要素があります。
通常パスタソース製品の調理工程に於いては大鍋で仕掛品のトマトピューレに具材を加えて加熱し完成さ
せます。しかしながらサンジョルジオ社の製造工程では、調理の前段で大鍋を使う事は変わらないものの、そ
の次の段階で曲がりくねった形状のステンレス製のパイプを通しながら加熱して行きます。時間はかかります
がこうする事で全体に均一に火を入れる事が出来、なおかつ素材本来の風味や栄養素を損なうことなく優
しい味のパスタソースに仕上げる事が出来るのです。

オーガニック認証は当然ながらその基準に於いて厳格なものですが、一方でその適用を受ける側の理念ま
でを規定するものではありません。サンジョルジオ社の製品に対するこだわりは、コストや労力を惜しまない地
道な努力の上に成り立っているものであり、栽培や製造に於ける各種の規定の源にあるオーガニックの精神
が具現化した一つの形と言えるものです。
Ｇｉｒｏｌｏｍｏｎｉが掲げる標語 「OLTRE IL BIOLOGICO」（オーガニックを越えて）とはまさにこうした努力の
積み重ねがあって実現できるものなのです。

961732 4640024

901735 0204304

901735 0202494

901735 0204234

974507 3081354

032891 7605508 032891 7605678 032891 7605748 032891 7606288 032891 7606358
967728 0310124
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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎東京フード
　気になるトマトカレー甘口（フレーク） 130g（商品コード110930）
税込価格（税抜価格）：旧）411円（380円）→新）422円（390円）
　気になるトマトカレー中辛（フレーク） 130g（商品コード110931）
税込価格（税抜価格）：旧）411円（380円）→新）422円（390円）
原料の高騰、燃料高に伴う袋やフィルムなど包材費の上昇、輸送費の上昇と、製造コストの増大の
ため価格が変更になります。4月1日より
◎はつゆき屋 鹿児島の麦みそ 1kg（商品コード111080）
原材料、包装資材及び輸送コストの度重なる値上げのため価格が変更になります。
税込価格（税抜価格）：旧）886円（820円）→新）975円（902円）　4月1日より
◎金沢錦
　加賀じぶ煮 130g（商品コード121822）（冷蔵） 旧）530円（490円）→新）551円（510円）
　たらこ昆布煮 90g（商品コード121823）（冷蔵） 旧）378円（350円）→新）389円（360円）
　いいだこと里芋の煮付 120g（商品コード121820）（冷蔵） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　ぶり大根 100g（商品コード121825）（冷蔵） 旧）335円（310円）→新）357円（330円）
　能登産焼さば味噌煮 140g（商品コード121821）（冷蔵） 旧）400円（370円）→新）465円（430円）
　五郎島金時ぽてと 130g（商品コード121829）（冷蔵） 旧）454円（420円）→新）476円（440円）
　ごぼうのそぼろ煮 120g（商品コード121826）（冷蔵） 旧）454円（420円）→新）476円（440円）
　天然ぶりかま 1切（商品コード121824）（冷蔵） 旧）562円（520円）→新）605円（560円）
　輪島産茎わかめ 90g（商品コード121828）（冷蔵） 旧）357円（330円）→新）389円（360円）
　小あじマリネ 140g（商品コード121835）（冷凍）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）497円（460円）
　若さぎマリネ 140g（商品コード121849）（冷凍）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）821円（760円）
　能登がきマリネ 140g（商品コード121837）（冷凍）〈直送〉 旧）540円（500円）→新）616円（570円）
　能登だこマリネ 140g（商品コード121838）（冷凍）〈直送〉 旧）584円（540円）→新）821円（760円）
　能登さばマリネ 140g（商品コード121850）（冷凍）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）594円（550円）
　ほたるいかマリネ 140g（商品コード121836）（冷凍）〈直送〉 旧）497円（460円）→新）605円（560円）
原材料や燃料、包装資材の高騰により製造コストが増大しているため価格が変更になります。4月1日
より
◎アリモト
　玄米このは うす塩味 80ｇ（商品コード160284） 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
　玄米このは しょうゆ味 80g（商品コード160486）〈直送〉 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
　玄米このは プレーン 80g（商品コード160487）〈直送〉 旧）281円（260円）→新）303円（280円）
原料費ならびに人件費の高騰、加えて運送費の大幅な値上げのため価格が変更になります。2月1
日より
価格・商品コード・JANコード変更
◎ハーバー研究所
　マービー ストロベリージャム スティック 13g×35（商品コード122226）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）875円（810円）→新）951円（880円）
JANコード：旧）4534551012190→新）4534551013296
　マービー マーマレード スティック 13g×35（商品コード122227）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）875円（810円）→新）951円（880円）
JANコード：旧）4534551012206→新）4534551013302
　マービー ブルーベリージャム スティック 13g×35（商品コード121971）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）1005円（930円）→新）1134円（1,050円）
JANコード：旧）4534551012213→新）4534551013319
　マービー あんずジャム スティック 13g×35（商品コード122225）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）908円（840円）→新）1,005円（930円）
JANコード：旧）4534551012220→新）4534551013326
　マービー りんごジャム スティック 13g×35（商品コード122228）〈直送〉
税込価格（税抜価格）：旧）908円（840円）→新）1,005円（930円）
JANコード：旧）4534551012237→新）4534551013333
原材料、包装資材価格、輸送コスト及び人件費等、製造コストの上昇のため価格が変更になります。
それに伴い、商品コード、JANコードが変更になります。新商品コードは営業担当までお問合せくださ
い。3月23日メーカー出荷分より
表示変更
◎創健社 べに花ハイプラスマーガリン 370g（商品コード101027）（冷蔵）　2月上旬以降

　べに花ハイプラスマーガリン 180g（商品コード101029）（冷蔵）　3月上旬以降
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。〇一括表
示：・原料原産地表示の追記。・保存方法の表示方法の一部。他
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）
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。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。・国産
原料100％マークを追加。他　3月製造・入荷分より
◎創健社 国内産小麦100％使用 ショートパスタ 300g（商品コード140301）　3月上旬以降

　国内産小麦100％使用 ロングパスタ 300g（商品コード140305）　変更済
表示の一部が変更になります。〇一括表示：・「小麦粉（小麦（国産））」の原料原産地表示の追
記。・保存方法の表示方法の一部。・国産原料100％マークを追加。他
◎創健社 国産野菜の五目ちらし寿司 150g（商品コード120669）
表示の一部が変更になります。〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・原材料名の表示方法の
一部。※表示方法の変更で、原材料及び配合比に変更はありません。・保存方法の表示方法の一
部。他　3月中旬より
◎創健社 三穀deパスタ 180g（商品コード140120）
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・原材料名
の表示方法の一部。※原材料及び配合比に変更はありません。・保存方法の表示方法の一部。・会
社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。他　3月中旬以降
◎北海道製菓 北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
裏面ラベルにコンタミ表記が追加になります。2月製造分より
◎信栄 九州産椎茸 香信 80g（商品コード150636）
日本食品標準成分表が改訂されたため、栄養成分表示が変更になります。メーカー3月出荷分より
◎ファイン しじみスープ 156g（13g×12袋）（商品コード121583）

　玄米スープ 180g（15g×12袋）（商品コード121585）
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した。変更済
◎ファイン メタ・コーヒー 1.1g×60包（商品コード050540）〈直送〉
表示の一部が変更になります。〈変更点〉・パッケージ商品名に®を追加。・商品サイトQRコードの変
更。変更済
◎山忠わさび ヤマチュウ コチュジャン辛口 43g（商品コード110708）
表示の一部が変更になります。○一括表示：・原料原産地表示追加。・製造者を加工者へ変更。変
更済
◎播磨園 有機三年番茶 180g（商品コード080455）

　有機三年番茶 400g（商品コード080456）
表示の一部が変更になります。・有機JASマーク下の「日本農林規格登録認定機関」の文言を削
除。・一括表示上部（枠外）に商品名を追記。変更済
◎菱和園
　農薬を使わずに育てた紅茶 ティーバッグ 44g（2.2g×20）（商品コード080282） 1月下旬以降メーカー出荷分より
　農薬を使わずに育てた紅茶 リーフ 100g（商品コード080283）　変更済
　国内産どくだみ茶 ティーバッグ 75g（5g×15袋）（商品コード080298）　2月中旬以降メーカー出荷分より
表示の一部が変更になります。〈主な変更点〉・栄養成分表示
◎東京フード 生おろし生姜 40g（商品コード110944）　　　　1月下旬

　国産生おろしわさび 40g（商品コード110942）　2月中旬
表示の一部が変更になります。○一括表示及び側面：・原料原産地表示追加及び変更。

◎キング製菓 ブランクッキー 80g（商品コード161335）
　チーズブランクッキー 80g（商品コード161337）
　うの花クッキー 80g（商品コード161718）

表示の一部が変更になります。・栄養成分表示の「表示値は目安です」を削除。1月製造分より
◎マルサンアイ 有機栽培大豆使用 豆漿 1000ml（商品コード090325）　2月下旬～3月上旬

　有機栽培大豆使用 豆漿 200ml（商品コード090804）　  2月上旬～下旬
　麦芽豆漿 200ml（商品コード090810）　　　　　　　　3月中旬～下旬
　青汁豆漿 200ml（商品コード090806）　　　　　　　　3月中旬～下旬

表示の一部が変更になります。・原料原産地表示を追加。・注意表記を変更。
◎チョーコー醤油 長崎麦みそ 500g（商品コード110022）
表示の一部が変更になります。・はだか麦の原料原産地「国産」追加。・大豆の「遺伝子組換えでな
い」削除→枠外へ「大豆は遺伝子組換えの混入を防ぐ為、分別」の文言追加。他　3月製造分より
◎丸島醤油 かつおだしの素 10g×10（商品コード260082）
表示の一部が変更になります。・原料原産地表示制度に伴う一括表示内の原材料名表記。・文言
一部。3月頃
◎笛木醤油 金笛 丸大豆しょうゆ 1リットル（商品コード110109）

　金笛 彩の花 600ml（商品コード110088）〈直送〉
　金笛 有機丸大豆醤油 600ml（商品コード110108）〈直送〉

表示の一部が変更になります。○一括表示：原料原産地表示の追加。4月製造分より
◎笛木醤油 金笛 丸大豆醤油 1.8リットル（商品コード111041）〈直送〉
表示の一部が変更になります。○一括表示：原料原産地表示の追加。・栄養成分表示、賞味期限
シール貼付から、ラベル印刷に変更。4月製造分より
包装・表示変更
◎笛木醤油 金笛醤油（濃口） 1.8リットル（商品コード110113）
表示の一部が変更になります。また、ビン全体を袋で包んでいましたが、プラスチックごみを減らすた
め廃止します。・一括表示：原料原産地表示の追加。・栄養成分表示、賞味期限シール貼付から、ラ
ベル印刷に変更。4月製造分より
◎純正食品マルシマ 本枯れ和風だし 顆粒 8g×24（商品コード260184）〈直送〉
プラスチックゴミ削減のためシュリンク包装無し（留めシール貼り）に変更になります。3月製造分より
ケース入数変更
◎純正食品マルシマ 生姜でごはん 70g（商品コード260167）
ケースがダンボール入りからボールケースバンド留めに変更になりました。それに伴いケース入数が
60から10に変更になります。変更済
賞味期間変更
◎サンヘルス 生姜シロップ 275ml（商品コード090495）
食品ロス削減の観点から試験を実施し、賞味期間を延長しました。賞味期間：旧）540日→新）720日
　メーカー1月中旬以降出荷分より
パッケージデザイン変更
◎新札幌乳業 手づくりカマンベールチーズ 135g（商品コード124125）（冷蔵）
箱表面左上の「ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト 優秀賞」マークが削除になります。3月製
造分より
ダンボールデザイン変更
◎USOUQ デーツクラウン ドライデーツ クナイジ種 250g（商品コード161577）

　デーツクラウン ドライデーツ クナイジ種 500g（商品コード161578）
ダンボールのデザインが変更になります。順次
裏面ラベル背景色変更
◎フジミツ お魚ソーセージ 40g×3本入（商品コード121728）（冷蔵）〈直送〉
類似商品との貼り間違え防止のため裏表示ラベルの背景色が白色から黄色に変更になりました。原
材料など内容の変更はありません。変更済

再開のお知らせ
◎創健社 LFPラッピング ビックアーモンドチョコ 400g（商品コード160961）（数量限定）
ビックアーモンドチョコのラッピング商品が出荷できるようになりました。現在庫が無くなり次第終売にな
ります。

欠品のお知らせ
◎創健社 国内産小麦 全粒粉 300g（商品コード130496）
現在庫無くなり次第欠品になります。入荷予定日は未定です。
◎富士食品 ハイルテインプラス 10.95ｇ（365ｍｇ×30粒）（商品コード050255）
メーカーにて長期欠品しております。次回入荷予定日は未定です。

休止のお知らせ
◎マルサンアイ
　ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）（秋冬限定）
　ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ 600g（商品コード110572）（秋冬限定）
　あっさり醤油味の寄せ鍋スープ 600g（商品コード110056）（秋冬限定）
　コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ 600g（商品コード110066）（秋冬限定）
　野菜がおいしいとり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎アスプルンド ViVANI オーガニックダークチョコレート アーモンド 100g（商品コード167046）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎アスプルンド ViVANI 
　ウィンターチョコレート 100g（商品コード167032）（秋冬限定）
　オーガニックダーククッキングチョコレート 200g（商品コード167055）（秋冬限定）
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
◎笛木醤油 金笛江戸蔵（埼玉県産） 600ml（商品コード110087）〈直送〉

　金笛本がえし 600ml（商品コード110442）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。 
◎ココウェル 有機ココナッツファイバー 250g（商品コード130397）
メーカーにて終売になります。3月メーカー出荷分より中身は変更ありませんが、商品名、価格、内容
量、JANコード、パッケージデザインが変更になったリニューアル品が発売されます。
◎太田油脂 大袋かりんとリング 16g×20袋（商品コード162143）
3月末頃メーカーにて終売になります。
◎ミナト製薬 減肥くわ青汁 120g（2g×60袋）（商品コード050486）
メーカー都合により終売になりました。
◎フェイス・ジャパン ゴティエ130 500ml（商品コード090503）〈直送〉
◎ゼンケン ナチュラルバス ZＮＢ-20 20個入（商品コード191280）〈直送〉
メーカー在庫無くなり次第終売になります。

3月のカレンダー2月のカレンダー
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メイシーちゃん™のおきにいり
チャーリーのだいぼうけん

“国産うるち米＆小松菜使用・
野菜コンソメ味・

食べきりサイズの4連パック”

【原材料】うるち米（国産）、植物油脂［パーム油（マレーシ
ア他海外）］、コンソメ風味調味料［砂糖（国産）、デキストリ
ン（国産）、酵母エキス（フランス、国産）］、食塩（国産）、粉
末野菜調味料（国産）、胡麻パウダー（国産）、白菜パウ
ダー（国産）、人参パウダー（国産）、香辛料（国産他海
外）］、小松菜パウダー（国産）、食塩（国産）

ご好評のメイシーちゃん™のおきにいりの4連パッ
ク品に新しい仲間が加わります。
メイシーちゃん™のお友達、ワニのチャーリーをイ
メージしたワニの形をしたスナックです。
国産うるち米に国産小松菜のパウダーをブレンド
し、香ばしいパフにしました。
サクッとした食感の野菜コンソメ味です。
食べきりサイズの9ｇ×4連パックですので、お子さ
まに分けてあたえたり、小腹がすいた時の軽食な
ど、さまざまな用途でお召し上がりいただけます。

新発売

チャーリーのだいぼうけん
商品コード：161586　
税込価格：281円（税抜価格260円）
内容量：9g×4　入数：12　
発注単位：6　賞味期間：240日

housshu !（ハウッシュ！） “塩素・香料・アルコール不使用、
手軽に抗菌・消臭”新発売

【原材料】複合アミノ酸、植
物抽出液、穀物抽出液、
ショ糖脂肪酸エステル、ク
エン酸、エチドロン酸、精
製水

おすすめ①　植物が主原料
植物を主原料とし、無香料・ノンアルコールタイプの抗菌・消臭・抗ウィルス剤。簡
単に噴霧するだけのスプレータイプですのでご家庭の衛生対策におすすめです。
介護福祉施設でも使われています。
おすすめ②　塩素・香料・アルコール不使用
一般的な抗菌・抗ウイルス剤に使われている塩素を使用せず、複合アミノ酸、植物
抽出液、穀物抽出液が主成分です。アルコールや香料を使用せず、中性・無色・
透明・無臭の液体です。
おすすめ③　消臭・抗菌
消臭・抗菌したいところに直接スプレーするか、布やティッシュペーパー等に含ませ
て拭いても同じ効果が得られます。拭き取りは不要です。強い浸透力でしみこんだ
ニオイにも消臭効果があります。生ごみ・たばこ・トイレ・ペットなどニオイが気になる
所にご使用下さい。また、ホルムアルデヒドの分解・除去にもお使いいただけます。 ※画像は開発中のものです。

長年ご愛顧をいただいております「ディフェンダーNTS」が商品内容はそのままに、より親しみやすいデザインに生
まれ変わります。名前もhousshu!（ハウッシュ！）とあらためますので引き続きよろしくお願いいたします。

housshu!
（ハウッシュ！）
商品コード：191050
税込価格：1,430円
（税抜価格1,300円）
内容量：300ml
入数：60（6×10）

901735 0244834

税込価格（税抜価格）

901735 0244524
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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。
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