
純粋カメリナはちみつ “カナダケベック州産・カメリナサティバの
花から採れた希少な味わい”新発売

【原材料】カメリナ蜂蜜（カナダ）

【原材料】食用カメリナ油
［カメリナ種子（カナダ）］
（国内製造）※画像は開発中のものです。

ご好評のカメリナオイルの姉妹品として、カナダケベック州の同じ農場で育てられたカメリナから採
れた蜂蜜をお届けいたします。カメリナサティバ（アブラナ科）の黄色い花の蜜をミツバチが採取
して作られたカナダ産の純粋蜂蜜です。
カメリナの蜂蜜はカナダ国内でもそれほど出回っていないものですが、カメリナオイルのご縁で日
本でも販売させてもらうことになりました。フローラルな蜂蜜ですので、口の中で香りがふわっと広
がる花の香りが特長です。
パンケーキなどのデザートやフレーバーティーの甘味付けなどいろいろとお使いいただけます。

純粋カメリナはちみつ
商品コード：060094
税込価格：1,998円
（税抜価格1,850円）
内容量：250g
入数：12
賞味期間：720日

【当社カメリナ商品】
カメリナオイル
商品コード：100237
税込価格：1,782円
（税抜価格1,650円）
内容量：170g
入数：10
賞味期間：360日

巣箱

　メイシーちゃん（TM）のおきにいり ぶどうのゼリー 8個（商品コード161516）
商品コード：旧）161516→新）161588、JANコード：旧）4901735019618→新）4901735024599
原材料の増粘剤にローカストビーンガムを使用しておりますが、原料豆価格が主産地のモロッコにお
いて天候要因による収穫減及び中国等による需要増の影響で大幅に高騰しております。また、国産
果汁及び砂糖などの他原料及び包装資材の価格も増大しているため、内容量が変更になります。
それに伴い、商品コード、価格、内容量、入数、JANコード、商品サイズ、発注単位が変更になります。
〈共通変更点〉内容量：旧）8個→新）6個、入数：旧）12→新）16、税込価格（税抜価格）：旧）265円
（245円）→新）281円（260円）、商品サイズ（mm）：旧）30×170×220→新）30×170×205、発注単位：
旧）6→新）8　4月製造分より

表示変更
◎創健社
　有機ノンフライ塩ラーメン 110g（商品コード140763）　　3月以降
　有機ノンフライ味噌ラーメン 121g（商品コード140762）　3月以降
　有機ノンフライ醤油ラーメン 110g（商品コード140761）　6月以降
原材料のリニューアルに伴い、表示の一部が変更になります。
○一括表示：・原材料配合の一部変更に伴う原材料表示、・塩のみ：アレルゲン表示「鶏肉」の追記。・
栄養成分表示数値。・バイオマスマークを追記。（商品パッケージフィルムの一部に植物由来の原料を
使用）・商品特長説明文の一部等・商品パッケージフィルムの厚さ：旧）70ミクロン→新）50ミクロン
◎創健社 有機しらたき 200g（商品コード120528）
原料こんにゃく芋の産地拡大に伴い、表示の一部が変更になります。
〇一括表示：・原材料名の表示方法の一部：旧）水酸化カルシウム→新）水酸化カルシウム（こん
にゃく用凝固剤）。※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。・原料こんにゃく
芋の産地拡大による表示：旧）群馬県赤城高原産→新）群馬県産。・商品特長説明文の一部。・
「商品ブランド情報はこちら」のQRコードを追記。・環境対応インキへ変更。「バイオマスインキ10」を
追加。他　3月上旬以降
◎創健社 発酵豆乳入りマーガリン 160g（商品コード101030）（冷蔵）
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。・原材料名の表示方法の一部：旧）食用植物油脂、食用
精製加工油脂、発酵豆乳、食塩／レシチン（大豆由来）、酸化防止剤（トコトリエノール）→新）食用
植物油脂（国内製造）、食用精製加工油脂、発酵豆乳（大豆を含む）、食塩／レシチン（大豆由来）、
酸化防止剤（トコトリエノール）。※表示方法の変更で、原材料名及び配合比に変更はありません。
・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・商品特長説明文の一部。他　4月上旬以降
◎創健社 とろろうどん 330g（110g×3）（商品コード140118）
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が変更になります。併せて他表示の一
部も変更になります。
〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・商品特長説明
文の一部他　4月上旬以降
◎創健社 五穀ドライワッフル 8枚（商品コード160415）
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。併せて他
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。・創健社漢字ロゴを追
加。・商品特長説明文の一部。他　4月上旬以降
◎創健社 黒米（スティック分包） 18g×15包（商品コード130213）
「玄米及び精米の表示」に関する食品表示基準の一部改正に伴い、表示の一部が変更になります。
〇一括表示：・「調製年月日」→「調製時期」。※これに伴い、印字内容を年月日表示から年月旬表示
に変更：例）2022.02.07→2022年2月上旬。・環境対応インキ表示：「バイオマス10」。・「調製時期と
は？」へ変更、及び表示場所。他　3月下旬以降
◎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。変更済
◎アルプス
　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）
　コンコードストレートジュース 1リットル（商品コード090568）〈直送〉
　ナイアガラストレートジュース 1リットル（商品コード090569）〈直送〉
　信州リンゴジュース 1リットル（商品コード099917）〈直送〉
・原材料原産地の表示。・栄養成分表示が変更になります。順次
◎チョーコー醤油 だしの素 こいいろ 1リットル（商品コード110453）
表示の一部が変更になります。
・遺伝子組換えの任意表示の文言。・製造所「大村工場」の文言削除。・リサイクルマーク（ペット
マーク・プラマーク）の寸法・記載位置。4月頃
◎チョーコー醤油
　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）〈直送〉
　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）〈直送〉
・遺伝子組換えの任意表示の文言。・製造所製造工場名の削除。2月～4月頃
　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）〈直送〉
　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）〈直送〉
・遺伝子組換えの任意表示の文言。4月頃
◎サンコー
　カリポテスナック 50g（商品コード530545）〈直送〉　 3月中旬頃
　カリポテミニ 7g×11袋（商品コード530777）〈直送〉　3月中旬頃
　豆乳どーなっつ 72g（商品コード530753）〈直送〉　　 3月中旬から4月上旬頃
表示の一部が変更になります。

表示・原材料変更
◎創健社 ふりかけ45 32g（商品コード120246）
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が変更になります。併せて原材料の一
部変更に伴う表示変更、及び他表示の一部について変更になります。・栄養成分表示の数値を更
新。・環境対応インキの表記を「バイオマスインキ10」へ変更。他　4月上旬以降
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり のりとたまごのふりかけ 28g（商品コード120807）
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が変更になります。併せて原材料の一
部変更に伴う表示変更、及び他表示の一部について変更になります。・栄養成分表示の数値を更
新。・保存方法の表示方法の一部。他　4月上旬以降

賞味期間変更
◎マルシマ 国産大豆そぼろのベジ辛醤 80g（40g×2）（商品コード260151）
賞味期間を延長しても品質の保証ができると判断し、食品ロス削減を目指して賞味期間が延長にな
ります。
賞味期間：旧）180日→新）240日　2月中旬頃

◎サンコー 小粒水ようかん 16g×12（商品コード530778）〈直送〉
賞味期間が延長になります。
賞味期間：旧）150日→新）180日　4月初旬販売再開時

再開のお知らせ
◎たかくら新産業 マヌカハニー＋ハーブキャンディー 70g（商品コード161576）
数量限定で再開しました。再開品より、中に練りこまれている、粉末ハーブの形状をより微細にし、飴
自体の大きさが一回り大きく変更になりました。パッケージ、原材料、JANなどの変更はありません。

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ダイストマト缶 400g（商品コード121509）
コンテナ不足の影響により、輸入遅れが発生し、欠品になっております。次回入荷は3月中旬～下旬
の予定です。
◎創健社
　ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
　ポテトチップス うす塩味 60g（商品コード160452）
　ポテトチップス バターしょうゆ味 60g（商品コード160453）
　ポテトチップス 野菜コンソメ味 60g（商品コード160454）
　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）
大手外食チェーンのフライドポテト不足報道により、ポテトチップスを始めとするジャガイモスナック菓
子の需要が増加しているため、原料である国内産ジャガイモが、今年度産の新物の収穫が始まるま
での調達量が不足する可能性があります。4月～6月にかけてのジャガイモの端境期に製造量を減
産せざるを得ない状況になり、十分な量の商品の供給ができない可能性があります。なお、ノンソルト
ポテトチップスのみ北海道産のジャガイモを限定使用しておりますが、例年通り端境期は販売休止と
させて頂きますが、販売状況により、端境期前に原料不足となる可能性がございます。

休止のお知らせ
◎マルサンアイ
　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）
　ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）（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）
　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）
　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）
◎小泉食品 LLおでん 400g（商品コード120445）（秋冬限定）
◎日東醸造 寄せ鍋つゆ 600g（商品コード110573）（秋冬限定）

チゲ鍋つゆ 600g（商品コード110574）（秋冬限定）
旨塩麹鍋つゆの素 600g（商品コード110575）（秋冬限定）

◎まるやま農場 やわらかほしいも 150g（商品コード160904）（秋冬限定）
◎東京フード まろやかおでんの素 66g（16.5g×4袋）（商品コード110960）（秋冬限定）
◎チョーコー醤油 九州だし寄せ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119969）（秋冬限定）

香り立つゆず鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119970）（秋冬限定）
◎ジャフマック おでん（2人前） 600g（固形量300g）（商品コード121789）（秋冬限定）
◎アスプルンド ViVANI
　オーガニックダークチョコレート オレンジ 100g（商品コード167001）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレート クランベリー 100g（商品コード167003）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 99％ 80g（商品コード167037）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 92％ 80g（商品コード167028）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレート 75％ 80g（商品コード167029）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 100％ 80g（商品コード167061）（秋冬限定）
　オーガニックライスミルクチョコレートバー アーモンドオレンジ 35g（商品コード167024）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレートバー ブラックチェリー 35g（商品コード167025）（秋冬限定）
　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）
　ダークミルクチョコレート 50％ 80g（商品コード167030）（秋冬限定）
　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）
　オーガニックダークアーモンドチョコレート キャラメルクリスプ 80g（商品コード167062）（秋冬限定）
　オーガニックチョコレートバー クランチーココナッツ 35g（商品コード167063）（秋冬限定）
　オーガニックチョコレートバー ダーク&クリーミー 35g（商品コード167064）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎創健社 しじみの浅煮 150g（商品コード120122）
主原料の中国産しじみが、中国の国策による禁漁等の影響で輸入が滞り、新たな原料確保が困難
なため現在庫無くなり次第休止になります。再開時期は未定です。
◎創健社 和歌山産有機みかん 10kg（商品コード421040）〈直送〉

和歌山有機みかん 5kg（商品コード421066）〈直送〉
今季分完売しましたので休止になりました。
◎東明 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〉
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〉
小かぶ漬 200g（商品コード122527）（冷蔵）〈直送〉

3月6日メーカー出荷分で休止になります。
◎東明 本格なます 200g（商品コード123221）（冷蔵）〈直送〉
3月31日メーカー出荷分で休止になります。 

終売のお知らせ
◎創健社 ディフェンダーNTS 無香料・ノンアルコール 300ml（商品コード191032）
終売になりました。より親しみやすい商品名とパッケージデザインに変更した、ハウッシュ！抗菌・消臭・
抗ウイルススプレー（無香料・ノンアルコール） 300ml（商品コード191050）を発売いたしました。（創健
社ニュース前号（2022年2月号）に掲載）従来のスプレーノズルから小さいスプレーノズルに変更し、
持ちやすくなりました。中身の変更はありません。
◎マルヤス食品 トコゼリーギフト 130g×12（商品コード160743）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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今月のおすすめ商品（ドライフルーツ）

【原材料】プルーン（アメリカ）
【原材料】有機プルーン
［西洋すもも（アメリカ）］

【原材料】有機くるみ（アメリカ）
【原材料】有機レーズン　
原産国名：アメリカ

【原材料】カシス（ニュージーランド）、甜菜糖、甜菜糖液糖

【原材料】デーツ：なつめやしの実（アラブ首長国連邦）

カリフォルニアプルーン 有機栽培種ぬきプルーン

有機栽培くるみ 有機栽培レーズン 

ジャフマック 醗酵カシス粒

醗酵カシス（果実）

デーツクラウン 
ドライデーツ クナイジ種

商品コード：160844
税込価格：303円
（税抜価格：280円）
内容量：150g
ケース入数：60
ボール入数：10
賞味期間：360日

商品コード：161851
税込価格：616円
（税抜価格：570円）
内容量：110g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：161852
税込価格：605円
（税抜価格：560円）
内容量：45g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：161854
税込価格：465円
（税抜価格：430円）
内容量：120g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：160550
税込価格：908円
（税抜価格：840円）
内容量：100g
入数：20
賞味期間：360日

商品コード：161156
税込価格：497円
（税抜価格：460円）
内容量：45g
入数：50
ボール入数：5
賞味期間：360日

商品コード：161577
税込価格：638円
（税抜価格：590円）
内容量：250g
入数：20
賞味期間：540日

商品コード：161578
税込価格：1,145円
（税抜価格：1,060円）
内容量：500g
入数：14
賞味期間：540日

米国カリフォルニア州で太陽の恵みをいっぱい浴びたプルー
ンです。やさしい酸味と甘みがお楽しみ頂けます。（種付）

有機栽培されたプルーン
をオイルコーティングせず
に乾燥させました。

ビタミンＥ・葉酸・ビタミンＢ₁を豊富に含むだけでなくオレイ
ン酸、α‐リノレン酸などの脂肪酸もバランスよく含まれてい
ます。毎日の食生活に取り入れたいナッツです。

アメリカ産の有機ぶどうを使用し、おいしさを
ギュッと凝縮しました。
有機レーズンならではの甘味と程よい酸味をお
楽しみいただけます。

ニュージーランドの強烈な紫外
線の中で育ったカシスを100%
使用し、おいしい発酵食品にし
ました。

数百種のデーツの中でも、濃
厚な甘さと柔らかさが特長の
アラブ原産のデーツです。

　杏仁デザート 200g（商品コード160503）〈直送〉 旧）238円（220円）→新）249円（230円）
　トコゼリーギフト 3個入 
　130g×3個（商品コード160736）〈直送〉 旧）616円（570円）→新）648円（600円）
　トコゼリーギフト 4個入 
　130g×4個（商品コード160732）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）918円（850円）
　トコゼリーギフト 6個入 
　130g×6個（商品コード160737）〈直送〉 旧）1,242円（1,150円）→新）1,318円（1,220円）
　トコゼリーギフト 8個入 
　130g×8個（商品コード160738） 旧）1,620円（1,500円）→新）1,728円（1,600円）
　トコゼリーギフト 16個入 
　130g×16個（商品コード160739） 旧）3,186円（2,950円）→新）3,402円（3,150円）
　トコゼリーギフト 18個入 
　130g×18個（商品コード160741）〈直送〉 旧）3,834円（3,550円）→新）4,061円（3,760円）
　トコゼリーギフト 24個入 
　130g×24個（商品コード160740）〈直送〉 旧）4,752円（4,400円）→新）5,076円（4,700円）
主産地の天候不順による原材料の値上げ、梱包資材、コストの上昇により、価格が変更になります。3
月1日より
◎マルサンアイ
　有機豆乳無調整 
　1000ml（商品コード090374）〈直送〉 旧）335円（310円）→新）355円（328円）
　麦芽豆乳 1000ml（商品コード090320）〈直送〉 旧）314円（290円）→新）330円（305円）
　国産大豆の調製豆乳 1000ml（商品コード090543） 旧）346円（320円）→新）368円（340円）
　国産大豆の無調整豆乳 
　1000ml（商品コード090544）〈直送〉 旧）346円（320円）→新）378円（350円）
　有機栽培大豆使用 豆漿 
　200ml（商品コード090804） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　青汁豆漿 200ml（商品コード090806） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　麦芽豆漿 200ml（商品コード090810） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　有機栽培大豆使用 豆漿 
　1000ml（商品コード090325） 旧）357円（330円）→新）371円（343円）
主原料である大豆、包材費の大幅な価格上昇に加え、物流費等の上昇のため価格が変更になりま
す。4月1日より
◎信濃雪 こうや豆腐8P 65g（商品コード120949） 旧）424円（392円）→新）455円（421円）
原材料である大豆の価格上昇に加え、原油価格の上昇による物流コストの上昇により価格が変更
になります。4月1日より
◎チョーコー醤油
　有機醤油こいくち 密封ボトル 
　210ml（商品コード110515） 旧）389円（360円）→新）432円（400円）
　超特選むらさき（濃口） 
　1リットル（商品コード110142） 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　純むらさき 1リットル（商品コード110136） 旧）670円（620円）→新）735円（680円）
　超特選減塩醤油 900ml（商品コード119046） 旧）735円（680円）→新）810円（750円）
　だし入り かけ醤油 400ml（商品コード119953） 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　京風だしの素 うすいろ 
　1リットル（商品コード110685） 旧）1,134円（1,050円）→新）1,178円（1,090円）
　京風だしの素 うすいろ 
　300ml（商品コード110514） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　だしの素 こいいろ 1リットル（商品コード110453） 旧）1,134円（1,050円）→新）1,178円（1,090円）
　だしの素 こいいろ 300ml（商品コード110494） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　京風仕立て白だし 400ml（商品コード110486） 旧）519円（480円）→新）573円（530円）
　焼きあごだし うすいろ 
　300ml（商品コード119838） 旧）476円（440円）→新）519円（480円）
　実生ゆずかけぽん 210ml（商品コード110500） 旧）389円（360円）→新）432円（400円）
　ゆず醤油 かけぽん 400ml（商品コード119952） 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　ゆず醤油 かけぽん 170ml（商品コード119951） 旧）287円（265円）→新）314円（290円）
　香り立つぽん酢 300ml（商品コード119960） 旧）508円（470円）→新）562円（520円）
　プレミアムドレッシングオリーブオイル 
　200ml（商品コード119056） 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　長崎南蛮酢 300ml（商品コード110277） 旧）486円（450円）→新）530円（490円）
　かつおつゆ 400ml（商品コード110473）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　えびつゆ 400ml（商品コード110472）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　九州だし寄せ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119969）（秋冬限定） 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　香り立つゆず鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119970）（秋冬限定） 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　超特選うすむらさき・生 
　1リットル（商品コード119958）〈直送〉 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　有機京風だしの素うすいろ 
　500ml（商品コード110454）〈直送〉 旧）843円（780円）→新）929円（860円）
　有機ぽん酢うすいろ 
　500ml（商品コード110158）〈直送〉 旧）1,102円（1,020円）→新）1,178円（1,090円）
　有機醤油うすくち 
　500ml（商品コード110489）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）951円（880円）
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 
　210ml（商品コード119949）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）422円（390円）
　すき焼きわりした 
　300ml（商品コード110485）〈直送〉 旧）411円（380円）→新）432円（400円）
　白だし 400ml（商品コード110475）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　超特選減塩醤油 500ml（商品コード119045）〈直送〉 旧）476円（440円）→新）519円（480円）
　京風だしの素うすいろ 
　500ml（商品コード110259）〈直送〉 旧）648円（600円）→新）713円（660円）
　実生ゆずかけぽん 
　370ml（商品コード110541）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）659円（610円）
　一本釣り鰹つゆ 300ml（商品コード111013）〈直送〉 旧）389円（360円）→新）432円（400円）

　鶏だしコク鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード110527）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　しょうがみそ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　麦みそちゃんこ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119067）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　ごまだれ 200ml（商品コード119052）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）535円（495円）
　焼肉のたれ 200ml（商品コード119702）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）416円（385円）
　プレミアムドレッシング 九州産野菜 
　200ml（商品コード119060）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　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〉 旧）540円（500円）→新）573円（530円）
　プレミアムドレッシング ゆず 
　200ml（商品コード119058）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　プレミアムドレッシング ごま 
　200ml（商品コード119057）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　長崎素材ドレッシング 焼きあご 
　200ml（商品コード119066）〈直送〉 旧）573円（530円）→新）605円（560円）
　長崎素材ドレッシング にんじん 
　200ml（商品コード119065）〈直送〉 旧）573円（530円）→新）605円（560円）
　超特選うすむらさき醤油 
　500ml（商品コード119962）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　有機醤油使用だしの素こいいろ 
　500ml（商品コード110239）〈直送〉 旧）843円（780円）→新）929円（860円）
　有機栽培丸大豆むらさき 
　500ml（商品コード110134）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）951円（880円）
　長工超特選むらさき濃口 
　1.8リットル（商品コード119943）〈直送〉 旧）1,383円（1,280円）→新）1,512円（1,400円）
　超特選むらさき濃口 
　900ml（商品コード119941）〈直送〉 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　超特選むらさき 500ml（商品コード110163）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　超特選むらさき 170ml（商品コード110438）〈直送〉 旧）314円（290円）→新）346円（320円）
　超特選むらさき生醤油ボトル 
　370ml（商品コード110542）〈直送〉 旧）584円（540円）→新）638円（590円）
　むらさき 1.8リットル（商品コード110137）〈直送〉 旧）1,145円（1,060円）→新）1,264円（1,170円）
　むらさき（ビン） 900ml（商品コード110135）〈直送〉 旧）670円（620円）→新）735円（680円）
　超特選減塩醤油 300ml（商品コード119053）〈直送〉 旧）368円（340円）→新）405円（375円）
　つゆ三昧（ストレート） 
　400ml（商品コード110474）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　長工かけしょうゆ（九州用） 
　400ml（商品コード110437）〈直送〉 旧）389円（360円）→新）476円（440円）
　長崎ちゃんぽんスープ 
　200ml（商品コード110895）〈直送〉 旧）411円（380円）→新）454円（420円）
　長工だしの素こいいろ 
　500ml（商品コード110258）〈直送〉 旧）648円（600円）→新）713円（660円）
　業務用かけぽん 
　1リットル（商品コード119959）〈直送〉 旧）897円（830円）→新）983円（910円）
　長崎ポンス 200ml（商品コード110588）〈直送〉 旧）897円（830円）→新）983円（910円）
　シークワーサーぽん酢 
　170ml（商品コード110257）〈直送〉 旧）416円（385円）→新）454円（420円）
　一本釣り鰹つゆ 750ml（商品コード110499）〈直送〉 旧）756円（700円）→新）832円（770円）
原材料価格の上昇に加え、物流コストなどの上昇により価格が変更になります。4月1日より
◎ジェネティック農産 
　すりおろしブルーべリー飲料50％ブルーベリー果汁入り
　 1リットル（商品コード090291）〈直送〉 旧）1,620円（1,500円）→新）1,728円（1,600円）
原材料の不足などにより価格が上昇しているため価格が変更になります。4月1日より
◎ISフーズ
　あんちょび入り じゃこのオイル漬け 
　80g（商品コード126322） 旧）648円（600円）→新）702円（650円）
原材料の相次ぐ値上げ及びその他経費の高騰により価格が変更になります。5月1日より
◎大村屋
　絹ごし胡麻（白） 300g（商品コード120303） 旧）951円（880円）→新）999円（925円）
　絹ごし胡麻（黒） 300g（商品コード120304） 旧）951円（880円）→新）999円（925円）
　絹ごし胡麻（白） 500g（商品コード120305）〈直送〉 旧）1,458円（1,350円）→新）1,529円（1,415円）
　絹ごし胡麻（黒） 500g（商品コード120306）〈直送〉 旧）1,458円（1,350円）→新）1,529円（1,415円）
　ねり胡麻チューブ入 黒 160g（商品コード120300） 旧）540円（500円）→新）584円（540円）
　ねり胡麻チューブ入 白 160g（商品コード120302） 旧）540円（500円）→新）584円（540円）
　ねりごま白 170g（商品コード120407）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）644円（596円）
　ねりごま黒 170g（商品コード120439）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）644円（596円）
　金胡麻ドレッシング 
　230g（商品コード110590）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）491円（454円）
原材料価格高騰に加え、人件費、運賃、副資材やエネルギー費も大幅に値上がりしているため価格
が変更になります。4月1日より
◎ニッテン商事
　スズラン印グラニュー糖 
　1kg（商品コード450164）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）444円（411円）
糖化調整制度により価格が変更になります。5月1日より
◎サンコー
　りんごのドリンク 
　90ml×5（商品コード530820）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　みかんのドリンク 
　90ml×5（商品コード530821）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　ぶどうのドリンク 
　90ml×5（商品コード530822）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　もものドリンク 
　90ml×5（商品コード530813）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
価格が変更になります。4月1日より

商品コード・価格・内容量・入数・JANコード・商品サイズ変更
◎創健社
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり みかんのゼリー 8個（商品コード161515）
商品コード：旧）161515→新）161587、JANコード：旧）4901735019601→新）4901735024582

901735 0198234 901735 0219014

901735 0219184
901735 0240874

971969 0003934 971969 0004474

291100 2127816 291100 2131606
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ジロロモーニ RECIPE スパゲッティーニ
トマトソース スパゲッティーニ
【材料】（ソースは4人分）
玉ねぎ････････････････････････ ５０ｇ
にんにく ････････････････････････5ｇ
有機オリーブオイル ･･････････大さじ１
有機トマト缶････････････････････ 1缶
バジル（乾燥）････････････････････1ｇ
食塩 ･･････････････････････････適量

有機スパゲッティーニ･･･････････ 60ｇ
水 ･････････････････････････････1Ｌ
食塩 ･･･････････････････････････8ｇ
チーズ･････････････････････････適量
イタリアンパセリ････････････････少々
オリーブオイル ･････････････････少々

商品コード：140523
税込価格：421円（税抜価格：389円）
内容量：500g　入数：12　賞味期間：3年

商品コード：101021
税込価格：1,296円（税抜価格：1,200円）

内容量：228g　入数：12　賞味期間：2年

商品コード：121508
税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：400g（固形量240g）
入数：24　賞味期間：810日

商品コード：121509
税込価格：195円（税抜価格：180円）
内容量：400g（固形量240g）
入数：24　賞味期間：810日

ジロロモーニ デュラム小麦
有機スパゲッティーニ

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 有機ホールトマト缶 有機ダイストマト缶

【原材料】キヌア（北海道剣淵町産） 【原材料】有機ココナッツ（フィリピン）

【原材料】エタノール(植物由来)、水、ペンチレングリコール、コウスイガ
ヤ油、加水分解ホホバエステル、ユーカリプツスジベス葉／枝油、ユーカ
リシトリオドラ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、メラレウカビ
リジフロラ葉油、バクホウシアシトリオドラ葉油、ユーカリプツスポリ
ブラクテア葉油、エレモフィラミトケリ木油、レプトスペルムムペテル
ソニイ油、シトロネロール*、ゲラニオール*、リモネン*、リナロール*（*：
精油に含まれる天然成分） 天然由来成分100%

新商品のご案内

【作り方】
①玉ねぎ、にんにくをスライスする。
②①とオリーブオイルをフライパンに入れ、中火にかける。
③玉ねぎが薄く色づき、甘い香りがするまで炒める。
④トマト缶、バジル、食塩を入れ、約10～15分煮込む。3/4を他のバットに移す。
⑤スパゲッティーニを約4分茹で、④とあわせる。
⑥調味し、お皿に盛り、ゴーダチーズ、イタリアンパセリをのせ、オリーブオイルをかける。

けんぶちVIVAマルシェ
けんぶち産 キヌア

ココウェル
有機ココナッツフラワー

たかくら新産業 アウトドアボディスプレー オーストラリア

商品コード：130521
税込価格：594円（税抜価格：550円）
内容量：80g　入数：100　賞味期間：1年

商品コード：130489
税込価格：864円（税抜価格：800円）
内容量：160g　入数：12　賞味期間：2年

商品コード：191354
税込価格：990円
（税抜価格：900円）
内容量：50ml　入数：20

商品コード：191355
税込価格：2,420円
（税抜価格：2,200円）
内容量：200ml　入数：6

「キヌア」は、南米アンデス地方の原産
で、たんぱく質、ミネラル類、食物繊維を
バランスよく含む「穀物の母」と呼ばれ
親しまれてきたスーパーフードです。北
海道剣淵町で美と健康を気遣う女性た
ちに安心して食べていただきたいと育
て上げられました。

オイルを搾った有機ココナッツの果肉を乾
燥し粉末化したもので「ココナッツフラ
ワー」とも言われます。100g中食物繊維
が40gとたっぷり。必須アミノ酸もバランス
よく含まれるグルテンフリー食品です。有
機ココナッツファイバー250g（商品コード：
130397）のリニューアル品です。（中身の
変更はありません）

従来の定番ブレンド、アウトドアボディスプレー【エクストラ】に、新しく
オーストラリア原産の精油（レモンユーカリ、ティーツリーレモン、ユー
カリペパーミント、レモンマートル、ブッダウッド）を加えたNEWブレンド
です。オーストラリアの自然を感じさせてくれるいきいきとしたフレッ
シュで爽やかな香りです。4月1日発売予定

032891 7602538

032891 7605128 901735 0229914

582472 7701704 560201 2724614

333360 0320249

333360 0320319

901735 0230044
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No メーカー名 商品コード 商品名 内容量 税込価格 税抜価格 入数 賞味期間 JANコード

1 東京セントラルトレーディング 100182 ＣＲＵＤＩＧＮＯ イタリア産有機アマニオイル 229g 1,685 1,560 6 360 8024358200419

2 笛木醤油 110173 金笛再仕込生醤油 150ml 465 430 20 540 4977229100216

3 笛木醤油 110185 金笛 たまごかけご飯のタレ 150ml 476 440 20 360 4977229700225

4 まるしげフーズライフ 110896 ニューまるしげげんきっす 500ml 3,240 3,000 12 720 4979246287093

5 藻塩工房 110964 なつかしの藻塩（瓶） 50g 729 675 48 540 4560386340092

6 はつゆき屋 119524 玄米みそ（カップ入り） 500g 810 750 6 180 4977035220092

7 チョーコー醤油 110473 かつおつゆ 400ml 465 430 12 540 4974507180052

8 チョーコー醤油 110494 だしの素こいいろ 300ml 432 400 12 360 4974507170176

9 チョーコー醤油 111013 一本釣り鰹つゆ 300ml 389 360 12 360 4974507431178

10 チョーコー醤油

119061 まぜるめんつゆ さっぱりゆず サラダ風〈春夏限定〉 30g×3袋 270 250 10 270 497450772329711 チョーコー醤油

119062 まぜるめんつゆ こってりしょうゆ 焼きあご風味〈春夏限定〉 30g×3袋 270 250 10 270 497450772229012 チョーコー醤油

119948 長崎焼きあご だし酢 300ml 486 450 12 360 4974507754178

13 チョーコー醤油 119964 まぜるめんつゆ 本場長崎仕込み 冷やしちゃんぽん風〈春夏限定〉 30g×3袋 270 250 10 270 4974507724294

14 チョーコー醤油 119968 まぜるめんつゆ 濃厚ごまだれかつおだし〈春夏限定〉 30g×３袋 270 250 10 270 4974507725291

15 チョーコー醤油 119969 九州だし寄せ鍋つゆ〈秋冬限定〉 30ml×4袋 378 350 10 360 4974507739298

16 チョーコー醤油 119970 香り立つゆず鍋つゆ〈秋冬限定〉 30ml×4袋 378 350 10 360 4974507741291

17 ジャフマック 121479 島根県宍道湖産しじみ 100g 476 440 48（12×4） 180 4971969000294

18 富士食品 089643 有機玄米物語 ティーバッグ 100g（5ｇ×20袋） 789 730 20 360 4907577011421

19 富士食品 130270 国産吉野本葛 55g 584 540 30 540 4907577011131

20 一榮食品 150038 焼きめざし 50g 476 440 10 120 4935958860290

21 神戸グレインミルズ 160119 黒糖わらび餅 60g×3 454 420 50 90 4976785000527

22 マルヤス食品 161178 苺の杏仁どうふ 105g 251 232 24 120 4978141000899

23 マルヤス食品 161229 あま酒ジュレ 105g 216 200 24 120 4978141109837

24 ゼンケン 191279 薬用重炭酸入浴剤 ナチュラルバス 10錠 2,750 2,500 24 1080 4906601004125

25 たかくら新産業 191341 アロママスクスプレー ゆず＆ホウショウブレンド 30ml 1,210 1,100 20 4528636460242

26 たかくら新産業 191342 アロママスクスプレー クロモジ＆レモンブレンド 30ml 1,210 1,100 20 4528636460266

27 たかくら新産業 191343 アロママスクスプレー 和ハッカ＆クスノキブレンド 30ml 1,210 1,100 20 4528636460259

28 たかくら新産業 191244 パーフェクトポーション リフレッシュマスクスプレー 25ml 1,485 1,350 20 9333360027594

29 たかくら新産業 191245 パーフェクトポーション リラックス マスクスプレー 25ml 1,485 1,350 20 9333360027587

30 たかくら新産業 191255 パーフェクトポーション マム＆キッズ マスクスプレー 25ml 1,485 1,350 20 9333360028171

31 たかくら新産業 191256 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 2,530 2,300 6 1080 9333360028546

32 たかくら新産業 191317 パーフェクトポーション マスクスプレー クールミント 50ml 2,090 1,900 20 1800 9333360030907

在庫取り扱いから直送取り扱いへ変更商品のお知らせ
ご愛顧を頂いております下記商品につきまして、販売数鈍化のため本年3月下旬以降より、順次在庫取り扱いから直送取り扱いに変更させていただきます。直送単位、また、直送単位以下の送料はお問い合わせく
ださい。

記

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社
　国内産 薄力完粒粉 500g（商品コード130005） 旧）416円（385円）→新）427円（395円）
　国内産 薄力粉 500g（商品コード130015） 旧）395円（365円）→新）405円（375円）
　国内産 強力粉 500g（商品コード130016） 旧）416円（385円）→新）427円（395円）
　国内産小麦 強力粉 300g（商品コード130494） 旧）362円（335円）→新）368円（340円）
　国内産小麦 薄力粉 300g（商品コード130495） 旧）351円（325円）→新）357円（330円）
　国内産小麦 全粒粉 300g（商品コード130496） 旧）378円（350円）→新）389円（360円）
　越前小京都の有機純米酢 
　500ml（商品コード110382） 旧）454円（420円）→新）497円（460円）
　越前小京都のすし酢 360ml（商品コード110409） 旧）584円（540円）→新）627円（580円）
　パンケーキ ネオハイミックス 
　砂糖使用（レギュラー） 400g（商品コード130491） 旧）449円（415円）→新）454円（420円）
　パンケーキ ネオハイミックス 
　砂糖不使用（プレーン） 400g（商品コード130492） 旧）438円（405円）→新）443円（410円）
　山芋入りお好み焼きミックス 
　200g（商品コード131004） 旧）411円（380円）→新）416円（385円）
　全粒粉入りピザミックス 
　200g（商品コード131068） 旧）411円（380円）→新）416円（385円）
　北仕込味噌 白こし（北海道地区限定商品） 
　1kg（商品コード119625）〈直送〉 旧）735円（680円）→新）778円（720円）
　鹿児島合わせみそ 1kg（商品コード119525） 旧）908円（840円）→新）994円（920円）
　生しぼり 凍み豆腐 
　65g（8個入）（商品コード120080） 旧）454円（420円）→新）465円（430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。4月1日より
◎創健社
　あわめん 200g（商品コード450169） 旧）438円（405円）→新）476円（440円）
　きびめん 200g（商品コード450168） 旧）438円（405円）→新）476円（440円）
　三穀deパスタ 180g（商品コード140120） 旧）384円（355円）→新）422円（390円）
　べに花マヨネーズ 300g（商品コード110562） 旧）470円（435円）→新）492円（455円）
　べに花マヨネーズ 500g（商品コード110565） 旧）681円（630円）→新）735円（680円）
　有精卵マヨネーズ 300g（商品コード110566） 旧）454円（420円）→新）497円（460円）
　えごま一番マヨネーズ 205g（商品コード110568） 旧）540円（500円）→新）551円（510円）
　有精卵シーザーサラダドレッシング 
　180ml（商品コード110569） 旧）400円（370円）→新）422円（390円）

　国産野菜の五目ちらし寿司 
　150g（商品コード120669） 旧）508円（470円）→新）530円（490円）
　有機栽培完熟トマト使用 
　トマトケチャップ 300g（商品コード110506） 旧）368円（340円）→新）389円（360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。5月1日より
◎創健社
　業務用コーンクリームシチューフレーク 1kg（商品コード250184）〈直送〉
　植物素材の本格カレー辛口 1kg（商品コード250380）〈直送〉
　植物素材の本格カレー甘口 1kg（商品コード250381）〈直送〉
　植物素材の本格カレー中辛 1kg（商品コード250382）〈直送〉
　業務用ハヤシライスルウ 1kg（商品コード250549）〈直送〉
　業務用甘口カレールウ 1kg（商品コード250551）〈直送〉
　業務用中辛カレールウ 1kg（商品コード250552）〈直送〉
　植物素材デミグラス風ソース 1kg（商品コード250554）〈直送〉
　無添加ホワイトソース（ビーフ抜き） 1kg（商品コード250617）〈直送〉
　お米と大豆のシチュー 1kg（商品コード250775）〈直送〉
　米粉でつくった本格カレールウ 1kg（商品コード250943）〈直送〉
変更価格につきましては営業担当にお問合せください。4月1日より
◎小川屋
　一本気そうめん 
　50g×5（商品コード140140）（春夏限定〉 旧）459円（425円）→新）501円（463円）
　島原手のべ素麺 一本気（乾） 
　1.3kg（商品コード140221）〈直送〉 旧）2,236円（2,070円）→新）2,436円（2,255円）
　島原手のべ素麺 一本気（乾） 
　2kg（商品コード140251）〈直送〉 旧）3,354円（3,105円）→新）3,656円（3,385円）
原料価格の高騰、包装資材、人件費の上昇により価格が変更になります。3月1日より
◎マルヤス食品
　トコゼリー みかん 130g（商品コード160847） 旧）189円（175円）→新）201円（186円）
　トコゼリー ピーチ 130g（商品コード160848） 旧）189円（175円）→新）201円（186円）
　トコゼリー パイン 130g（商品コード160710） 旧）189円（175円）→新）201円（186円）
　トコゼリー ぶどう 130g（商品コード160840） 旧）189円（175円）→新）201円（186円）
　トコゼリー 甘夏 
　130g（商品コード160187）（春夏限定） 旧）189円（175円）→新）201円（186円）
　珈琲ゼリー 105g（商品コード161027） 旧）216円（200円）→新）227円（210円）
　苺の杏仁どうふ 
　105g（商品コード161178）（春夏限定） 旧）251円（232円）→新）265円（245円）
　あま酒ジュレ 
　105g（商品コード161229）（春夏限定） 旧）216円（200円）→新）227円（210円）
　冷やしぜんざい 200g（商品コード160923）〈直送〉 旧）287円（265円）→新）303円（280円）

税込価格（税抜価格）
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今月のおすすめ商品（ドライフルーツ）

【原材料】プルーン（アメリカ）
【原材料】有機プルーン
［西洋すもも（アメリカ）］

【原材料】有機くるみ（アメリカ）
【原材料】有機レーズン　
原産国名：アメリカ

【原材料】カシス（ニュージーランド）、甜菜糖、甜菜糖液糖

【原材料】デーツ：なつめやしの実（アラブ首長国連邦）

カリフォルニアプルーン 有機栽培種ぬきプルーン

有機栽培くるみ 有機栽培レーズン 

ジャフマック 醗酵カシス粒

醗酵カシス（果実）

デーツクラウン 
ドライデーツ クナイジ種

商品コード：160844
税込価格：303円
（税抜価格：280円）
内容量：150g
ケース入数：60
ボール入数：10
賞味期間：360日

商品コード：161851
税込価格：616円
（税抜価格：570円）
内容量：110g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：161852
税込価格：605円
（税抜価格：560円）
内容量：45g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：161854
税込価格：465円
（税抜価格：430円）
内容量：120g
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：160550
税込価格：908円
（税抜価格：840円）
内容量：100g
入数：20
賞味期間：360日

商品コード：161156
税込価格：497円
（税抜価格：460円）
内容量：45g
入数：50
ボール入数：5
賞味期間：360日

商品コード：161577
税込価格：638円
（税抜価格：590円）
内容量：250g
入数：20
賞味期間：540日

商品コード：161578
税込価格：1,145円
（税抜価格：1,060円）
内容量：500g
入数：14
賞味期間：540日

米国カリフォルニア州で太陽の恵みをいっぱい浴びたプルー
ンです。やさしい酸味と甘みがお楽しみ頂けます。（種付）

有機栽培されたプルーン
をオイルコーティングせず
に乾燥させました。

ビタミンＥ・葉酸・ビタミンＢ₁を豊富に含むだけでなくオレイ
ン酸、α‐リノレン酸などの脂肪酸もバランスよく含まれてい
ます。毎日の食生活に取り入れたいナッツです。

アメリカ産の有機ぶどうを使用し、おいしさを
ギュッと凝縮しました。
有機レーズンならではの甘味と程よい酸味をお
楽しみいただけます。

ニュージーランドの強烈な紫外
線の中で育ったカシスを100%
使用し、おいしい発酵食品にし
ました。

数百種のデーツの中でも、濃
厚な甘さと柔らかさが特長の
アラブ原産のデーツです。

　杏仁デザート 200g（商品コード160503）〈直送〉 旧）238円（220円）→新）249円（230円）
　トコゼリーギフト 3個入 
　130g×3個（商品コード160736）〈直送〉 旧）616円（570円）→新）648円（600円）
　トコゼリーギフト 4個入 
　130g×4個（商品コード160732）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）918円（850円）
　トコゼリーギフト 6個入 
　130g×6個（商品コード160737）〈直送〉 旧）1,242円（1,150円）→新）1,318円（1,220円）
　トコゼリーギフト 8個入 
　130g×8個（商品コード160738） 旧）1,620円（1,500円）→新）1,728円（1,600円）
　トコゼリーギフト 16個入 
　130g×16個（商品コード160739） 旧）3,186円（2,950円）→新）3,402円（3,150円）
　トコゼリーギフト 18個入 
　130g×18個（商品コード160741）〈直送〉 旧）3,834円（3,550円）→新）4,061円（3,760円）
　トコゼリーギフト 24個入 
　130g×24個（商品コード160740）〈直送〉 旧）4,752円（4,400円）→新）5,076円（4,700円）
主産地の天候不順による原材料の値上げ、梱包資材、コストの上昇により、価格が変更になります。3
月1日より
◎マルサンアイ
　有機豆乳無調整 
　1000ml（商品コード090374）〈直送〉 旧）335円（310円）→新）355円（328円）
　麦芽豆乳 1000ml（商品コード090320）〈直送〉 旧）314円（290円）→新）330円（305円）
　国産大豆の調製豆乳 1000ml（商品コード090543） 旧）346円（320円）→新）368円（340円）
　国産大豆の無調整豆乳 
　1000ml（商品コード090544）〈直送〉 旧）346円（320円）→新）378円（350円）
　有機栽培大豆使用 豆漿 
　200ml（商品コード090804） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　青汁豆漿 200ml（商品コード090806） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　麦芽豆漿 200ml（商品コード090810） 旧）108円（100円）→新）114円（105円）
　有機栽培大豆使用 豆漿 
　1000ml（商品コード090325） 旧）357円（330円）→新）371円（343円）
主原料である大豆、包材費の大幅な価格上昇に加え、物流費等の上昇のため価格が変更になりま
す。4月1日より
◎信濃雪 こうや豆腐8P 65g（商品コード120949） 旧）424円（392円）→新）455円（421円）
原材料である大豆の価格上昇に加え、原油価格の上昇による物流コストの上昇により価格が変更
になります。4月1日より
◎チョーコー醤油
　有機醤油こいくち 密封ボトル 
　210ml（商品コード110515） 旧）389円（360円）→新）432円（400円）
　超特選むらさき（濃口） 
　1リットル（商品コード110142） 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　純むらさき 1リットル（商品コード110136） 旧）670円（620円）→新）735円（680円）
　超特選減塩醤油 900ml（商品コード119046） 旧）735円（680円）→新）810円（750円）
　だし入り かけ醤油 400ml（商品コード119953） 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　京風だしの素 うすいろ 
　1リットル（商品コード110685） 旧）1,134円（1,050円）→新）1,178円（1,090円）
　京風だしの素 うすいろ 
　300ml（商品コード110514） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　だしの素 こいいろ 1リットル（商品コード110453） 旧）1,134円（1,050円）→新）1,178円（1,090円）
　だしの素 こいいろ 300ml（商品コード110494） 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　京風仕立て白だし 400ml（商品コード110486） 旧）519円（480円）→新）573円（530円）
　焼きあごだし うすいろ 
　300ml（商品コード119838） 旧）476円（440円）→新）519円（480円）
　実生ゆずかけぽん 210ml（商品コード110500） 旧）389円（360円）→新）432円（400円）
　ゆず醤油 かけぽん 400ml（商品コード119952） 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　ゆず醤油 かけぽん 170ml（商品コード119951） 旧）287円（265円）→新）314円（290円）
　香り立つぽん酢 300ml（商品コード119960） 旧）508円（470円）→新）562円（520円）
　プレミアムドレッシングオリーブオイル 
　200ml（商品コード119056） 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　長崎南蛮酢 300ml（商品コード110277） 旧）486円（450円）→新）530円（490円）
　かつおつゆ 400ml（商品コード110473）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　えびつゆ 400ml（商品コード110472）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）508円（470円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　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） 旧）270円（250円）→新）281円（260円）
　九州だし寄せ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119969）（秋冬限定） 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　香り立つゆず鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119970）（秋冬限定） 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　超特選うすむらさき・生 
　1リットル（商品コード119958）〈直送〉 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　有機京風だしの素うすいろ 
　500ml（商品コード110454）〈直送〉 旧）843円（780円）→新）929円（860円）
　有機ぽん酢うすいろ 
　500ml（商品コード110158）〈直送〉 旧）1,102円（1,020円）→新）1,178円（1,090円）
　有機醤油うすくち 
　500ml（商品コード110489）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）951円（880円）
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 
　210ml（商品コード119949）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）422円（390円）
　すき焼きわりした 
　300ml（商品コード110485）〈直送〉 旧）411円（380円）→新）432円（400円）
　白だし 400ml（商品コード110475）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　超特選減塩醤油 500ml（商品コード119045）〈直送〉 旧）476円（440円）→新）519円（480円）
　京風だしの素うすいろ 
　500ml（商品コード110259）〈直送〉 旧）648円（600円）→新）713円（660円）
　実生ゆずかけぽん 
　370ml（商品コード110541）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）659円（610円）
　一本釣り鰹つゆ 300ml（商品コード111013）〈直送〉 旧）389円（360円）→新）432円（400円）

　鶏だしコク鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード110526）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード110527）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　しょうがみそ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　麦みそちゃんこ鍋つゆ 
　30ml×4袋（商品コード119067）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）400円（370円）
　ごまだれ 200ml（商品コード119052）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）535円（495円）
　焼肉のたれ 200ml（商品コード119702）〈直送〉 旧）378円（350円）→新）416円（385円）
　プレミアムドレッシング 九州産野菜 
　200ml（商品コード119060）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　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〉 旧）540円（500円）→新）573円（530円）
　プレミアムドレッシング ゆず 
　200ml（商品コード119058）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　プレミアムドレッシング ごま 
　200ml（商品コード119057）〈直送〉 旧）486円（450円）→新）519円（480円）
　長崎素材ドレッシング 焼きあご 
　200ml（商品コード119066）〈直送〉 旧）573円（530円）→新）605円（560円）
　長崎素材ドレッシング にんじん 
　200ml（商品コード119065）〈直送〉 旧）573円（530円）→新）605円（560円）
　超特選うすむらさき醤油 
　500ml（商品コード119962）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　有機醤油使用だしの素こいいろ 
　500ml（商品コード110239）〈直送〉 旧）843円（780円）→新）929円（860円）
　有機栽培丸大豆むらさき 
　500ml（商品コード110134）〈直送〉 旧）864円（800円）→新）951円（880円）
　長工超特選むらさき濃口 
　1.8リットル（商品コード119943）〈直送〉 旧）1,383円（1,280円）→新）1,512円（1,400円）
　超特選むらさき濃口 
　900ml（商品コード119941）〈直送〉 旧）778円（720円）→新）854円（790円）
　超特選むらさき 500ml（商品コード110163）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　超特選むらさき 170ml（商品コード110438）〈直送〉 旧）314円（290円）→新）346円（320円）
　超特選むらさき生醤油ボトル 
　370ml（商品コード110542）〈直送〉 旧）584円（540円）→新）638円（590円）
　むらさき 1.8リットル（商品コード110137）〈直送〉 旧）1,145円（1,060円）→新）1,264円（1,170円）
　むらさき（ビン） 900ml（商品コード110135）〈直送〉 旧）670円（620円）→新）735円（680円）
　超特選減塩醤油 300ml（商品コード119053）〈直送〉 旧）368円（340円）→新）405円（375円）
　つゆ三昧（ストレート） 
　400ml（商品コード110474）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）476円（440円）
　長工かけしょうゆ（九州用） 
　400ml（商品コード110437）〈直送〉 旧）389円（360円）→新）476円（440円）
　長崎ちゃんぽんスープ 
　200ml（商品コード110895）〈直送〉 旧）411円（380円）→新）454円（420円）
　長工だしの素こいいろ 
　500ml（商品コード110258）〈直送〉 旧）648円（600円）→新）713円（660円）
　業務用かけぽん 
　1リットル（商品コード119959）〈直送〉 旧）897円（830円）→新）983円（910円）
　長崎ポンス 200ml（商品コード110588）〈直送〉 旧）897円（830円）→新）983円（910円）
　シークワーサーぽん酢 
　170ml（商品コード110257）〈直送〉 旧）416円（385円）→新）454円（420円）
　一本釣り鰹つゆ 750ml（商品コード110499）〈直送〉 旧）756円（700円）→新）832円（770円）
原材料価格の上昇に加え、物流コストなどの上昇により価格が変更になります。4月1日より
◎ジェネティック農産 
　すりおろしブルーべリー飲料50％ブルーベリー果汁入り
　 1リットル（商品コード090291）〈直送〉 旧）1,620円（1,500円）→新）1,728円（1,600円）
原材料の不足などにより価格が上昇しているため価格が変更になります。4月1日より
◎ISフーズ
　あんちょび入り じゃこのオイル漬け 
　80g（商品コード126322） 旧）648円（600円）→新）702円（650円）
原材料の相次ぐ値上げ及びその他経費の高騰により価格が変更になります。5月1日より
◎大村屋
　絹ごし胡麻（白） 300g（商品コード120303） 旧）951円（880円）→新）999円（925円）
　絹ごし胡麻（黒） 300g（商品コード120304） 旧）951円（880円）→新）999円（925円）
　絹ごし胡麻（白） 500g（商品コード120305）〈直送〉 旧）1,458円（1,350円）→新）1,529円（1,415円）
　絹ごし胡麻（黒） 500g（商品コード120306）〈直送〉 旧）1,458円（1,350円）→新）1,529円（1,415円）
　ねり胡麻チューブ入 黒 160g（商品コード120300） 旧）540円（500円）→新）584円（540円）
　ねり胡麻チューブ入 白 160g（商品コード120302） 旧）540円（500円）→新）584円（540円）
　ねりごま白 170g（商品コード120407）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）644円（596円）
　ねりごま黒 170g（商品コード120439）〈直送〉 旧）594円（550円）→新）644円（596円）
　金胡麻ドレッシング 
　230g（商品コード110590）〈直送〉 旧）465円（430円）→新）491円（454円）
原材料価格高騰に加え、人件費、運賃、副資材やエネルギー費も大幅に値上がりしているため価格
が変更になります。4月1日より
◎ニッテン商事
　スズラン印グラニュー糖 
　1kg（商品コード450164）〈直送〉 旧）432円（400円）→新）444円（411円）
糖化調整制度により価格が変更になります。5月1日より
◎サンコー
　りんごのドリンク 
　90ml×5（商品コード530820）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　みかんのドリンク 
　90ml×5（商品コード530821）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　ぶどうのドリンク 
　90ml×5（商品コード530822）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
　もものドリンク 
　90ml×5（商品コード530813）〈直送〉 旧）324円（300円）→新）346円（320円）
価格が変更になります。4月1日より

商品コード・価格・内容量・入数・JANコード・商品サイズ変更
◎創健社
　メイシーちゃん（TM）のおきにいり みかんのゼリー 8個（商品コード161515）
商品コード：旧）161515→新）161587、JANコード：旧）4901735019601→新）4901735024582
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純粋カメリナはちみつ “カナダケベック州産・カメリナサティバの
花から採れた希少な味わい”新発売

【原材料】カメリナ蜂蜜（カナダ）

【原材料】食用カメリナ油
［カメリナ種子（カナダ）］
（国内製造）※画像は開発中のものです。

ご好評のカメリナオイルの姉妹品として、カナダケベック州の同じ農場で育てられたカメリナから採
れた蜂蜜をお届けいたします。カメリナサティバ（アブラナ科）の黄色い花の蜜をミツバチが採取
して作られたカナダ産の純粋蜂蜜です。
カメリナの蜂蜜はカナダ国内でもそれほど出回っていないものですが、カメリナオイルのご縁で日
本でも販売させてもらうことになりました。フローラルな蜂蜜ですので、口の中で香りがふわっと広
がる花の香りが特長です。
パンケーキなどのデザートやフレーバーティーの甘味付けなどいろいろとお使いいただけます。

純粋カメリナはちみつ
商品コード：060094
税込価格：1,998円
（税抜価格1,850円）
内容量：250g
入数：12
賞味期間：720日

【当社カメリナ商品】
カメリナオイル
商品コード：100237
税込価格：1,782円
（税抜価格1,650円）
内容量：170g
入数：10
賞味期間：360日

巣箱

　メイシーちゃん（TM）のおきにいり ぶどうのゼリー 8個（商品コード161516）
商品コード：旧）161516→新）161588、JANコード：旧）4901735019618→新）4901735024599
原材料の増粘剤にローカストビーンガムを使用しておりますが、原料豆価格が主産地のモロッコにお
いて天候要因による収穫減及び中国等による需要増の影響で大幅に高騰しております。また、国産
果汁及び砂糖などの他原料及び包装資材の価格も増大しているため、内容量が変更になります。
それに伴い、商品コード、価格、内容量、入数、JANコード、商品サイズ、発注単位が変更になります。
〈共通変更点〉内容量：旧）8個→新）6個、入数：旧）12→新）16、税込価格（税抜価格）：旧）265円
（245円）→新）281円（260円）、商品サイズ（mm）：旧）30×170×220→新）30×170×205、発注単位：
旧）6→新）8　4月製造分より

表示変更
◎創健社
　有機ノンフライ塩ラーメン 110g（商品コード140763）　　3月以降
　有機ノンフライ味噌ラーメン 121g（商品コード140762）　3月以降
　有機ノンフライ醤油ラーメン 110g（商品コード140761）　6月以降
原材料のリニューアルに伴い、表示の一部が変更になります。
○一括表示：・原材料配合の一部変更に伴う原材料表示、・塩のみ：アレルゲン表示「鶏肉」の追記。・
栄養成分表示数値。・バイオマスマークを追記。（商品パッケージフィルムの一部に植物由来の原料を
使用）・商品特長説明文の一部等・商品パッケージフィルムの厚さ：旧）70ミクロン→新）50ミクロン
◎創健社 有機しらたき 200g（商品コード120528）
原料こんにゃく芋の産地拡大に伴い、表示の一部が変更になります。
〇一括表示：・原材料名の表示方法の一部：旧）水酸化カルシウム→新）水酸化カルシウム（こん
にゃく用凝固剤）。※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。・原料こんにゃく
芋の産地拡大による表示：旧）群馬県赤城高原産→新）群馬県産。・商品特長説明文の一部。・
「商品ブランド情報はこちら」のQRコードを追記。・環境対応インキへ変更。「バイオマスインキ10」を
追加。他　3月上旬以降
◎創健社 発酵豆乳入りマーガリン 160g（商品コード101030）（冷蔵）
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。・原材料名の表示方法の一部：旧）食用植物油脂、食用
精製加工油脂、発酵豆乳、食塩／レシチン（大豆由来）、酸化防止剤（トコトリエノール）→新）食用
植物油脂（国内製造）、食用精製加工油脂、発酵豆乳（大豆を含む）、食塩／レシチン（大豆由来）、
酸化防止剤（トコトリエノール）。※表示方法の変更で、原材料名及び配合比に変更はありません。
・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・商品特長説明文の一部。他　4月上旬以降
◎創健社 とろろうどん 330g（110g×3）（商品コード140118）
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が変更になります。併せて他表示の一
部も変更になります。
〇一括表示：・原料原産地表示の追記。・会社ロゴの変更に伴うレイアウトの一部。・商品特長説明
文の一部他　4月上旬以降
◎創健社 五穀ドライワッフル 8枚（商品コード160415）
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。併せて他
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。・創健社漢字ロゴを追
加。・商品特長説明文の一部。他　4月上旬以降
◎創健社 黒米（スティック分包） 18g×15包（商品コード130213）
「玄米及び精米の表示」に関する食品表示基準の一部改正に伴い、表示の一部が変更になります。
〇一括表示：・「調製年月日」→「調製時期」。※これに伴い、印字内容を年月日表示から年月旬表示
に変更：例）2022.02.07→2022年2月上旬。・環境対応インキ表示：「バイオマス10」。・「調製時期と
は？」へ変更、及び表示場所。他　3月下旬以降
◎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。変更済
◎アルプス
　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）
　コンコードストレートジュース 1リットル（商品コード090568）〈直送〉
　ナイアガラストレートジュース 1リットル（商品コード090569）〈直送〉
　信州リンゴジュース 1リットル（商品コード099917）〈直送〉
・原材料原産地の表示。・栄養成分表示が変更になります。順次
◎チョーコー醤油 だしの素 こいいろ 1リットル（商品コード110453）
表示の一部が変更になります。
・遺伝子組換えの任意表示の文言。・製造所「大村工場」の文言削除。・リサイクルマーク（ペット
マーク・プラマーク）の寸法・記載位置。4月頃
◎チョーコー醤油
　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）〈直送〉
　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）〈直送〉
・遺伝子組換えの任意表示の文言。・製造所製造工場名の削除。2月～4月頃
　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）〈直送〉
　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）〈直送〉
・遺伝子組換えの任意表示の文言。4月頃
◎サンコー
　カリポテスナック 50g（商品コード530545）〈直送〉　 3月中旬頃
　カリポテミニ 7g×11袋（商品コード530777）〈直送〉　3月中旬頃
　豆乳どーなっつ 72g（商品コード530753）〈直送〉　　 3月中旬から4月上旬頃
表示の一部が変更になります。

表示・原材料変更
◎創健社 ふりかけ45 32g（商品コード120246）
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が変更になります。併せて原材料の一
部変更に伴う表示変更、及び他表示の一部について変更になります。・栄養成分表示の数値を更
新。・環境対応インキの表記を「バイオマスインキ10」へ変更。他　4月上旬以降
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり のりとたまごのふりかけ 28g（商品コード120807）
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が変更になります。併せて原材料の一
部変更に伴う表示変更、及び他表示の一部について変更になります。・栄養成分表示の数値を更
新。・保存方法の表示方法の一部。他　4月上旬以降

賞味期間変更
◎マルシマ 国産大豆そぼろのベジ辛醤 80g（40g×2）（商品コード260151）
賞味期間を延長しても品質の保証ができると判断し、食品ロス削減を目指して賞味期間が延長にな
ります。
賞味期間：旧）180日→新）240日　2月中旬頃

◎サンコー 小粒水ようかん 16g×12（商品コード530778）〈直送〉
賞味期間が延長になります。
賞味期間：旧）150日→新）180日　4月初旬販売再開時

再開のお知らせ
◎たかくら新産業 マヌカハニー＋ハーブキャンディー 70g（商品コード161576）
数量限定で再開しました。再開品より、中に練りこまれている、粉末ハーブの形状をより微細にし、飴
自体の大きさが一回り大きく変更になりました。パッケージ、原材料、JANなどの変更はありません。

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ダイストマト缶 400g（商品コード121509）
コンテナ不足の影響により、輸入遅れが発生し、欠品になっております。次回入荷は3月中旬～下旬
の予定です。
◎創健社
　ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
　ポテトチップス うす塩味 60g（商品コード160452）
　ポテトチップス バターしょうゆ味 60g（商品コード160453）
　ポテトチップス 野菜コンソメ味 60g（商品コード160454）
　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）
大手外食チェーンのフライドポテト不足報道により、ポテトチップスを始めとするジャガイモスナック菓
子の需要が増加しているため、原料である国内産ジャガイモが、今年度産の新物の収穫が始まるま
での調達量が不足する可能性があります。4月～6月にかけてのジャガイモの端境期に製造量を減
産せざるを得ない状況になり、十分な量の商品の供給ができない可能性があります。なお、ノンソルト
ポテトチップスのみ北海道産のジャガイモを限定使用しておりますが、例年通り端境期は販売休止と
させて頂きますが、販売状況により、端境期前に原料不足となる可能性がございます。

休止のお知らせ
◎マルサンアイ
　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）
　ごま豆乳鍋スープ 600g（商品コード111074）（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）
　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）
　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）
◎小泉食品 LLおでん 400g（商品コード120445）（秋冬限定）
◎日東醸造 寄せ鍋つゆ 600g（商品コード110573）（秋冬限定）

チゲ鍋つゆ 600g（商品コード110574）（秋冬限定）
旨塩麹鍋つゆの素 600g（商品コード110575）（秋冬限定）

◎まるやま農場 やわらかほしいも 150g（商品コード160904）（秋冬限定）
◎東京フード まろやかおでんの素 66g（16.5g×4袋）（商品コード110960）（秋冬限定）
◎チョーコー醤油 九州だし寄せ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119969）（秋冬限定）

香り立つゆず鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119970）（秋冬限定）
◎ジャフマック おでん（2人前） 600g（固形量300g）（商品コード121789）（秋冬限定）
◎アスプルンド ViVANI
　オーガニックダークチョコレート オレンジ 100g（商品コード167001）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレート クランベリー 100g（商品コード167003）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 99％ 80g（商品コード167037）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 92％ 80g（商品コード167028）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレート 75％ 80g（商品コード167029）（秋冬限定）
　オーガニックエキストラダークチョコレート 100％ 80g（商品コード167061）（秋冬限定）
　オーガニックライスミルクチョコレートバー アーモンドオレンジ 35g（商品コード167024）（秋冬限定）
　オーガニックダークチョコレートバー ブラックチェリー 35g（商品コード167025）（秋冬限定）
　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）
　ダークミルクチョコレート 50％ 80g（商品コード167030）（秋冬限定）
　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）
　オーガニックダークアーモンドチョコレート キャラメルクリスプ 80g（商品コード167062）（秋冬限定）
　オーガニックチョコレートバー クランチーココナッツ 35g（商品コード167063）（秋冬限定）
　オーガニックチョコレートバー ダーク&クリーミー 35g（商品コード167064）（秋冬限定）
現在庫無くなり次第今季休止になります。
◎創健社 しじみの浅煮 150g（商品コード120122）
主原料の中国産しじみが、中国の国策による禁漁等の影響で輸入が滞り、新たな原料確保が困難
なため現在庫無くなり次第休止になります。再開時期は未定です。
◎創健社 和歌山産有機みかん 10kg（商品コード421040）〈直送〉

和歌山有機みかん 5kg（商品コード421066）〈直送〉
今季分完売しましたので休止になりました。
◎東明 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〉
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〉
小かぶ漬 200g（商品コード122527）（冷蔵）〈直送〉

3月6日メーカー出荷分で休止になります。
◎東明 本格なます 200g（商品コード123221）（冷蔵）〈直送〉
3月31日メーカー出荷分で休止になります。 

終売のお知らせ
◎創健社 ディフェンダーNTS 無香料・ノンアルコール 300ml（商品コード191032）
終売になりました。より親しみやすい商品名とパッケージデザインに変更した、ハウッシュ！抗菌・消臭・
抗ウイルススプレー（無香料・ノンアルコール） 300ml（商品コード191050）を発売いたしました。（創健
社ニュース前号（2022年2月号）に掲載）従来のスプレーノズルから小さいスプレーノズルに変更し、
持ちやすくなりました。中身の変更はありません。
◎マルヤス食品 トコゼリーギフト 130g×12（商品コード160743）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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