
植物素材のホワイトソース風ルウ “Plant-Based・
乳製品＆動物性原料不使用”新発売

【原材料】植物油脂［パーム油（マレーシア、インドネシア）、有機べに花油（アメリ
カ）、小麦粉（北海道）、きな粉（岡山）、ホワイトソルガム（アメリカ）、馬鈴薯澱粉
（北海道）、砂糖（鹿児島）、オニオンパウダー（北海道）、食塩（メキシコ）、酵母エ
キス（ドイツ）、ホワイトペッパー（インドネシア他海外）

グラタン、ドリア、リゾット、クリームコロッケなど幅広くご使用いただける植物素材のホワイトソース
風ルウを新発売いたします。

おすすめ①　 プラントベース（植物素材100％）
国産小麦の小麦粉と国産大豆から作った“生きな粉”（焙煎が浅いきな粉）とホワイトソルガム（白
たかきび粉）、馬鈴薯澱粉でとろみをつけ、国内産オニオンパウダーとホワイトペッパーで味にコク
を加え、まろやかに仕上げました。

おすすめ②　使いやすさ
水溶きし、加熱するだけでソースが簡単にでき、
ダマになりにくいように仕上げていますので、いろ
いろなお料理にご使用可能です。

おすすめ③　その他のこだわり原料
べに花油は「有機栽培べに花一番」を、砂糖は
“鹿児島県喜界島産さとうきび”から島内の製糖
工場で作った「喜界島粗糖」を使用しています。
素材の風味を大切に、化学調味料、着色料、香
料は使用していません。

植物素材のホワイトソース風ルウ
商品コード：111148
税込価格：454円（税抜価格420円）
内容量：110g　入数：40（10×4）
賞味期間：240日

※画像は開発中のものです。

　北海道ビートオリゴ 300g（商品コード079702） 7月下旬以降　　
　北海道ビートオリゴ 500g（商品コード079703）〈直送〉 10月下旬以降　　
栄養成分表示内の「食塩相当量」が第三者分析結果に合わせた表示に変更になり
ます。また、300gと500gの加工所が変更になります。〇栄養成分表示：・食塩相当量：
旧）0.03～0.51g→新）0.1g。〇加工所：→新）（株）ラボケミカル　北海道札幌市中央
区北一条西21丁目3-18
ロゴマーク変更
◎櫛野農園 ゆずごしょう（チューブ） 30g（商品コード110941）
メーカーのロゴマークが変更になります。それに伴い、チューブ表面のデザインが変更
になります。メーカー3月1日以降出荷分より
商品コード・表示・JANコード・包装形態変更
◎純正食品マルシマ
　直火釜炊きしょうが湯 20g×12（商品コード260009）〈直送〉
商品コード：旧）260009→新）260019、JANコード：旧）4906657552007→新）
4906657570353
　生姜湯（有機生姜使用）箱入 20g×12（商品コード260185）〈直送〉
商品コード：旧）260185→新）260190、JANコード：旧）4906657550706→新）
4906657572050
　かりんはちみつしょうが湯 箱入 20g×12（商品コード260010）〈直送〉
商品コード：旧）260010→新）260011、JANコード：旧）4906657565403→新）
4906657570452、商品サイズ（mm）：旧）100×148×40→新）100×135×40
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。原
料原産地表示制度に伴い表示の一部が変更になります。変更に伴い、商品コード、
JANコードが変更になります。〈主な変更点〉・一括表示：原料原産地表示追記。・文
言の一部。・FSC認証マーク追記（責任ある木材資源を使用）。・植物油インキマーク
追記（ベジタブルインキ使用）。個包装デザインが専用デザインから汎用個包装袋に
変更になります。4月以降順次
キャップ変更
◎笛木醤油 金笛 春夏秋冬のだしの素 1リットル（商品コード110443）

金笛 春夏秋冬のだしの素 500ml（商品コード110457）
金笛 春夏秋冬のうすいろだしの素 500ml（商品コード110183）
金笛 春夏秋冬のうすいろだしの素 1リットル（商品コード110184）
金笛 新・春夏秋冬のだしの素 1リットル（商品コード110456）
春夏秋冬のだしの素 糖質50％オフ 500ml（商品コード110971）

キャップをスクリューキャップから、使いやすさを重視し、簡単にワンタッチで開閉できる
ヒンジキャップに変更になります。また材質が変更になります。材質：旧）PP／PE→新）
PE　9月製造分より
ケースデザイン変更
◎竹本油脂 マルホン 太白胡麻油 450g（商品コード109703）

マルホン 太香胡麻油 450g（商品コード109704）
期間限定で、陳列するだけ で販促什器の代わりになるダンボールデザインに変更に
なります。5月20日～8月31日まで、メーカーにて「マルホン胡麻油 えらべる ごほうび 
キャンペーン」が実施されます。期間中は、TVCM（全国）、Web・SNS広告、商品ベタ
付けPOP、店頭販促ツール、ホームページなどで告知されます。4月以降3ヶ月間
原産地変更
◎ホトトギス
　米粉のブラウニー ダークチョコレート 29g（商品コード161451）〈特注〉
　米粉のブラウニー ほうじ茶 1個（商品コード161456）〈特注〉
　米粉のブラウニー 緑茶 1個（商品コード161754）〈特注〉
　米粉のブラウニー 野山の4種アソート 4個（商品コード161454）〈特注〉
　JUN大人のパーティーブラウニー 280g（商品コード161554）〈特注〉
原材料の米粉をメーカー自社栽培米粉のみを使用していましたが、昨年度の天候不
順、病気、獣害により米の収穫量が例年の半分以下になったため、期間限定で、岡山
県産同等品をブレンドした米粉に変更なります。4月～11月製造分
◎三育フーズ 黒ゴマクリーム 190g（商品コード122201）

黒コマクリーム（小） 135g（商品コード122202）〈直送〉
白ゴマクリーム 190g（商品コード122203）〈直送〉
粒入り黒ゴマクリーム 190g（商品コード122204）〈直送〉
アーモンドクリーム 150g（商品コード120720）〈直送〉

使用しているアルゼンチン産はちみつが入手困難となったため産地が変更になります。
はちみつ産地：旧）アルゼンチン→新）ウクライナ、ベトナム　10月製造分より
原材料変更
◎創健社
　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）
　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）
原材料の食塩及び砂糖を沖縄産の海水塩と南西諸島産さとうきびから作った粗糖
に変更させていただきます。5月以降順次
表示・原材料変更
◎タカハシ食品 鱈子と昆布の旨煮 100g（商品コード123396）〈直送〉
真鱈子の産地が変更になります。一括表示：・原材料名：旧）たらこ（アメリカ産）→
新）マダラの卵（北海道産）　4月1日納品分より

再開のお知らせ
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）〈春夏限定〉
◎小川屋 一本気そうめん 50g×5（商品コード140140）〈春夏限定〉
◎太田油脂
　ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）〈春夏限定〉
　ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）〈春夏限定〉
　ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）〈春夏限定〉
◎マルヤス食品 トコゼリー 甘夏 130g（商品コード160187）〈春夏限定〉
◎アルプス
　旬摘 信州ぶどうナイアガラ（ジュース） 160g（商品コード090282）〈春夏限定〉
　旬摘 信州ぶどうコンコード（ジュース） 160g（商品コード090283）〈春夏限定〉
　旬摘 信州りんご（ジュース） 160g（商品コード090577）〈春夏限定〉

　旬摘 信州もも（ジュース） 160g（商品コード090284）〈春夏限定〉
　旬摘 完熟オレンジ（ジュース） 160g（商品コード090579）〈春夏限定〉
◎グリンリーフ ところてん ごまだれ 160g（商品コード120999）〈春夏限定〉

ところてん 三杯酢 160g（商品コード121000）〈春夏限定〉
◎パンドラファームグループ
　青梅ゼリー 80g（商品コード161240）〈春夏限定〉
　青梅ゼリー 80g×4（商品コード161241）〈春夏限定〉
　南高黄熟蜜梅 710ml（商品コード090555）〈春夏限定〉
　梅チュッチュ 90ml×5（商品コード161242）〈春夏限定〉
◎神戸グレインミルズ 昔わらび餅 180g（商品コード160339）〈春夏限定〉
◎チョーコー醤油 えびつゆ 400ml（商品コード110472）〈春夏限定〉

飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）〈春夏限定〉
◎奄美自然食本舗ファクトリー 奄美完熟たんかんマーマレード 
　150g（商品コード121325）〈春夏限定〉
◎鳥取いなば農業協同組合 JAオリジナル らっきょう酢 
　1リットル（商品コード110428）〈春夏限定〉
春夏限定品が再開しました。入荷済

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ダイストマト缶 400g（固形量240g）（商品コード121509）
国際海上コンテナ輸送逼迫の影響を受け、輸入にも大幅な遅れが発生し欠品になっ
ております。次回入荷は貨物船の運航状況によりますが、4月上旬頃の予定です。
◎唐芋農場 あめんどろ純芋蜜（安納芋） 150g（商品コード060066）
原材料の安納芋の貯蔵在庫の大幅な減少により長期欠品になります。再開は9月中
旬以降の予定です。

休止のお知らせ
◎カムネット 山形県産 鮭焼きほぐし 80g（商品コード127508）
原材料である鮭の捕獲量が全国的に減少し、山形県の鮭の収穫量も激減しており、
原材料の確保が困難なため現在庫無くなり次第10月以降まで休止になります。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　マヌカハニー+カモミールスプレー グレープ味 25ml（商品コード191334）
メーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。 
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　モイストリペアボディクリーム 120g（商品コード191346）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。再開は9月頃の予定です。
◎創健社 ナチュラルナッツ ひまわりの種 110g（商品コード160843）
原材料である米国産ひまわりの種が、輸入の大幅な遅延により商品製造が困難と
なっているため欠品しております。再開時期は未定です。
◎佐々長醸造
　早池峰霊水 2リットル（商品コード090313）〈直送〉
　早池峰霊水 500ml（商品コード090418）〈直送〉
製造ラインの機械の故障によりメーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。

終売のお知らせ
◎チョーコー醤油 しょうがみそ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎かるなぁ ヴィーガンローフ 500g（商品コード128045）（冷凍）〈直送〉
メーカーにて終売になります。
◎サンサス
　きねうちラーメン しょうゆ味 150g×2（商品コード140409）〈直送〉
　きねうち旨辛らーめん 150g×1（商品コード140617）〈直送〉
　きねうちラーメン しょうゆ味 150g×1（商品コード140618）〈直送〉
　きねうちビビン冷麺 135g×1（商品コード140622）〈直送〉
メーカーにて終売になります。4月末
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス
　ホワイライト デオドラント ロールオン ラベンダー 50ml（商品コード191304）
　ホワイライト デオドラント ロールオン フレッシュシトラス 50ml（商品コード191305）
　ホワイライト デオドラント ロールオン 微香料 50ml（商品コード191306）
現在庫無くなり次第終売になります。リニューアル品が5月に発売予定です。
◎まいにち 心休水 本体 600ml（商品コード170525）〈直送〉

おとなのふわっしゅ 600ml（商品コード190741）
ふわっしゅ赤ちゃん用 本体 600ml（商品コード190743）〈直送〉

環境（脱プラ）に配慮し、ボトル商品での販売を3月31日をもって終了し、詰替え商品の
みの販売となりました。
◎インターリンクス
　エアメディック液10倍濃縮 シトラス 300ml（商品コード191072）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 ローズ 300ml（商品コード191074）〈直送〉
　エアメディック専用液 無香料 1リットル（商品コード190410）〈直送〉
　エアメディック専用液 森の香 1リットル（商品コード190411）〈直送〉
　エアメディック専用液 ユーカリ 1リットル（商品コード190412）〈直送〉
　エアメディック専用液 シトラス 1リットル（商品コード191077）〈直送〉
　エアメディック専用液 ローズ 1リットル（商品コード191078）〈直送〉
メーカーにて在庫無くなり次第終売になります。
◎ＴＹＫ 浄水器ピュリアＵＣＤフィルター（商品コード189615）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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ジロロモーニ RECIPE ショートパスタ
2色のペンネグラタン 【材料】（2人分）

デュラム小麦有機ペンネ・全粒粉有機ペンネ ･･････････････ 各25g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･･････････････ 大さじ1
鶏もも肉････････････････････････････ 100ｇ(2cmほどにカット)
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････少々
玉ねぎ････････････････････ 1/2個（2～3mmの厚さにスライス）
植物素材のホワイトソース風ルウ･･･････････････ 1/3袋（約36ｇ）
バター･････････････････････････････････････････････････適量
ナチュラルチーズ、パルミジャーノチーズ ･････････････････各適量
パセリ･････････････････････････････････････････････････適量
水 ･････････････････････････････････････････････････150ml

【作り方】
①お湯1リットル（分量外）に塩8g（分量外）を加えペンネを8分茹でる。
②フライパンにオリーブオイル、鶏肉を入れ、塩こしょうをして火が通るまで炒め、スライスした玉ねぎを加えて炒める。
③②に植物素材のホワイトソースを入れ混ぜ、水150mlを2～3回に分けて入れながら溶かし、とろみがついたら、茹で
上がったペンネを入れて混ぜ合わせます。
④耐熱皿にバターをぬり、③を入れ、ナチュラルチーズとパルミジャーノチーズを全体にかけ、オーブントースターで3～
5分焼く（焦げ目がつく程度）。パセリをかけて出来上がり。

コンビーフとキャベツのペンネ
【材料】（２人分）
全粒粉デュラム小麦有機ペンネ ･････････････････････････160g
キャベツ ････････････････････････････････････････････５～６枚
愛媛産牛 無塩せきコンビーフ･････････････････････････････１缶
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ１
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････適宜

【作り方】
①鍋に１．6 リットルの水（分量外）を入れ、沸騰したら塩16g（分量外）を加えペンネを７分茹でる。
②キャベツを半分に切り、幅1cmぐらいに細長く切り、①のペンネが茹で上がる１分程前に入れ、一緒に茹でる。
③フライパンにオリーブオイルを入れ、コンビーフをほぐしながら炒める。
④①のペンネとキャベツが茹で上がったら湯を切り③に加え、湯を切る前に少量とっておいた茹で汁も加える。
⑤塩・胡椒で味を調え出来上がり。
※コンビーフにも塩が入っていますので、味見をしてから塩、胡椒を調整して下さい。

パスタサラダ
【材料】（２～3人分）
デュラム小麦有機フジッリ ･･････････････････････････････100g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ１
べに花一番 オー・ツナ（ツナ缶）････････････････････････････１缶
コーン･････････････････････････････････････････････････適量
マヨネーズ･････････････････････････････････････････････適量
レモン果汁･････････････････････････････････････････････適宜
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････適宜

【作り方】
①鍋に水１リットル（分量外）を入れ、沸騰したら塩8g（分量外）を加え、フジッリを9分茹でる。
②フジッリが茹で上がったら湯を切り、氷水に入れ、あら熱がとれたらざるにあけ、水気をよく切り、オリーブオイルをまぶ
しておく。
③ボウルにほぐしたツナ缶とコーン、マヨネーズ、レモン果汁を混ぜ②のフジッリを加え、混ぜ合わせ、塩・胡椒で味を調える。
④器に盛り、出来上がり。
お弁当などにもおすすめです。

トマトソースのファルファッレ
【材料】（２人分）
デュラム小麦有機ファルファッレ･････････････････････････200g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ３
にんにく ････････････････････････････････････1片（みじん切り）
玉ねぎ･･･････････････････････････････････1/3 個（みじん切り）
有機ダイストマト缶･･････････････････････････････････････ 1缶
たこ･･･････････････････････････････････ 200g（一口大に切る）
赤唐辛子 ･･････････････････････････････････････････････ 1本
塩、胡椒 ･････････････････････････････････････････････各適宜
バジル･････････････････････････････････････････････････少々

【作り方】
①鍋に2 リットルの水（分量外）を入れ、沸騰したら塩20g（分量外）を加えファルファッレを茹でる。
②鍋にオリーブオイル大さじ２とにんにくを入れ、香りがでたら玉ねぎを入れ、よく炒める。
③②にダイストマト缶を加えて半量になるまで煮つめ、塩、胡椒で味を調える。
④フライパンにオリーブオイル大さじ１を入れ、火にかけ、種を取った赤唐辛子を炒め、たこを炒める。
⑤④に③を加え、ひと煮立ちさせたら①のファルファッレ、茹で汁を少量加え、火にかけながら絡めたら、器に盛り、バジル
を散らして出来上がり。

ジロロモーニ 
デュラム小麦 有機ペンネ
商品コード：140651
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

ジロロモーニ
全粒粉デュラム小麦
有機ペンネ
商品コード：140650
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：2年

ジロロモーニ
デュラム小麦 有機フジッリ
商品コード：140652
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

ジロロモーニ
デュラム小麦
有機ファルファッレ
商品コード：140653
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

MS こめ粉ロールクッキー かぼちゃ味 10個（商品コード162174）〈直送〉 旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
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〉 旧）292円（ 270円）→新）314円（ 290円）
MS サクッとコーンクッキー 24枚（2枚×12袋）（商品コード162070） 旧）346円（ 320円）→新）368円（ 340円）
MS 野菜コンソメスープの素 30g（3g×10）（商品コード125501）〈直送〉 旧）281円（ 260円）→新）303円（ 280円）
MS コーンスープ 48g（12g×4）（商品コード121563）  旧）346円（ 320円）→新）368円（ 340円）
スマイル 国産やさいのボーロ 小袋 15g×4（商品コード162106）  旧）238円（ 220円）→新）292円（ 270円）
スマイル こつぶあられ 11g×4（商品コード162146）〈直送〉  旧）260円（ 240円）→新）292円（ 270円）
スマイル こざかなぱりぱり 10g×4（商品コード162097）  旧）281円（ 260円）→新）292円（ 270円）
スマイル ちびっココアクッキー 12g×4（商品コード162096）〈直送〉 旧）281円（ 260円）→新）292円（ 270円）
スマイル やさいのボーロ 100g（商品コード162076）〈直送〉  旧）281円（ 260円）→新）303円（ 280円）
スマイル 毎日オメガ3グラノーラ 6個（商品コード162177）〈直送〉  旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
スマイル 毎日オメガ3ベジグラノーラ 6個（商品コード162180）〈直送〉 旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
スマイル 大袋ぱりぱりパンプキン 20枚（商品コード161259）〈直送〉 旧）886円（ 820円）→新）908円（ 840円）
スマイル 大袋Ca&鉄入りきらきらコーンのおほしさま 5g×20（商品コード162179）〈直送〉 旧）1,016円（ 940円）→新）1,059円（ 980円）
スマイル 大袋カルシウム入りかりんとう 10g×20（商品コード162167）〈直送〉 旧）1,016円（ 940円）→新）1,059円（ 980円）
スマイル ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）
スマイル ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）
スマイル ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）

◎たかくら新産業 パーフェクトポーション ブリーズイージーバーム 30g（商品コード191289） 旧）2,640円（2,400円）→新）3,410円（3,100円）
光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。5月1日より
◎ゼンケン グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 20cm（商品コード181225）〈直送〉 旧）1,980円（1,800円）→新）2,200円（2,000円）

グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 24cm（商品コード181226）〈直送〉 旧）2,200円（2,000円）→新）2,420円（2,200円）
グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 26cm（商品コード181227）〈直送〉 旧）2,640円（2,400円）→新）2,860円（2,600円）
グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 28cm（商品コード181228）〈直送〉 旧）2,860円（2,600円）→新）3,080円（2,800円）

光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。5月2日より
◎日東醸造 足助仕込 三河しろたまり 300ml（商品コード110517）  旧）605円（ 560円）→新）670円（ 620円）
◎奄美自然食本舗 奄美瀬戸内純黒糖 300g（商品コード060023）  旧）616円（ 570円）→新）638円（ 590円）

奄美純黒糖 230g（商品コード060026）  旧）551円（ 510円）→新）573円（ 530円）
奄美粉黒糖 230g（商品コード060027）  旧）573円（ 530円）→新）594円（ 550円）
奄美純黒糖 餅砂糖 300g（商品コード060028）〈直送〉  旧）735円（ 680円）→新）746円（ 690円）
奄美の島の香極ぽん酢 300ml（商品コード110628）〈直送〉 旧）951円（ 880円）→新）994円（ 920円）

光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。6月1日より
◎創美社 創美社の粉・粉・粉 40g（商品コード173107）〈直送〉  旧）2,310円（2,100円）→新）3,080円（2,800円）
諸資材、原材料の相次ぐ値上げ、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
◎チョーコー醤油 長崎みそ 500g（商品コード110015）  旧）389円（ 360円）→新）432円（ 400円）

長崎みそ 1kg（商品コード110016）  旧）756円（ 700円）→新）832円（ 770円）
長崎麦みそ（カップ） 500g（商品コード110022）  旧）432円（ 400円）→新）476円（ 440円）
長崎麦みそ（カップ） 750g（商品コード110103）〈直送〉  旧）670円（ 620円）→新）713円（ 660円）
麦みそ 10kg（商品コード110014）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。
合わせみそ（カップ） 500g（商品コード110024）〈直送〉  旧）476円（ 440円）→新）519円（ 480円）
麦米合わせみそ（カップ） 750g（商品コード110089）〈直送〉  旧）692円（ 640円）→新）756円（ 700円）
長崎米みそ（カップ） 500g（商品コード110023）〈直送〉  旧）486円（ 450円）→新）530円（ 490円）
限定仕込長崎麦みそ（カップ） 500g（商品コード110041）〈直送〉 旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
長崎麦味噌限定仕込 10kg（商品コード110859）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。
有機栽培麦みそ（カップ） 500g（商品コード119710）〈直送〉  旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
有機味噌麦米合わせ 500g（商品コード119049）〈直送〉  旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
輝麦 500g（商品コード119055）〈直送〉  旧）648円（ 600円）→新）713円（ 660円）
九州麦みそ（カップ） 500g（商品コード119956）〈直送〉  旧）411円（ 380円）→新）454円（ 420円）
九州麦みそ袋 1kg（商品コード119609）〈直送〉  旧）627円（ 580円）→新）692円（ 640円）
無添加合わせみそ 880g（商品コード119963）〈直送〉  旧）540円（ 500円）→新）594円（ 550円）
仕込みそ ポリ樽 10kg（商品コード110019）〈直送〉  旧）6,048円（5,600円）→新）6,210円（5,750円）
仕込みそ ポリ樽 5kg（商品コード119516）〈直送〉  旧）3,348円（3,100円）→新）3,672円（3,400円）

諸資材、原材料の相次ぐ値上げ、その他経費の高騰により価格が変更になります。6月1日より
◎丸俊 そのまま食べるかつおスライス 60g（商品コード121526）  旧）540円（ 500円）→新）627円（ 580円）
主原料であるカツオの漁獲量不足、コストの増加などにより価格が変更になります。6月1日より
◎味の一醸造 味の母（みりんタイプ） 720ml（商品コード110401）  旧）875円（ 810円）→新）918円（ 850円）

味の母（みりんタイプ） 300ml（商品コード119505）  旧）465円（ 430円）→新）486円（ 450円）
味の母（みりんタイプ） 1.8リットル（商品コード250512）  旧）1,869円（1,730円）→新）1,966円（1,820円）
味の母（みりんタイプ） 18リットル（商品コード250513）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。

価格が値上げになります。7月1日より

価格・キャップ形状変更
◎インターリンクス
　エアメディック液10倍濃縮 ユーカリ 300ml（商品コード191073）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 森の香 300ml（商品コード191075）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 無香料 300ml（商品コード191076）〈直送〉
価格が変更になります。また、順次キャップ形状が変更になります。旧）3,300円（3,000
円）→新）2,970円（2,700円）　価格変更：3月1日より　キャップ変更：順次
商品コード・価格・内容量・パッケージデザイン変更
◎まいにち おとなのふわっしゅ 詰め替え用 400ml（商品コード190748）
環境に配慮したバイオマス原料フィルムを採用し、パッケージデザイン及び内容量も変
更になりました。それに伴い、商品コード、価格が変更になります。商品コード：旧）
190748→新）190763、内容量：旧）400ml→新）500ml、税込価格（税抜価格）：旧）
1,166円（1,060円）→新）1,848円（1,680円）　変更済
表示変更
◎創健社
　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〉 4月納品分より　
　樽みそ一番（減塩）（カップ） 750g（商品コード111503） 4月中旬以降 　
　みちのく味噌 生みそ（カップ） 500g（商品コード110327） 4月下旬以降 　
　さとうきび粗糖 500g（商品コード060325） 4月下旬以降 　
　古式原糖 800g（商品コード060322） 5月上旬以降 　
　古式原糖 20kg（商品コード251042）〈直送〉 変更済   　　　
新たな原料原産地表示制度及び新たな遺伝子組換え表示制度の施行に伴い、表
示の一部等が変更になります。
◎創健社
　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）
新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、一括表示、他が変更になり

ます。※表示方法の変更で原材料自体に変更はありません。4月下旬以降
◎富士食品 小麦はいが 焙煎粉末 300g（商品コード130236）〈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。変更済
◎味千汐路 やわらかごちそう がんもの含め煮 100g（商品コード121797）
表示の一部が変更になります。変更済
◎東京フード いい味だしてんねん！ 400g（8g×50袋）（商品コード110874）
表示の一部が変更になります。使用方法：旧）みそ汁、お吸い物等　約8人分（約
1,200cc）→新）みそ汁、お吸い物等　約4人分（約800cc）。栄養成分表示に（推定
値）を追加。5月中旬から順次
◎大高醤油 稗しょうゆ 500ml（商品コード450326）

キビしょうゆ 500ml（商品コード450327）
粟しょうゆ 500ml（商品コード450328）
米しょうゆ 500ml（商品コード450329）

新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、一括表示が原料原産地が
表示されます。メーカー6月1日出荷分より
◎チョーコー醤油 白だし 400ml（商品コード110475）〈直送〉
原料として使用しているしょうゆが変更になります。これに伴い栄養成分表示の値が
変更になります。また、遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、遺伝子組換えに関す
る任意表示の文言が変更になります。6月製造分より
◎チョーコー醤油
　京風仕立て白だし 400ml（商品コード110486） 6月頃　　　　
　長崎南蛮酢 300ml（商品コード110277） 7月頃　　　　
　京風だしの素うすいろ 500ml（商品コード110259）〈直送〉 8月頃　　　　
遺伝子組換え表示制度の改正に伴う任意表示の文言、他の変更を致します。
表示・加工所変更
◎ニッテン商事
　北海道ビートオリゴ 2.4kg（商品コード079704）〈直送〉 5月下旬以降　　

032891 7670308

032891 7670478

032891 7670928

032891 7671228

2

創 健 社 ニ ュ ー ス  2 0 2 2 年（ 令 和 4 年 ）4 月 号【 通 巻 5 9 0 号 】

5



今月のおすすめ商品（有機青梅）

産
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酒
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送料について
＊離島は除く

※もみしそは有機ではありません

ご注文締切　2022年5月26日（木）
※天候により変更する場合がございます。

こだわりの梅を使ってご家庭で梅酒・梅干を手作りしてみませんか
奈良県、三重県産の有機JAS認証青梅を、予約にて産地より直接お届け致します。
一般の栽培は化学合成農薬を使用したものが多い中、今回お届けする有機栽培の
梅は国が認定した天然由来の原料から作った農薬しか使用していません。そのた
め、アブラムシなどが大量発生した際は、天敵のテントウ虫頼りになるため、大変なこ
とばかりです。また、収穫時期は梅雨（つゆ）という事もあり雨が多い中、1つ1つ手作
業で熟度を見ながら収穫します。サイズが不揃いで少し美人ぞろいではない場合も
ありますが、それはできるかぎり自然のままに育てた証でもあります。生産者の一人 赤木 雄太さん

別途送料がかかります。決まり次第お知らせ致します。
※クール便でお届けします。 ※天候により発送日を変更する場合がございます。

［６月6日（月）頃より発送］

❶青梅（梅酒用）
　２kg
商品コード：040192
税込価格：2,374円
（税抜価格：2,198円）

❷青梅（梅酒用）
　２kg×2
商品コード：040239
税込価格：4,709円
（税抜価格：4,360円）

有機青梅 梅酒用（鶯宿、白加賀種のいずれか）

［６月20日（月）頃より発送］
有機青梅 梅干用（南高種）

［６月20日（月）頃より発送］
有機青梅 梅干用（南高種）＋もみしそセット

❸南高梅 2kg
商品コード：040193
税込価格：2,442円
（税抜価格：2,261円）

❹南高梅2kg×2
商品コード：040240
税込価格：4,844円
（税抜価格：4,485円）

❺南高梅2kg
　＋もみしそ500g
商品コード：040194
税込価格：3,152円
（税抜価格：2,918円）

❻南高梅2kg×2
＋もみしそ１kg 
商品コード：040241
税込価格：6,267円
（税抜価格：5,802円）

❼東京フード てんさい糖の氷砂糖1㎏

商品コード：061012
税込価格：793円
（税抜価格735円）
入数：10

【原材料】ビートグラニュー糖［てん菜（北海道）］

北海道産てんさい糖原料の氷砂糖クリスタル
です。梅酒、果実酒におすすめします。

993761 0023994
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今月のおすすめ商品（有機栽培茶） 予約締め切り　2022年5月23日（月）
6月上旬よりお届け

－京都 宇治－ 有機栽培茶

標高500ｍの高原で栽培しているので成長はゆっくり。その分じっくり旨みを蓄えました。

今だけ
10％増量！

京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞
京都府環境にやさしい
農業コンクール優秀賞受賞

南山城村・童仙房南山城村・童仙房京都

【原材料】有機緑茶（京都産）

童仙房 新茶 有機上煎茶
商品コード：080459
税込価格：1,437円
（税抜価格：1,330円）
内容量：110g

童仙房茶舗が2022年一番初めに摘める走り新茶。さわやかな香り・濃厚な旨み・渋み
を楽しんで頂ける旬のお茶。この時期だけの予約限定品です。
今だけ10％増量

［童仙房 新茶 有機上煎茶のお茶の入れ方］
お湯を70℃くらいまで冷ましたもので抽出してください。熱いお湯
で入れると渋みが先に出てしまい本来の旨みが味わえません。飲
んだ時にすぐに旨みを感じないかもしれませんが、あとから口の中
に甘味とお茶の香りが広がってくるようなお茶に仕上げています。

童仙房茶舗 七代目園主
布施田 雅浩さんの
煎茶の淹れ方を解説した
動画はこちらから 

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 国産しょうが御飯の素 100g（商品コード120806）  旧）470円（ 435円）→新）492円（ 455円）

有機栽培小麦&国内産小麦粉使用 パン粉 150g（商品コード120829） 旧）211円（ 195円）→新）222円（ 205円）
国内産小麦粉100％使用 パン粉 150g（商品コード120831）  旧）189円（ 175円）→新）195円（ 180円）
湯麺（タンメン） 112g（商品コード148038）  旧）238円（ 220円）→新）249円（ 230円）
タピオカ粉末 300g（商品コード131054）  旧）411円（ 380円）→新）422円（ 390円）
タピオカ粉末 600g（商品コード450094）  旧）508円（ 470円）→新）524円（ 485円）
五穀大黒スープ（フリーズドライ） 8g×4袋（商品コード121765）  旧）605円（ 560円）→新）627円（ 580円）
けんちん汁みそ仕立て（フリーズドライ） 10g×4袋（商品コード121766） 旧）605円（ 560円）→新）627円（ 580円）
オニオンスープ（フリーズドライ） 6g×4袋（商品コード121767）  旧）573円（ 530円）→新）594円（ 550円）
ミネストローネ（フリーズドライ） 6.5g×4袋（商品コード121768）  旧）627円（ 580円）→新）648円（ 600円）
べに花一番のオーツナ 90g（固形量70g）（商品コード120553）  旧）432円（ 400円）→新）465円（ 430円）
オイル不使用 オーツナフレーク 90g（商品コード120827）  旧）411円（ 380円）→新）443円（ 410円）
のり佃煮（岩のり入） 95g（商品コード120112）  旧）368円（ 340円）→新）384円（ 355円）
のりのつくだ煮（ひえ醤油） 95g（商品コード120124）  旧）346円（ 320円）→新）362円（ 335円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり かぼちゃのスティックボーロ 40g（商品コード161508） 旧）173円（ 160円）→新）184円（ 170円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり たまごのボーロ 25g（商品コード161509） 旧） 92円（ 85円）→新） 98円（ 90円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり たまごのボーロ 16g×4（商品コード161545） 旧）238円（ 220円）→新）249円（ 230円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり いちごミルクのボーロ 45g（商品コード161510） 旧）179円（ 165円）→新）189円（ 175円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり いちごミルクのボーロ 16g×4（商品コード161542） 旧）260円（ 240円）→新）270円（ 250円）
メイシーちゃん（TM）のおきにいり ミレービスケット 150g（商品コード161530） 旧）260円（ 240円）→新）281円（ 260円）

原料価格の高騰・並びに製造・物流コスト増大の為価格が変更になります。6月1日より
◎麻布タカノ 炭火焙煎 有機アイスコーヒー 無糖 1L（商品コード092496）  旧）540円（ 500円）→新）594円（ 550円）

炭火焙煎 有機アイスコーヒー 微糖 1L（商品コード092497）  旧）540円（ 500円）→新）594円（ 550円）
◎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） 旧）1,113円（1,030円）→新）1,316円（1,218円）

手作りカマンブルーチーズ 130g（商品コード124126）（冷蔵）  旧）1,113円（1,030円）→新）1,316円（1,218円）
ワンキュービック ブルーチーズ 30g（商品コード124154）（冷蔵）〈直送〉 旧）411円（ 380円）→新）472円（ 437円）
カリッとゴーダ 35g（商品コード161160）  旧）724円（ 670円）→新）807円（ 747円）
手づくりゴーダチーズ 120g（商品コード124127）（冷蔵）  旧）800円（ 740円）→新）997円（ 923円）
北海道厚別 牧場バター 170g（商品コード101049）（冷蔵）  旧）983円（ 910円）→新）1,285円（1,189円）

◎広島ゆたか農協 生レモンしぼり 100ml（商品コード110522）  オープン価格のため卸価格が値上げになります。
◎純正食品マルシマ 岩のり入りのり佃煮 150g（商品コード260170）〈直送〉  旧）616円（ 570円）→新）648円（ 600円）

本枯れ和風だし顆粒 8g×24（商品コード260184）〈直送〉  旧）1,156円（1,070円）→新）1,188円（1,100円）
◎太田油脂 MS のりわかめせんべい 27g（商品コード162061）  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）

MS にんじんせんべい 30g（商品コード162062）  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS かぼちゃせんべい 30g（商品コード162063）  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS ポテトとほうれん草のおせんべい 25g（商品コード162150）  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS むらさきいものおせんべい 25g（商品コード162181）〈直送〉  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS カルマグふわせん発芽玄米入り 30g（商品コード162162）〈直送〉 旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS ソフトな小魚せん 21g（2枚×7袋）（商品コード162130）  旧）238円（ 220円）→新）249円（ 230円）
MS ソフトな塩せん 16枚（2枚×8袋）（商品コード162067）  旧）238円（ 220円）→新）249円（ 230円）
MS こめせんべい 16枚（商品コード162069）  旧）238円（ 220円）→新）249円（ 230円）
MS 玄米ぽんせん 30g（商品コード162182）〈直送〉  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS まっしろなラムネ 80g（商品コード162080）〈直送〉  旧）260円（ 240円）→新）281円（ 260円）
MS まっしろなラムネ レモン味 80g（商品コード162185）〈直送〉  旧）238円（ 220円）→新）260円（ 240円）
MS ひとくちももゼリー 23g×7個（商品コード162081）〈直送〉  旧）324円（ 300円）→新）346円（ 320円）
MS ひとくちりんごゼリー 23g×7個（商品コード162082）〈直送〉  旧）324円（ 300円）→新）346円（ 320円）
MS のりものビスケット 88g（商品コード162110）〈直送〉  旧）281円（ 260円）→新）303円（ 280円）
MS ミニビスケット 100g（商品コード162068）〈直送〉  旧）292円（ 270円）→新）314円（ 290円）
MS こめ粉ロールクッキー 10個（商品コード162168）  旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）

税込価格（税抜価格）
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ジロロモーニ RECIPE ショートパスタ
2色のペンネグラタン 【材料】（2人分）

デュラム小麦有機ペンネ・全粒粉有機ペンネ ･･････････････ 各25g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル･･･････････････ 大さじ1
鶏もも肉････････････････････････････ 100ｇ(2cmほどにカット)
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････少々
玉ねぎ････････････････････ 1/2個（2～3mmの厚さにスライス）
植物素材のホワイトソース風ルウ･･･････････････ 1/3袋（約36ｇ）
バター･････････････････････････････････････････････････適量
ナチュラルチーズ、パルミジャーノチーズ ･････････････････各適量
パセリ･････････････････････････････････････････････････適量
水 ･････････････････････････････････････････････････150ml

【作り方】
①お湯1リットル（分量外）に塩8g（分量外）を加えペンネを8分茹でる。
②フライパンにオリーブオイル、鶏肉を入れ、塩こしょうをして火が通るまで炒め、スライスした玉ねぎを加えて炒める。
③②に植物素材のホワイトソースを入れ混ぜ、水150mlを2～3回に分けて入れながら溶かし、とろみがついたら、茹で
上がったペンネを入れて混ぜ合わせます。
④耐熱皿にバターをぬり、③を入れ、ナチュラルチーズとパルミジャーノチーズを全体にかけ、オーブントースターで3～
5分焼く（焦げ目がつく程度）。パセリをかけて出来上がり。

コンビーフとキャベツのペンネ
【材料】（２人分）
全粒粉デュラム小麦有機ペンネ ･････････････････････････160g
キャベツ ････････････････････････････････････････････５～６枚
愛媛産牛 無塩せきコンビーフ･････････････････････････････１缶
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ１
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････適宜

【作り方】
①鍋に１．6 リットルの水（分量外）を入れ、沸騰したら塩16g（分量外）を加えペンネを７分茹でる。
②キャベツを半分に切り、幅1cmぐらいに細長く切り、①のペンネが茹で上がる１分程前に入れ、一緒に茹でる。
③フライパンにオリーブオイルを入れ、コンビーフをほぐしながら炒める。
④①のペンネとキャベツが茹で上がったら湯を切り③に加え、湯を切る前に少量とっておいた茹で汁も加える。
⑤塩・胡椒で味を調え出来上がり。
※コンビーフにも塩が入っていますので、味見をしてから塩、胡椒を調整して下さい。

パスタサラダ
【材料】（２～3人分）
デュラム小麦有機フジッリ ･･････････････････････････････100g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ１
べに花一番 オー・ツナ（ツナ缶）････････････････････････････１缶
コーン･････････････････････････････････････････････････適量
マヨネーズ･････････････････････････････････････････････適量
レモン果汁･････････････････････････････････････････････適宜
塩・胡椒････････････････････････････････････････････････適宜

【作り方】
①鍋に水１リットル（分量外）を入れ、沸騰したら塩8g（分量外）を加え、フジッリを9分茹でる。
②フジッリが茹で上がったら湯を切り、氷水に入れ、あら熱がとれたらざるにあけ、水気をよく切り、オリーブオイルをまぶ
しておく。
③ボウルにほぐしたツナ缶とコーン、マヨネーズ、レモン果汁を混ぜ②のフジッリを加え、混ぜ合わせ、塩・胡椒で味を調える。
④器に盛り、出来上がり。
お弁当などにもおすすめです。

トマトソースのファルファッレ
【材料】（２人分）
デュラム小麦有機ファルファッレ･････････････････････････200g
有機エキストラヴァージンオリーブオイル････････････････大さじ３
にんにく ････････････････････････････････････1片（みじん切り）
玉ねぎ･･･････････････････････････････････1/3 個（みじん切り）
有機ダイストマト缶･･････････････････････････････････････ 1缶
たこ･･･････････････････････････････････ 200g（一口大に切る）
赤唐辛子 ･･････････････････････････････････････････････ 1本
塩、胡椒 ･････････････････････････････････････････････各適宜
バジル･････････････････････････････････････････････････少々

【作り方】
①鍋に2 リットルの水（分量外）を入れ、沸騰したら塩20g（分量外）を加えファルファッレを茹でる。
②鍋にオリーブオイル大さじ２とにんにくを入れ、香りがでたら玉ねぎを入れ、よく炒める。
③②にダイストマト缶を加えて半量になるまで煮つめ、塩、胡椒で味を調える。
④フライパンにオリーブオイル大さじ１を入れ、火にかけ、種を取った赤唐辛子を炒め、たこを炒める。
⑤④に③を加え、ひと煮立ちさせたら①のファルファッレ、茹で汁を少量加え、火にかけながら絡めたら、器に盛り、バジル
を散らして出来上がり。

ジロロモーニ 
デュラム小麦 有機ペンネ
商品コード：140651
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

ジロロモーニ
全粒粉デュラム小麦
有機ペンネ
商品コード：140650
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：2年

ジロロモーニ
デュラム小麦 有機フジッリ
商品コード：140652
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

ジロロモーニ
デュラム小麦
有機ファルファッレ
商品コード：140653
税込価格：291円（税抜価格：269円）
内容量:250g　入数：12
賞味期間：3年

MS こめ粉ロールクッキー かぼちゃ味 10個（商品コード162174）〈直送〉 旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
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〉 旧）292円（ 270円）→新）314円（ 290円）
MS サクッとコーンクッキー 24枚（2枚×12袋）（商品コード162070） 旧）346円（ 320円）→新）368円（ 340円）
MS 野菜コンソメスープの素 30g（3g×10）（商品コード125501）〈直送〉 旧）281円（ 260円）→新）303円（ 280円）
MS コーンスープ 48g（12g×4）（商品コード121563）  旧）346円（ 320円）→新）368円（ 340円）
スマイル 国産やさいのボーロ 小袋 15g×4（商品コード162106）  旧）238円（ 220円）→新）292円（ 270円）
スマイル こつぶあられ 11g×4（商品コード162146）〈直送〉  旧）260円（ 240円）→新）292円（ 270円）
スマイル こざかなぱりぱり 10g×4（商品コード162097）  旧）281円（ 260円）→新）292円（ 270円）
スマイル ちびっココアクッキー 12g×4（商品コード162096）〈直送〉 旧）281円（ 260円）→新）292円（ 270円）
スマイル やさいのボーロ 100g（商品コード162076）〈直送〉  旧）281円（ 260円）→新）303円（ 280円）
スマイル 毎日オメガ3グラノーラ 6個（商品コード162177）〈直送〉  旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
スマイル 毎日オメガ3ベジグラノーラ 6個（商品コード162180）〈直送〉 旧）270円（ 250円）→新）292円（ 270円）
スマイル 大袋ぱりぱりパンプキン 20枚（商品コード161259）〈直送〉 旧）886円（ 820円）→新）908円（ 840円）
スマイル 大袋Ca&鉄入りきらきらコーンのおほしさま 5g×20（商品コード162179）〈直送〉 旧）1,016円（ 940円）→新）1,059円（ 980円）
スマイル 大袋カルシウム入りかりんとう 10g×20（商品コード162167）〈直送〉 旧）1,016円（ 940円）→新）1,059円（ 980円）
スマイル ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）
スマイル ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）
スマイル ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）〈春夏限定〉 旧）303円（ 280円）→新）324円（ 300円）

◎たかくら新産業 パーフェクトポーション ブリーズイージーバーム 30g（商品コード191289） 旧）2,640円（2,400円）→新）3,410円（3,100円）
光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。5月1日より
◎ゼンケン グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 20cm（商品コード181225）〈直送〉 旧）1,980円（1,800円）→新）2,200円（2,000円）

グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 24cm（商品コード181226）〈直送〉 旧）2,200円（2,000円）→新）2,420円（2,200円）
グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 26cm（商品コード181227）〈直送〉 旧）2,640円（2,400円）→新）2,860円（2,600円）
グリーンパン「バルセロナ」フライパン用ガラス蓋 28cm（商品コード181228）〈直送〉 旧）2,860円（2,600円）→新）3,080円（2,800円）

光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。5月2日より
◎日東醸造 足助仕込 三河しろたまり 300ml（商品コード110517）  旧）605円（ 560円）→新）670円（ 620円）
◎奄美自然食本舗 奄美瀬戸内純黒糖 300g（商品コード060023）  旧）616円（ 570円）→新）638円（ 590円）

奄美純黒糖 230g（商品コード060026）  旧）551円（ 510円）→新）573円（ 530円）
奄美粉黒糖 230g（商品コード060027）  旧）573円（ 530円）→新）594円（ 550円）
奄美純黒糖 餅砂糖 300g（商品コード060028）〈直送〉  旧）735円（ 680円）→新）746円（ 690円）
奄美の島の香極ぽん酢 300ml（商品コード110628）〈直送〉 旧）951円（ 880円）→新）994円（ 920円）

光熱費、包装資材費、物流費、人件費などの高騰のため価格が変更になります。6月1日より
◎創美社 創美社の粉・粉・粉 40g（商品コード173107）〈直送〉  旧）2,310円（2,100円）→新）3,080円（2,800円）
諸資材、原材料の相次ぐ値上げ、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
◎チョーコー醤油 長崎みそ 500g（商品コード110015）  旧）389円（ 360円）→新）432円（ 400円）

長崎みそ 1kg（商品コード110016）  旧）756円（ 700円）→新）832円（ 770円）
長崎麦みそ（カップ） 500g（商品コード110022）  旧）432円（ 400円）→新）476円（ 440円）
長崎麦みそ（カップ） 750g（商品コード110103）〈直送〉  旧）670円（ 620円）→新）713円（ 660円）
麦みそ 10kg（商品コード110014）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。
合わせみそ（カップ） 500g（商品コード110024）〈直送〉  旧）476円（ 440円）→新）519円（ 480円）
麦米合わせみそ（カップ） 750g（商品コード110089）〈直送〉  旧）692円（ 640円）→新）756円（ 700円）
長崎米みそ（カップ） 500g（商品コード110023）〈直送〉  旧）486円（ 450円）→新）530円（ 490円）
限定仕込長崎麦みそ（カップ） 500g（商品コード110041）〈直送〉 旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
長崎麦味噌限定仕込 10kg（商品コード110859）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。
有機栽培麦みそ（カップ） 500g（商品コード119710）〈直送〉  旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
有機味噌麦米合わせ 500g（商品コード119049）〈直送〉  旧）864円（ 800円）→新）951円（ 880円）
輝麦 500g（商品コード119055）〈直送〉  旧）648円（ 600円）→新）713円（ 660円）
九州麦みそ（カップ） 500g（商品コード119956）〈直送〉  旧）411円（ 380円）→新）454円（ 420円）
九州麦みそ袋 1kg（商品コード119609）〈直送〉  旧）627円（ 580円）→新）692円（ 640円）
無添加合わせみそ 880g（商品コード119963）〈直送〉  旧）540円（ 500円）→新）594円（ 550円）
仕込みそ ポリ樽 10kg（商品コード110019）〈直送〉  旧）6,048円（5,600円）→新）6,210円（5,750円）
仕込みそ ポリ樽 5kg（商品コード119516）〈直送〉  旧）3,348円（3,100円）→新）3,672円（3,400円）

諸資材、原材料の相次ぐ値上げ、その他経費の高騰により価格が変更になります。6月1日より
◎丸俊 そのまま食べるかつおスライス 60g（商品コード121526）  旧）540円（ 500円）→新）627円（ 580円）
主原料であるカツオの漁獲量不足、コストの増加などにより価格が変更になります。6月1日より
◎味の一醸造 味の母（みりんタイプ） 720ml（商品コード110401）  旧）875円（ 810円）→新）918円（ 850円）

味の母（みりんタイプ） 300ml（商品コード119505）  旧）465円（ 430円）→新）486円（ 450円）
味の母（みりんタイプ） 1.8リットル（商品コード250512）  旧）1,869円（1,730円）→新）1,966円（1,820円）
味の母（みりんタイプ） 18リットル（商品コード250513）〈直送〉  オープン価格のため卸価格が値上げになります。

価格が値上げになります。7月1日より

価格・キャップ形状変更
◎インターリンクス
　エアメディック液10倍濃縮 ユーカリ 300ml（商品コード191073）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 森の香 300ml（商品コード191075）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 無香料 300ml（商品コード191076）〈直送〉
価格が変更になります。また、順次キャップ形状が変更になります。旧）3,300円（3,000
円）→新）2,970円（2,700円）　価格変更：3月1日より　キャップ変更：順次
商品コード・価格・内容量・パッケージデザイン変更
◎まいにち おとなのふわっしゅ 詰め替え用 400ml（商品コード190748）
環境に配慮したバイオマス原料フィルムを採用し、パッケージデザイン及び内容量も変
更になりました。それに伴い、商品コード、価格が変更になります。商品コード：旧）
190748→新）190763、内容量：旧）400ml→新）500ml、税込価格（税抜価格）：旧）
1,166円（1,060円）→新）1,848円（1,680円）　変更済
表示変更
◎創健社
　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〉 4月納品分より　
　樽みそ一番（減塩）（カップ） 750g（商品コード111503） 4月中旬以降 　
　みちのく味噌 生みそ（カップ） 500g（商品コード110327） 4月下旬以降 　
　さとうきび粗糖 500g（商品コード060325） 4月下旬以降 　
　古式原糖 800g（商品コード060322） 5月上旬以降 　
　古式原糖 20kg（商品コード251042）〈直送〉 変更済   　　　
新たな原料原産地表示制度及び新たな遺伝子組換え表示制度の施行に伴い、表
示の一部等が変更になります。
◎創健社
　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）
新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、一括表示、他が変更になり

ます。※表示方法の変更で原材料自体に変更はありません。4月下旬以降
◎富士食品 小麦はいが 焙煎粉末 300g（商品コード130236）〈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。変更済
◎味千汐路 やわらかごちそう がんもの含め煮 100g（商品コード121797）
表示の一部が変更になります。変更済
◎東京フード いい味だしてんねん！ 400g（8g×50袋）（商品コード110874）
表示の一部が変更になります。使用方法：旧）みそ汁、お吸い物等　約8人分（約
1,200cc）→新）みそ汁、お吸い物等　約4人分（約800cc）。栄養成分表示に（推定
値）を追加。5月中旬から順次
◎大高醤油 稗しょうゆ 500ml（商品コード450326）

キビしょうゆ 500ml（商品コード450327）
粟しょうゆ 500ml（商品コード450328）
米しょうゆ 500ml（商品コード450329）

新たな加工食品の原料原産地表示制度の施行に伴い、一括表示が原料原産地が
表示されます。メーカー6月1日出荷分より
◎チョーコー醤油 白だし 400ml（商品コード110475）〈直送〉
原料として使用しているしょうゆが変更になります。これに伴い栄養成分表示の値が
変更になります。また、遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、遺伝子組換えに関す
る任意表示の文言が変更になります。6月製造分より
◎チョーコー醤油
　京風仕立て白だし 400ml（商品コード110486） 6月頃　　　　
　長崎南蛮酢 300ml（商品コード110277） 7月頃　　　　
　京風だしの素うすいろ 500ml（商品コード110259）〈直送〉 8月頃　　　　
遺伝子組換え表示制度の改正に伴う任意表示の文言、他の変更を致します。
表示・加工所変更
◎ニッテン商事
　北海道ビートオリゴ 2.4kg（商品コード079704）〈直送〉 5月下旬以降　　
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植物素材のホワイトソース風ルウ “Plant-Based・
乳製品＆動物性原料不使用”新発売

【原材料】植物油脂［パーム油（マレーシア、インドネシア）、有機べに花油（アメリ
カ）、小麦粉（北海道）、きな粉（岡山）、ホワイトソルガム（アメリカ）、馬鈴薯澱粉
（北海道）、砂糖（鹿児島）、オニオンパウダー（北海道）、食塩（メキシコ）、酵母エ
キス（ドイツ）、ホワイトペッパー（インドネシア他海外）

グラタン、ドリア、リゾット、クリームコロッケなど幅広くご使用いただける植物素材のホワイトソース
風ルウを新発売いたします。

おすすめ①　 プラントベース（植物素材100％）
国産小麦の小麦粉と国産大豆から作った“生きな粉”（焙煎が浅いきな粉）とホワイトソルガム（白
たかきび粉）、馬鈴薯澱粉でとろみをつけ、国内産オニオンパウダーとホワイトペッパーで味にコク
を加え、まろやかに仕上げました。

おすすめ②　使いやすさ
水溶きし、加熱するだけでソースが簡単にでき、
ダマになりにくいように仕上げていますので、いろ
いろなお料理にご使用可能です。

おすすめ③　その他のこだわり原料
べに花油は「有機栽培べに花一番」を、砂糖は
“鹿児島県喜界島産さとうきび”から島内の製糖
工場で作った「喜界島粗糖」を使用しています。
素材の風味を大切に、化学調味料、着色料、香
料は使用していません。

植物素材のホワイトソース風ルウ
商品コード：111148
税込価格：454円（税抜価格420円）
内容量：110g　入数：40（10×4）
賞味期間：240日

※画像は開発中のものです。

　北海道ビートオリゴ 300g（商品コード079702） 7月下旬以降　　
　北海道ビートオリゴ 500g（商品コード079703）〈直送〉 10月下旬以降　　
栄養成分表示内の「食塩相当量」が第三者分析結果に合わせた表示に変更になり
ます。また、300gと500gの加工所が変更になります。〇栄養成分表示：・食塩相当量：
旧）0.03～0.51g→新）0.1g。〇加工所：→新）（株）ラボケミカル　北海道札幌市中央
区北一条西21丁目3-18
ロゴマーク変更
◎櫛野農園 ゆずごしょう（チューブ） 30g（商品コード110941）
メーカーのロゴマークが変更になります。それに伴い、チューブ表面のデザインが変更
になります。メーカー3月1日以降出荷分より
商品コード・表示・JANコード・包装形態変更
◎純正食品マルシマ
　直火釜炊きしょうが湯 20g×12（商品コード260009）〈直送〉
商品コード：旧）260009→新）260019、JANコード：旧）4906657552007→新）
4906657570353
　生姜湯（有機生姜使用）箱入 20g×12（商品コード260185）〈直送〉
商品コード：旧）260185→新）260190、JANコード：旧）4906657550706→新）
4906657572050
　かりんはちみつしょうが湯 箱入 20g×12（商品コード260010）〈直送〉
商品コード：旧）260010→新）260011、JANコード：旧）4906657565403→新）
4906657570452、商品サイズ（mm）：旧）100×148×40→新）100×135×40
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。原
料原産地表示制度に伴い表示の一部が変更になります。変更に伴い、商品コード、
JANコードが変更になります。〈主な変更点〉・一括表示：原料原産地表示追記。・文
言の一部。・FSC認証マーク追記（責任ある木材資源を使用）。・植物油インキマーク
追記（ベジタブルインキ使用）。個包装デザインが専用デザインから汎用個包装袋に
変更になります。4月以降順次
キャップ変更
◎笛木醤油 金笛 春夏秋冬のだしの素 1リットル（商品コード110443）

金笛 春夏秋冬のだしの素 500ml（商品コード110457）
金笛 春夏秋冬のうすいろだしの素 500ml（商品コード110183）
金笛 春夏秋冬のうすいろだしの素 1リットル（商品コード110184）
金笛 新・春夏秋冬のだしの素 1リットル（商品コード110456）
春夏秋冬のだしの素 糖質50％オフ 500ml（商品コード110971）

キャップをスクリューキャップから、使いやすさを重視し、簡単にワンタッチで開閉できる
ヒンジキャップに変更になります。また材質が変更になります。材質：旧）PP／PE→新）
PE　9月製造分より
ケースデザイン変更
◎竹本油脂 マルホン 太白胡麻油 450g（商品コード109703）

マルホン 太香胡麻油 450g（商品コード109704）
期間限定で、陳列するだけ で販促什器の代わりになるダンボールデザインに変更に
なります。5月20日～8月31日まで、メーカーにて「マルホン胡麻油 えらべる ごほうび 
キャンペーン」が実施されます。期間中は、TVCM（全国）、Web・SNS広告、商品ベタ
付けPOP、店頭販促ツール、ホームページなどで告知されます。4月以降3ヶ月間
原産地変更
◎ホトトギス
　米粉のブラウニー ダークチョコレート 29g（商品コード161451）〈特注〉
　米粉のブラウニー ほうじ茶 1個（商品コード161456）〈特注〉
　米粉のブラウニー 緑茶 1個（商品コード161754）〈特注〉
　米粉のブラウニー 野山の4種アソート 4個（商品コード161454）〈特注〉
　JUN大人のパーティーブラウニー 280g（商品コード161554）〈特注〉
原材料の米粉をメーカー自社栽培米粉のみを使用していましたが、昨年度の天候不
順、病気、獣害により米の収穫量が例年の半分以下になったため、期間限定で、岡山
県産同等品をブレンドした米粉に変更なります。4月～11月製造分
◎三育フーズ 黒ゴマクリーム 190g（商品コード122201）

黒コマクリーム（小） 135g（商品コード122202）〈直送〉
白ゴマクリーム 190g（商品コード122203）〈直送〉
粒入り黒ゴマクリーム 190g（商品コード122204）〈直送〉
アーモンドクリーム 150g（商品コード120720）〈直送〉

使用しているアルゼンチン産はちみつが入手困難となったため産地が変更になります。
はちみつ産地：旧）アルゼンチン→新）ウクライナ、ベトナム　10月製造分より
原材料変更
◎創健社
　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）
　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）
原材料の食塩及び砂糖を沖縄産の海水塩と南西諸島産さとうきびから作った粗糖
に変更させていただきます。5月以降順次
表示・原材料変更
◎タカハシ食品 鱈子と昆布の旨煮 100g（商品コード123396）〈直送〉
真鱈子の産地が変更になります。一括表示：・原材料名：旧）たらこ（アメリカ産）→
新）マダラの卵（北海道産）　4月1日納品分より

再開のお知らせ
◎創健社 本場小豆島そうめん 250g（商品コード140054）〈春夏限定〉
◎小川屋 一本気そうめん 50g×5（商品コード140140）〈春夏限定〉
◎太田油脂
　ぷるっとゼリーぶどう 16g×8本（商品コード162186）〈春夏限定〉
　ぷるっとゼリーみかん 16g×8本（商品コード162187）〈春夏限定〉
　ぷるっとゼリーもも 16g×8本（商品コード162188）〈春夏限定〉
◎マルヤス食品 トコゼリー 甘夏 130g（商品コード160187）〈春夏限定〉
◎アルプス
　旬摘 信州ぶどうナイアガラ（ジュース） 160g（商品コード090282）〈春夏限定〉
　旬摘 信州ぶどうコンコード（ジュース） 160g（商品コード090283）〈春夏限定〉
　旬摘 信州りんご（ジュース） 160g（商品コード090577）〈春夏限定〉

　旬摘 信州もも（ジュース） 160g（商品コード090284）〈春夏限定〉
　旬摘 完熟オレンジ（ジュース） 160g（商品コード090579）〈春夏限定〉
◎グリンリーフ ところてん ごまだれ 160g（商品コード120999）〈春夏限定〉

ところてん 三杯酢 160g（商品コード121000）〈春夏限定〉
◎パンドラファームグループ
　青梅ゼリー 80g（商品コード161240）〈春夏限定〉
　青梅ゼリー 80g×4（商品コード161241）〈春夏限定〉
　南高黄熟蜜梅 710ml（商品コード090555）〈春夏限定〉
　梅チュッチュ 90ml×5（商品コード161242）〈春夏限定〉
◎神戸グレインミルズ 昔わらび餅 180g（商品コード160339）〈春夏限定〉
◎チョーコー醤油 えびつゆ 400ml（商品コード110472）〈春夏限定〉

飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）〈春夏限定〉
◎奄美自然食本舗ファクトリー 奄美完熟たんかんマーマレード 
　150g（商品コード121325）〈春夏限定〉
◎鳥取いなば農業協同組合 JAオリジナル らっきょう酢 
　1リットル（商品コード110428）〈春夏限定〉
春夏限定品が再開しました。入荷済

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ダイストマト缶 400g（固形量240g）（商品コード121509）
国際海上コンテナ輸送逼迫の影響を受け、輸入にも大幅な遅れが発生し欠品になっ
ております。次回入荷は貨物船の運航状況によりますが、4月上旬頃の予定です。
◎唐芋農場 あめんどろ純芋蜜（安納芋） 150g（商品コード060066）
原材料の安納芋の貯蔵在庫の大幅な減少により長期欠品になります。再開は9月中
旬以降の予定です。

休止のお知らせ
◎カムネット 山形県産 鮭焼きほぐし 80g（商品コード127508）
原材料である鮭の捕獲量が全国的に減少し、山形県の鮭の収穫量も激減しており、
原材料の確保が困難なため現在庫無くなり次第10月以降まで休止になります。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　マヌカハニー+カモミールスプレー グレープ味 25ml（商品コード191334）
メーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。 
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　モイストリペアボディクリーム 120g（商品コード191346）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。再開は9月頃の予定です。
◎創健社 ナチュラルナッツ ひまわりの種 110g（商品コード160843）
原材料である米国産ひまわりの種が、輸入の大幅な遅延により商品製造が困難と
なっているため欠品しております。再開時期は未定です。
◎佐々長醸造
　早池峰霊水 2リットル（商品コード090313）〈直送〉
　早池峰霊水 500ml（商品コード090418）〈直送〉
製造ラインの機械の故障によりメーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。

終売のお知らせ
◎チョーコー醤油 しょうがみそ鍋つゆ 30ml×4袋（商品コード119063）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎かるなぁ ヴィーガンローフ 500g（商品コード128045）（冷凍）〈直送〉
メーカーにて終売になります。
◎サンサス
　きねうちラーメン しょうゆ味 150g×2（商品コード140409）〈直送〉
　きねうち旨辛らーめん 150g×1（商品コード140617）〈直送〉
　きねうちラーメン しょうゆ味 150g×1（商品コード140618）〈直送〉
　きねうちビビン冷麺 135g×1（商品コード140622）〈直送〉
メーカーにて終売になります。4月末
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス
　ホワイライト デオドラント ロールオン ラベンダー 50ml（商品コード191304）
　ホワイライト デオドラント ロールオン フレッシュシトラス 50ml（商品コード191305）
　ホワイライト デオドラント ロールオン 微香料 50ml（商品コード191306）
現在庫無くなり次第終売になります。リニューアル品が5月に発売予定です。
◎まいにち 心休水 本体 600ml（商品コード170525）〈直送〉

おとなのふわっしゅ 600ml（商品コード190741）
ふわっしゅ赤ちゃん用 本体 600ml（商品コード190743）〈直送〉

環境（脱プラ）に配慮し、ボトル商品での販売を3月31日をもって終了し、詰替え商品の
みの販売となりました。
◎インターリンクス
　エアメディック液10倍濃縮 シトラス 300ml（商品コード191072）〈直送〉
　エアメディック液10倍濃縮 ローズ 300ml（商品コード191074）〈直送〉
　エアメディック専用液 無香料 1リットル（商品コード190410）〈直送〉
　エアメディック専用液 森の香 1リットル（商品コード190411）〈直送〉
　エアメディック専用液 ユーカリ 1リットル（商品コード190412）〈直送〉
　エアメディック専用液 シトラス 1リットル（商品コード191077）〈直送〉
　エアメディック専用液 ローズ 1リットル（商品コード191078）〈直送〉
メーカーにて在庫無くなり次第終売になります。
◎ＴＹＫ 浄水器ピュリアＵＣＤフィルター（商品コード189615）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
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