
国産小麦の全粒粉うどん “国産小麦の全粒粉100％・
食物繊維、鉄、マグネシウムが豊富”新発売

【原材料】小麦全粒粉（小麦（国産：主に北海道））、食塩

※画像は開発中のものです。

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎サンコー おやつカステラ 130g（商品コード530745）〈直送〉
　価格が変更になります。6月1日より 旧） 281円（ 260円）→新） 303円（ 280円）
◎丸島醤油
　かつおだしの素 10g×50（商品コード260081）
 旧）1,458円（1,350円）→新）1,500円（ 1,388円）
　かつおだしの素 10g×10（商品コード260082）
 旧） 303円（ 280円）→新） 312円（ 288円）
　かつおだしの素 業務用 1kg（商品コード259806）〈直送〉
 旧）2,301円（2,130円）→新）2,415円（ 2,236円）
　杉樽仕込醤油（濃口） 1.8リットル（商品コード260023）〈直送〉
 旧）2,160円（2,000円）→新）2,214円（ 2,050円）
　杉樽仕込醤油（濃口） 900ml（商品コード260024）〈直送〉
 旧）1,167円（1,080円）→新）1,188円（ 1,100円）
　有機純正醤油 1リットル（商品コード260013）〈直送〉
 旧） 886円（ 820円）→新）1,048円（ 970円）
　有機純正醤油濃口（紙パック） 500ml（商品コード260004）〈直送〉
 旧） 627円（ 580円）→新） 659円（ 610円）
　純正醤油 こいくち 1.8リットル（商品コード260001）
 旧）1,264円（1,170円）→新）1,318円（ 1,220円）
　純正醤油 こいくち 900ml（商品コード260002）
 旧） 756円（ 700円）→新） 783円（ 725円）
　純正醤油 こいくち 1リットル（商品コード260021）
 旧） 832円（ 770円）→新） 867円（ 802円）
　丸大豆純正醤油濃口（紙パック） 550ml（商品コード263021）〈直送〉
 旧） 508円（ 470円）→新） 528円（ 488円）
　純正醤油 濃口 デラミボトル 200ml（商品コード260020）〈直送〉
 旧） 395円（ 365円）→新） 400円（ 370円）
　純正醤油 淡口 1.8リットル（商品コード260031）〈直送〉
 旧）1,167円（1,080円）→新）1,222円（ 1,131円）
　純正醤油 うすくち 900ml（商品コード260032）
 旧） 724円（ 670円）→新） 753円（ 697円）
　純正醤油 淡口 1リットル（商品コード260022）〈直送〉
 旧） 810円（ 750円）→新） 849円（ 786円）
　純正醤油 淡口 18リットル（商品コード263006）〈直送〉
 旧）10,552円（9,770円）→新）11,189円（10,360円）
　純正生しょうゆ（濃口） 1.8リットル（商品コード260015）〈直送〉
 旧）1,307円（1,210円）→新）1,372円（ 1,270円）
　純正生しょうゆ濃口 900ml（商品コード260016）〈直送〉
 旧） 778円（ 720円）→新） 810円（ 750円）
　醤油 減塩 900ml（商品コード260042）〈直送〉
 旧） 962円（ 890円）→新） 993円（ 919円）
　丸大豆減塩醤油 360ml（商品コード263013）〈直送〉
 旧） 476円（ 440円）→新） 481円（ 445円）
　丸大豆再仕込さしみ醤油 360ml（商品コード263011）〈直送〉
 旧） 594円（ 550円）→新） 616円（ 570円）
　穀醤 500ml（商品コード260017）〈直送〉
 旧） 951円（ 880円）→新） 984円（ 911円）
　国産有機しょうゆ 300ml（商品コード260058）〈直送〉
 旧） 810円（ 750円）→新） 829円（ 767円）
　国産有機しょうゆ 150ml（商品コード260060）〈直送〉
 旧） 519円（ 480円）→新） 529円（ 489円）
　割烹ぽん酢ゆずの香 400ml（商品コード260121）〈直送〉
 旧） 735円（ 680円）→新） 756円（ 700円）
　ゆずポン酢 300ml（商品コード260210）〈直送〉
 旧） 562円（ 520円）→新） 573円（ 530円）
　割烹だし 400ml（商品コード260083）〈直送〉
 旧） 821円（ 760円）→新） 864円（ 800円）
　かつおめんつゆ 300ml（商品コード260093）〈直送〉
 旧） 465円（ 430円）→新） 476円（ 440円）
　セイタン（グルテン） 180g（商品コード120425）〈直送〉
 旧） 422円（ 390円）→新） 443円（ 410円）
　セイタンそぼろ 170g（商品コード120332）〈直送〉
 旧） 422円（ 390円）→新） 443円（ 410円）
◎櫛野農園 ゆずごしょう 50g（商品コード110850）
 旧） 432円（ 400円）→新） 486円（ 450円）

ゆずごしょう（チューブ） 30g（商品コード110941）
 旧） 324円（ 300円）→新） 378円（ 350円）
◎奄美自然食本舗 蜜すもも餅 8個（商品コード161671）
 旧） 357円（ 330円）→新） 400円（ 370円）

奄美じょうひ餅 120g（商品コード161672）〈直送〉
 旧） 357円（ 330円）→新） 400円（ 370円）
価格が変更になります。7月1日より

価格変更日変更
◎サンコー
　ミニミレービスケット 23g×5連（商品コード530677）〈直送〉
 旧） 303円（ 280円）→新） 335円（ 310円）
　おこめのすなっく しお味 35g（商品コード530803）〈直送〉
 旧） 238円（ 220円）→新） 260円（ 240円）
価格変更日を6月1日よりと明記していましたが、8月1日より変更になります。
表示変更
◎チョーコー醤油
　香り立つぽん酢 300ml（商品コード119960） 8月頃
　京風だしの素うすいろ 500ml（商品コード110259）〈直送〉 8月頃
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 210ml（商品コード119949）〈直送〉 9月頃
遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、任意表示の文言が変更になります。商品により他の
表示も一部変更されます。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（500ml）（商品コード100401）
表示の一部が変更になります。・活動マーク、有機認証機関、輸入者住所、商品特長など。
8月1日メーカー出荷分より
◎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）

有機醤油うすくち 500ml（商品コード110489）
有機栽培丸大豆むらさき 500ml（商品コード110134）

物流網の混乱などの影響からアメリカ産の有機小麦をカナダ産に変更するため表示の一部
が変更になります。10月頃

再開のお知らせ
◎創健社 有機玄米コロコロ 50g（商品コード161549）

有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）
原料の入荷が遅れていたため欠品しておりましたが入荷しました。
◎たんばや製菓 レモンカステラ 7個（商品コード161760）
春夏限定品が再開になりました。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　オーガニック アウトドア モスガードスプレー 50ml（商品コード191338）
　オーガニック アウトドア モスガードスプレー 125ml（商品コード191339）
長期休止されておりましたが、防腐、分離防止効果を高めるために成分を変更して再開され
ました。

休止のお知らせ
◎創健社 ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
北海道産馬鈴薯を100％使用し、産地の端境期に合わせ例年5月から8月にかけて製造が
休止になります。今季も現在庫なくなり次第休止になります。再開は9月中旬頃の予定です。
◎奄美自然食本舗ファクトリー 奄美果汁の飲むこんにゃくゼリー
　奄美たんかん クラッシュタイプ 130g（商品コード162673）〈直送〉
　ヤマシークニン クラッシュタイプ 130g（商品コード162674）〈直送〉
原料が不足しているため今季休止になりました。
◎たかくら新産業 ブルーヒルズハニー
　タスマニアンレザーウッドハニー 250g（商品コード060004）〈直送〉
　タスマニアンレザーウッドハニー TA15+250g（商品コード060096）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。

欠品のお知らせ
◎創健社 越前小京都の有機純米酢 500ml（商品コード110382）
ご注文の数量に対し製造が間に合わないため、8月以降まで欠品及び品薄になります。

終売のお知らせ
◎ウエルネスハウス ノニエキス 900ml（商品コード051151）〈直送〉
仕入れ先廃業のため終売になりました。
新食工業 タヒチノニ100％エキス 900ml（商品コード090599）〈直送〉に変更になりました。
◎創健社 北海道産 有機栽培あずき 250g（商品コード130393）
終売になりました。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎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）
長期休止になっておりましたが終売になりました。
◎ゼンケン グリーンパン バルセロナ ソースパン 18cm（商品コード181223）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。

税込価格（税抜価格）

おすすめ①　 国産小麦の全粒粉
小麦本来のおいしさをお楽しみいただけます。そばにも似た食感と、のど
越しのよい平打ち麺です。食塩は赤穂の天塩を使用しています。

おすすめ②　栄養成分
不足しがちな栄養素を食事の中で手軽に摂取できます。食物繊維、鉄、マ
グネシウムが豊富、亜鉛、ビタミンB₁、Ｂ₆の補給にもおすすめです。

おすすめ③　食べ方いろいろ
約5分でゆで上がります。お好みのつゆ、薬味でお召し上がりいただくのは
もちろんですが、ごまドレッシングとの相性が良いので生野菜を添えてサラ
ダ風うどんとしてお召し上がりいただくのもおすすめです。

国産小麦の全粒粉を100％使用したうどん（乾麺）を新発売いたします。
暑さが本番を迎え、食欲が減退しがちな夏にはざるうどんで。冬は釜揚げなど温うどんで季節を問わずお召し上が
りいただけます。

国産小麦の全粒粉うどん
商品コード：140179
内容量：200g
税込価格：322円
（税抜価格298円）
賞味期間：360日
入数：30

【原材料】しじみ（インド）、しょうゆ（小
麦・大豆含む）、砂糖（甜菜）、水あめ

【原材料】鶏卵、砂糖、小麦粉、水あめ、レモン果汁パウダー／香料、（一部
に卵・小麦を含む）

新商品のご案内②

ジャフマック しじみの佃煮 たんばや製菓 レモンカステラ

商品コード：122252
税込価格：530円（税抜価格：490円）
内容量：80g　入数：12　賞味期間：6ヶ月

商品コード：161760
税込価格：497円（税抜価格：460円）
内容量：7個　入数：10　賞味期間：45日

栄養豊富なしじみを化学調味料、保存料
を使用せず、丁寧に炊き上げ、美味しい
佃煮仕上げました。しじみの佃煮は豊富
な鉄分や、ビタミンＥ、ミネラル、カルシウム
等が含まれております。

山形県産鶏卵と国産小麦を使用した生地に、
酸味のあるレモン果汁使用のパウダーを入れ
てしっとり焼き上げました。
冷やしてお召し上がりいただきますとひんやりと
爽やかな風味をお楽しみいただけます。

国産小麦の全粒粉うどんと通常の干しうどん（100gあたり）と
比較すると、食物繊維は約3.5倍、鉄は約5.5倍、マグネシウムは
約5.7倍、亜鉛は約5.3倍、ビタミンB₁は約4.3倍、ビタミンB₆は
約9.7倍多く含まれています。

再開

調理例

ラタトゥイユうどん

ゆずこしょう香る ほぐしささみと
彩り野菜のぶっかけうどん

春夏限定

901735 0246054

971969 0006904

960791 1302554
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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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ジロロモーニ RECIPE

ジロロモーニ発売15周年
5月号でレシピをご紹介した「ワンパンパスタレシピ」の動画が完成しました。
ワンパンパスタレシピは、お鍋または、フライパン一つで作るパスタレシピで、お手軽で時間短縮になる人気のレシピです。
今回ご覧いただけるレシピはどちらも15分程度で完成するかんたんナチュラルレシピです。
この機会に是非ご覧いただき販売促進にご活用いただければ幸いです。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、炭酸水素Na、※
グリセリン、ヤエヤマアオキカルス培養溶解質、水、クエン
酸、マルトデキストリン、キサンタンガム、オオベニミカン
果皮油、※レモン果皮油、※マンダリンオレンジ果皮油、ニ
オイテンジクアオイ葉油、※パルマローザ油、※ペンタクレ
スラマクロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベリー果実エ
キス、サンタルムアクミナツム果実エキス、※テルミナリア
フェルジナンジアナ果実エキス、※パパイア果実エキス、※
オリーブ葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサトウキビ由来
です。香料は天然由来です。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、炭
酸水素Na、※グリセリン、ヤエヤマアオキカ
ルス培養溶解質、水、クエン酸、マルトデキス
トリン、キサンタンガム、※ペンタクレスラマ
クロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベリー
果実エキス、サンタルムアクミナツム果実エ
キス、※テルミナリアフェルジナンジアナ果
実エキス、※パパイア果実エキス、※オリーブ
葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサ
トウキビ由来です。香料は天然由来です。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、ニオイ
テンジクアオイ葉油、炭酸水素Na、※グリセリン、
ヤエヤマアオキカルス培養溶解質、水、クエン酸、マ
ルトデキストリン、キサンタンガム、※ペンタクレ
スラマクロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベ
リー果実エキス、サンタルムアクミナツム果実エ
キス、※テルミナリアフェルジナンジアナ果実エ
キス、パパイア果実エキス、※ラベンダーエキス、※
オリーブ葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサトウ
キビ由来です。香料は天然由来です。

新商品のご案内①

たかくら新産業 ホワイライト DE ロールオン EX

フレッシュシトラス ラベンダー 微香料
商品コード：191356
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

商品コード：191357
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

商品コード：191358
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

オーガニックアロエベラ液汁（保湿成分）をベースに、ホワイライトエキスとビタミンＣを配合。透明感あるなめらかな肌に導きながら、わきの下をさっぱりと心
地よく整えます。ニオイ＆くすみをケアするロールオン型スキンローションです。

今月のおすすめ商品（夏ギフト＆お取り寄せ）

厳選したおいしくて安心な逸品をお届けします。 カタログに掲載している詳しい情報は、
QRコードよりアクセスしてご覧いただけます。

〈お申し込み期間〉 5月21日土～8月17日水

冷蔵

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

大きくてとろけるような果肉が特長の奈良県
産の江戸柿を一番旬の美味しい時期に冷凍
しました。

炭火でじっくりと焙煎した有機コーヒー豆を通常の２倍以上
使用し、ネルドリップで抽出した濃縮アイスコーヒー無糖と、
有機のコーヒー豆を使用したコーヒーゼリーのセットです。

宮古島産の美味しい完熟マンゴー
をお届けします。

注文
番号 4 鈴木農園 

有機栽培ブルーベリー
有機肥料で土づくりした農地に、しっかり根を張
り、清らかな高原の伏流水を吸い上げる太い幹に
成長させ、たわわに実がなりました。

注文
番号 5 山形県尾花沢産

小玉すいか
山形県尾花沢市の
盆地形状の地形が
生み出す寒暖の差
が甘さとシャリシャ
リとした食感のすい
かを育みました。

注文
番号 7 宮古島産キーツマンゴー
幻の果実と呼ばれるほどの絶品フルーツです。濃厚な甘
さが特長で、通常のマンゴーより大きいサイズで食べ応
えがあります。収穫後、常温で追熟させる果実になります。

商品コード：210873
約500g

税込7‚722円（送料込）
お申し込み期間  6月20日まで
お届け期間  7月上旬～7月下旬

のし対応
不可

着日指定
不可

のし対応
不可

着日指定
不可

のし対応
不可

着日指定
不可

商品コード：210874
小玉すいか（ひとりじめ）２玉

税込5‚400円（送料込）
お申し込み期間 7月末日まで
お届け期間  7月上旬～8月20日頃

商品コード：210875
約７００ｇ～１ｋｇ（1玉）

税込8‚640円（送料込）
お申し込み期間  6月15日まで
お届け期間  7月上旬～

常温 常温

注文
番号 8 宮古島産マンゴー 注文

番号 11 奈良県産 江戸柿 注文
番号 18 プレミアムアイスコーヒー

ギフトセット 

商品コード：210876
約１ｋｇ（２～３玉）

税込11‚664円（送料込）
お申し込み期間  6月15日まで
お届け期間  7月上旬～

着日指定
不可のし対応

不可
着日指定
不可 商品コード：210879

２L ６玉
賞味期間：冷凍2ヶ月

税込4‚569円（送料込） 商品コード：210870
有機デミ・カフェグラッセ無糖、クラッシュドコーヒーゼリー
各５００ｍｌ×２本
賞味期間：常温1年

税込3‚996円（送料込）
常温

常温

冷蔵

注文
番号 25 南山城村むらちゃプリン

抹茶セット
宇治茶の主産地、南山城村
の上質なお茶をふんだん
に使用した道の駅オリジナ
ルの抹茶プリン。

注文
番号 36 国産そばくらべ 注文

番号 39 帆立貝柱

商品コード：210872
６個入
賞味期間: 冷蔵7日

税込4‚461円（送料込）
商品コード：210800
山芋そば250ｇ、自慢のふとぎり270ｇ 各5袋 計10袋
賞味期間：常温1年

税込4‚120円（送料込）
商品コード：210877
500g
賞味期間：冷凍6ヶ月

税込4‚752円（送料込）常温

冷蔵

注文
番号 43 近海ししゃも一夜干 注文

番号 48 米沢牛 焼肉食べ比べセット 注文
番号 55 東明 浅漬ボックス（夏）

税込7‚668円（送料込） 税込10‚908円（送料込）
税込4,137円（送料込）

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

カフェグラッセ コーヒーゼリー

山芋そば 自慢のふとぎり

国産のそば粉を使用した2種類のそばをセットしました。 北海道産の帆立貝柱の
５S～６Sサイズの
ミックスです。

部位の食感と味わいを比べてお楽しみいただける
贅沢なセットです。

契約農家で生産された
野菜に、不要な食品添加
物を使用せず天日塩や
本醸造醤油等こだわり
の調味料で漬け込んだ、
安心安全な手作りのお
漬物です。

北海道近海産のししゃもオス10尾、メス
20尾のセットです。

商品コード：210881
ししゃも一夜干（オス10尾、メス20尾）
賞味期間：冷凍3ヶ月（解凍後要冷蔵4日）

商品コード：210871
牛肉（サーロイン、ロース、肩ロース、肩、モモ、バラ）各60ｇ×1 計360g
賞味期間：冷凍1ヶ月

商品コード：210878
きゅうり漬180ｇ、キャベツ漬200ｇ、刻みみぶ菜150g、
昆布大根150g、紅かぶ漬150g、昆布白菜漬250g 各1個 計6個
賞味期間：冷蔵11日
※北海道は別途送料550円（税込）がかかります。離島へのお届けはできません。

紅かぶ漬 昆布大根 きゅうり漬

キャベツ漬 刻みみぶ菜 昆布白菜漬

YouTube創健社チャンネル
https://www.youtube.com/user/SokenshaChannel?app=desktop
ご登録よろしくお願いします。

しらす、桜えび、しし唐のアーリオオーリオ
https://youtu.be/SZu6q14GzUw

ナスとトマトのソースたっぷりリングイネ
https://youtu.be/EuoGcWO70AM

ジロロモーニ 
デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524
税込価格：421円
（本体価格：389円）
内容量：500g
入数：12
賞味期間：1080日

ジロロモーニ 
デュラム小麦
有機リングイネ
商品コード：140531
税込価格：421円
（本体価格：389円）
内容量：500g
入数：12
賞味期間：1080日

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
商品コード：101021
税込価格：1,296円
（本体価格：1,200円）
内容量：228g（250ml）
入数：12
賞味期間：720日

天日干し桜えび
商品コード：150701
税込価格：562円
（本体価格：520円）
内容量：5g
入数：30
賞味期間：150日

さわやかなフレッシュ
シトラスの香り

おだやかでやさしい
ラベンダーの香り 微香料

リニューアル

ODJ

新商品

032891 7600628 032891 7602158 032891 7605128 901735 0209804

528636 4130644 528636 4130714 528636 4130884
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ジロロモーニ RECIPE

ジロロモーニ発売15周年
5月号でレシピをご紹介した「ワンパンパスタレシピ」の動画が完成しました。
ワンパンパスタレシピは、お鍋または、フライパン一つで作るパスタレシピで、お手軽で時間短縮になる人気のレシピです。
今回ご覧いただけるレシピはどちらも15分程度で完成するかんたんナチュラルレシピです。
この機会に是非ご覧いただき販売促進にご活用いただければ幸いです。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、炭酸水素Na、※
グリセリン、ヤエヤマアオキカルス培養溶解質、水、クエン
酸、マルトデキストリン、キサンタンガム、オオベニミカン
果皮油、※レモン果皮油、※マンダリンオレンジ果皮油、ニ
オイテンジクアオイ葉油、※パルマローザ油、※ペンタクレ
スラマクロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベリー果実エ
キス、サンタルムアクミナツム果実エキス、※テルミナリア
フェルジナンジアナ果実エキス、※パパイア果実エキス、※
オリーブ葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサトウキビ由来
です。香料は天然由来です。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、炭
酸水素Na、※グリセリン、ヤエヤマアオキカ
ルス培養溶解質、水、クエン酸、マルトデキス
トリン、キサンタンガム、※ペンタクレスラマ
クロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベリー
果実エキス、サンタルムアクミナツム果実エ
キス、※テルミナリアフェルジナンジアナ果
実エキス、※パパイア果実エキス、※オリーブ
葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサ
トウキビ由来です。香料は天然由来です。

【原材料】※アロエベラ液汁、※エタノール、ニオイ
テンジクアオイ葉油、炭酸水素Na、※グリセリン、
ヤエヤマアオキカルス培養溶解質、水、クエン酸、マ
ルトデキストリン、キサンタンガム、※ペンタクレ
スラマクロロバ種子油、※コメヌカ油、※ビルベ
リー果実エキス、サンタルムアクミナツム果実エ
キス、※テルミナリアフェルジナンジアナ果実エ
キス、パパイア果実エキス、※ラベンダーエキス、※
オリーブ葉エキス、※カミツレ花／葉エキス、香料
※はオーガニック成分です。エタノールはサトウ
キビ由来です。香料は天然由来です。

新商品のご案内①

たかくら新産業 ホワイライト DE ロールオン EX

フレッシュシトラス ラベンダー 微香料
商品コード：191356
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

商品コード：191357
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

商品コード：191358
税込価格：1,760円
（税抜価格：1,600円）
内容量：50ml
入数：8
有効期間：3年

オーガニックアロエベラ液汁（保湿成分）をベースに、ホワイライトエキスとビタミンＣを配合。透明感あるなめらかな肌に導きながら、わきの下をさっぱりと心
地よく整えます。ニオイ＆くすみをケアするロールオン型スキンローションです。

今月のおすすめ商品（夏ギフト＆お取り寄せ）

厳選したおいしくて安心な逸品をお届けします。 カタログに掲載している詳しい情報は、
QRコードよりアクセスしてご覧いただけます。

〈お申し込み期間〉 5月21日土～8月17日水

冷蔵

冷凍

冷凍

冷凍 冷凍

大きくてとろけるような果肉が特長の奈良県
産の江戸柿を一番旬の美味しい時期に冷凍
しました。

炭火でじっくりと焙煎した有機コーヒー豆を通常の２倍以上
使用し、ネルドリップで抽出した濃縮アイスコーヒー無糖と、
有機のコーヒー豆を使用したコーヒーゼリーのセットです。

宮古島産の美味しい完熟マンゴー
をお届けします。

注文
番号 4 鈴木農園 

有機栽培ブルーベリー
有機肥料で土づくりした農地に、しっかり根を張
り、清らかな高原の伏流水を吸い上げる太い幹に
成長させ、たわわに実がなりました。

注文
番号 5 山形県尾花沢産

小玉すいか
山形県尾花沢市の
盆地形状の地形が
生み出す寒暖の差
が甘さとシャリシャ
リとした食感のすい
かを育みました。

注文
番号 7 宮古島産キーツマンゴー
幻の果実と呼ばれるほどの絶品フルーツです。濃厚な甘
さが特長で、通常のマンゴーより大きいサイズで食べ応
えがあります。収穫後、常温で追熟させる果実になります。

商品コード：210873
約500g

税込7‚722円（送料込）
お申し込み期間  6月20日まで
お届け期間  7月上旬～7月下旬

のし対応
不可

着日指定
不可

のし対応
不可

着日指定
不可

のし対応
不可

着日指定
不可

商品コード：210874
小玉すいか（ひとりじめ）２玉

税込5‚400円（送料込）
お申し込み期間 7月末日まで
お届け期間  7月上旬～8月20日頃

商品コード：210875
約７００ｇ～１ｋｇ（1玉）

税込8‚640円（送料込）
お申し込み期間  6月15日まで
お届け期間  7月上旬～

常温 常温

注文
番号 8 宮古島産マンゴー 注文

番号 11 奈良県産 江戸柿 注文
番号 18 プレミアムアイスコーヒー

ギフトセット 

商品コード：210876
約１ｋｇ（２～３玉）

税込11‚664円（送料込）
お申し込み期間  6月15日まで
お届け期間  7月上旬～

着日指定
不可のし対応

不可
着日指定
不可 商品コード：210879

２L ６玉
賞味期間：冷凍2ヶ月

税込4‚569円（送料込） 商品コード：210870
有機デミ・カフェグラッセ無糖、クラッシュドコーヒーゼリー
各５００ｍｌ×２本
賞味期間：常温1年

税込3‚996円（送料込）
常温

常温

冷蔵

注文
番号 25 南山城村むらちゃプリン

抹茶セット
宇治茶の主産地、南山城村
の上質なお茶をふんだん
に使用した道の駅オリジナ
ルの抹茶プリン。

注文
番号 36 国産そばくらべ 注文

番号 39 帆立貝柱

商品コード：210872
６個入
賞味期間: 冷蔵7日

税込4‚461円（送料込）
商品コード：210800
山芋そば250ｇ、自慢のふとぎり270ｇ 各5袋 計10袋
賞味期間：常温1年

税込4‚120円（送料込）
商品コード：210877
500g
賞味期間：冷凍6ヶ月

税込4‚752円（送料込）常温

冷蔵

注文
番号 43 近海ししゃも一夜干 注文

番号 48 米沢牛 焼肉食べ比べセット 注文
番号 55 東明 浅漬ボックス（夏）

税込7‚668円（送料込） 税込10‚908円（送料込）
税込4,137円（送料込）

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

カフェグラッセ コーヒーゼリー

山芋そば 自慢のふとぎり

国産のそば粉を使用した2種類のそばをセットしました。 北海道産の帆立貝柱の
５S～６Sサイズの
ミックスです。

部位の食感と味わいを比べてお楽しみいただける
贅沢なセットです。

契約農家で生産された
野菜に、不要な食品添加
物を使用せず天日塩や
本醸造醤油等こだわり
の調味料で漬け込んだ、
安心安全な手作りのお
漬物です。

北海道近海産のししゃもオス10尾、メス
20尾のセットです。

商品コード：210881
ししゃも一夜干（オス10尾、メス20尾）
賞味期間：冷凍3ヶ月（解凍後要冷蔵4日）

商品コード：210871
牛肉（サーロイン、ロース、肩ロース、肩、モモ、バラ）各60ｇ×1 計360g
賞味期間：冷凍1ヶ月

商品コード：210878
きゅうり漬180ｇ、キャベツ漬200ｇ、刻みみぶ菜150g、
昆布大根150g、紅かぶ漬150g、昆布白菜漬250g 各1個 計6個
賞味期間：冷蔵11日
※北海道は別途送料550円（税込）がかかります。離島へのお届けはできません。

紅かぶ漬 昆布大根 きゅうり漬

キャベツ漬 刻みみぶ菜 昆布白菜漬

YouTube創健社チャンネル
https://www.youtube.com/user/SokenshaChannel?app=desktop
ご登録よろしくお願いします。

しらす、桜えび、しし唐のアーリオオーリオ
https://youtu.be/SZu6q14GzUw

ナスとトマトのソースたっぷりリングイネ
https://youtu.be/EuoGcWO70AM

ジロロモーニ 
デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524
税込価格：421円
（本体価格：389円）
内容量：500g
入数：12
賞味期間：1080日

ジロロモーニ 
デュラム小麦
有機リングイネ
商品コード：140531
税込価格：421円
（本体価格：389円）
内容量：500g
入数：12
賞味期間：1080日

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
商品コード：101021
税込価格：1,296円
（本体価格：1,200円）
内容量：228g（250ml）
入数：12
賞味期間：720日

天日干し桜えび
商品コード：150701
税込価格：562円
（本体価格：520円）
内容量：5g
入数：30
賞味期間：150日

さわやかなフレッシュ
シトラスの香り

おだやかでやさしい
ラベンダーの香り 微香料

リニューアル

ODJ

新商品

032891 7600628 032891 7602158 032891 7605128 901735 0209804

528636 4130644 528636 4130714 528636 4130884
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国産小麦の全粒粉うどん “国産小麦の全粒粉100％・
食物繊維、鉄、マグネシウムが豊富”新発売

【原材料】小麦全粒粉（小麦（国産：主に北海道））、食塩

※画像は開発中のものです。

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎サンコー おやつカステラ 130g（商品コード530745）〈直送〉
　価格が変更になります。6月1日より 旧） 281円（ 260円）→新） 303円（ 280円）
◎丸島醤油
　かつおだしの素 10g×50（商品コード260081）
 旧）1,458円（1,350円）→新）1,500円（ 1,388円）
　かつおだしの素 10g×10（商品コード260082）
 旧） 303円（ 280円）→新） 312円（ 288円）
　かつおだしの素 業務用 1kg（商品コード259806）〈直送〉
 旧）2,301円（2,130円）→新）2,415円（ 2,236円）
　杉樽仕込醤油（濃口） 1.8リットル（商品コード260023）〈直送〉
 旧）2,160円（2,000円）→新）2,214円（ 2,050円）
　杉樽仕込醤油（濃口） 900ml（商品コード260024）〈直送〉
 旧）1,167円（1,080円）→新）1,188円（ 1,100円）
　有機純正醤油 1リットル（商品コード260013）〈直送〉
 旧） 886円（ 820円）→新）1,048円（ 970円）
　有機純正醤油濃口（紙パック） 500ml（商品コード260004）〈直送〉
 旧） 627円（ 580円）→新） 659円（ 610円）
　純正醤油 こいくち 1.8リットル（商品コード260001）
 旧）1,264円（1,170円）→新）1,318円（ 1,220円）
　純正醤油 こいくち 900ml（商品コード260002）
 旧） 756円（ 700円）→新） 783円（ 725円）
　純正醤油 こいくち 1リットル（商品コード260021）
 旧） 832円（ 770円）→新） 867円（ 802円）
　丸大豆純正醤油濃口（紙パック） 550ml（商品コード263021）〈直送〉
 旧） 508円（ 470円）→新） 528円（ 488円）
　純正醤油 濃口 デラミボトル 200ml（商品コード260020）〈直送〉
 旧） 395円（ 365円）→新） 400円（ 370円）
　純正醤油 淡口 1.8リットル（商品コード260031）〈直送〉
 旧）1,167円（1,080円）→新）1,222円（ 1,131円）
　純正醤油 うすくち 900ml（商品コード260032）
 旧） 724円（ 670円）→新） 753円（ 697円）
　純正醤油 淡口 1リットル（商品コード260022）〈直送〉
 旧） 810円（ 750円）→新） 849円（ 786円）
　純正醤油 淡口 18リットル（商品コード263006）〈直送〉
 旧）10,552円（9,770円）→新）11,189円（10,360円）
　純正生しょうゆ（濃口） 1.8リットル（商品コード260015）〈直送〉
 旧）1,307円（1,210円）→新）1,372円（ 1,270円）
　純正生しょうゆ濃口 900ml（商品コード260016）〈直送〉
 旧） 778円（ 720円）→新） 810円（ 750円）
　醤油 減塩 900ml（商品コード260042）〈直送〉
 旧） 962円（ 890円）→新） 993円（ 919円）
　丸大豆減塩醤油 360ml（商品コード263013）〈直送〉
 旧） 476円（ 440円）→新） 481円（ 445円）
　丸大豆再仕込さしみ醤油 360ml（商品コード263011）〈直送〉
 旧） 594円（ 550円）→新） 616円（ 570円）
　穀醤 500ml（商品コード260017）〈直送〉
 旧） 951円（ 880円）→新） 984円（ 911円）
　国産有機しょうゆ 300ml（商品コード260058）〈直送〉
 旧） 810円（ 750円）→新） 829円（ 767円）
　国産有機しょうゆ 150ml（商品コード260060）〈直送〉
 旧） 519円（ 480円）→新） 529円（ 489円）
　割烹ぽん酢ゆずの香 400ml（商品コード260121）〈直送〉
 旧） 735円（ 680円）→新） 756円（ 700円）
　ゆずポン酢 300ml（商品コード260210）〈直送〉
 旧） 562円（ 520円）→新） 573円（ 530円）
　割烹だし 400ml（商品コード260083）〈直送〉
 旧） 821円（ 760円）→新） 864円（ 800円）
　かつおめんつゆ 300ml（商品コード260093）〈直送〉
 旧） 465円（ 430円）→新） 476円（ 440円）
　セイタン（グルテン） 180g（商品コード120425）〈直送〉
 旧） 422円（ 390円）→新） 443円（ 410円）
　セイタンそぼろ 170g（商品コード120332）〈直送〉
 旧） 422円（ 390円）→新） 443円（ 410円）
◎櫛野農園 ゆずごしょう 50g（商品コード110850）
 旧） 432円（ 400円）→新） 486円（ 450円）

ゆずごしょう（チューブ） 30g（商品コード110941）
 旧） 324円（ 300円）→新） 378円（ 350円）
◎奄美自然食本舗 蜜すもも餅 8個（商品コード161671）
 旧） 357円（ 330円）→新） 400円（ 370円）

奄美じょうひ餅 120g（商品コード161672）〈直送〉
 旧） 357円（ 330円）→新） 400円（ 370円）
価格が変更になります。7月1日より

価格変更日変更
◎サンコー
　ミニミレービスケット 23g×5連（商品コード530677）〈直送〉
 旧） 303円（ 280円）→新） 335円（ 310円）
　おこめのすなっく しお味 35g（商品コード530803）〈直送〉
 旧） 238円（ 220円）→新） 260円（ 240円）
価格変更日を6月1日よりと明記していましたが、8月1日より変更になります。
表示変更
◎チョーコー醤油
　香り立つぽん酢 300ml（商品コード119960） 8月頃
　京風だしの素うすいろ 500ml（商品コード110259）〈直送〉 8月頃
　むらさき生しょうゆ（密封ボトル） 210ml（商品コード119949）〈直送〉 9月頃
遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、任意表示の文言が変更になります。商品により他の
表示も一部変更されます。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（500ml）（商品コード100401）
表示の一部が変更になります。・活動マーク、有機認証機関、輸入者住所、商品特長など。
8月1日メーカー出荷分より
◎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）

有機醤油うすくち 500ml（商品コード110489）
有機栽培丸大豆むらさき 500ml（商品コード110134）

物流網の混乱などの影響からアメリカ産の有機小麦をカナダ産に変更するため表示の一部
が変更になります。10月頃

再開のお知らせ
◎創健社 有機玄米コロコロ 50g（商品コード161549）

有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）
原料の入荷が遅れていたため欠品しておりましたが入荷しました。
◎たんばや製菓 レモンカステラ 7個（商品コード161760）
春夏限定品が再開になりました。
◎たかくら新産業 メイドオブオーガニクス 
　オーガニック アウトドア モスガードスプレー 50ml（商品コード191338）
　オーガニック アウトドア モスガードスプレー 125ml（商品コード191339）
長期休止されておりましたが、防腐、分離防止効果を高めるために成分を変更して再開され
ました。

休止のお知らせ
◎創健社 ノンソルトポテトチップス 60g（商品コード160264）
北海道産馬鈴薯を100％使用し、産地の端境期に合わせ例年5月から8月にかけて製造が
休止になります。今季も現在庫なくなり次第休止になります。再開は9月中旬頃の予定です。
◎奄美自然食本舗ファクトリー 奄美果汁の飲むこんにゃくゼリー
　奄美たんかん クラッシュタイプ 130g（商品コード162673）〈直送〉
　ヤマシークニン クラッシュタイプ 130g（商品コード162674）〈直送〉
原料が不足しているため今季休止になりました。
◎たかくら新産業 ブルーヒルズハニー
　タスマニアンレザーウッドハニー 250g（商品コード060004）〈直送〉
　タスマニアンレザーウッドハニー TA15+250g（商品コード060096）〈直送〉
メーカーにて休止になりました。再開時期は未定です。

欠品のお知らせ
◎創健社 越前小京都の有機純米酢 500ml（商品コード110382）
ご注文の数量に対し製造が間に合わないため、8月以降まで欠品及び品薄になります。

終売のお知らせ
◎ウエルネスハウス ノニエキス 900ml（商品コード051151）〈直送〉
仕入れ先廃業のため終売になりました。
新食工業 タヒチノニ100％エキス 900ml（商品コード090599）〈直送〉に変更になりました。
◎創健社 北海道産 有機栽培あずき 250g（商品コード130393）
終売になりました。長らくのご愛顧ありがとうございました。
◎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）
長期休止になっておりましたが終売になりました。
◎ゼンケン グリーンパン バルセロナ ソースパン 18cm（商品コード181223）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。

税込価格（税抜価格）

おすすめ①　 国産小麦の全粒粉
小麦本来のおいしさをお楽しみいただけます。そばにも似た食感と、のど
越しのよい平打ち麺です。食塩は赤穂の天塩を使用しています。

おすすめ②　栄養成分
不足しがちな栄養素を食事の中で手軽に摂取できます。食物繊維、鉄、マ
グネシウムが豊富、亜鉛、ビタミンB₁、Ｂ₆の補給にもおすすめです。

おすすめ③　食べ方いろいろ
約5分でゆで上がります。お好みのつゆ、薬味でお召し上がりいただくのは
もちろんですが、ごまドレッシングとの相性が良いので生野菜を添えてサラ
ダ風うどんとしてお召し上がりいただくのもおすすめです。

国産小麦の全粒粉を100％使用したうどん（乾麺）を新発売いたします。
暑さが本番を迎え、食欲が減退しがちな夏にはざるうどんで。冬は釜揚げなど温うどんで季節を問わずお召し上が
りいただけます。

国産小麦の全粒粉うどん
商品コード：140179
内容量：200g
税込価格：322円
（税抜価格298円）
賞味期間：360日
入数：30

【原材料】しじみ（インド）、しょうゆ（小
麦・大豆含む）、砂糖（甜菜）、水あめ

【原材料】鶏卵、砂糖、小麦粉、水あめ、レモン果汁パウダー／香料、（一部
に卵・小麦を含む）

新商品のご案内②

ジャフマック しじみの佃煮 たんばや製菓 レモンカステラ

商品コード：122252
税込価格：530円（税抜価格：490円）
内容量：80g　入数：12　賞味期間：6ヶ月

商品コード：161760
税込価格：497円（税抜価格：460円）
内容量：7個　入数：10　賞味期間：45日

栄養豊富なしじみを化学調味料、保存料
を使用せず、丁寧に炊き上げ、美味しい
佃煮仕上げました。しじみの佃煮は豊富
な鉄分や、ビタミンＥ、ミネラル、カルシウム
等が含まれております。

山形県産鶏卵と国産小麦を使用した生地に、
酸味のあるレモン果汁使用のパウダーを入れ
てしっとり焼き上げました。
冷やしてお召し上がりいただきますとひんやりと
爽やかな風味をお楽しみいただけます。

国産小麦の全粒粉うどんと通常の干しうどん（100gあたり）と
比較すると、食物繊維は約3.5倍、鉄は約5.5倍、マグネシウムは
約5.7倍、亜鉛は約5.3倍、ビタミンB₁は約4.3倍、ビタミンB₆は
約9.7倍多く含まれています。

再開

調理例

ラタトゥイユうどん

ゆずこしょう香る ほぐしささみと
彩り野菜のぶっかけうどん

春夏限定

901735 0246054

971969 0006904

960791 1302554
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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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※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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