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商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎タカハシ食品 ホタテ洋風佃煮 70g（商品コード120414）　本体価格：旧）500円→新）530円
原材料の一部を変更させていただきます。（オリーブオイル：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・バジル：アメリカ産）また、原材料及び包装資材価格の上
昇が続く中、輸送コストも増大のため値上げさせていただきます。9月1日より
◎宮原タオル ペルピューズ
　ミニハンドタオル 2枚組（商品コード180246）〈直送〉　本体価格：旧）  800円→新）  900円
　裏ガーゼフェイスタオル（商品コード180243）〈直送〉　本体価格：旧）  900円→新）1,000円
　裏ガーゼフェイスタオル 2枚組（商品コード180244）〈直送〉　本体価格：旧）1,700円→新）1,900円
　裏ガーゼバスタオル（商品コード180242）〈直送〉　本体価格：旧）1,700円→新）1,900円
　バスタオル（商品コード180247）〈直送〉　　　　本体価格：旧）2,500円→新）2,750円
　正方形バスタオル（商品コード180240）〈直送〉　本体価格：旧）2,500円→新）2,750円
　大判バスタオル（商品コード180241）〈直送〉　  本体価格：旧）3,800円→新）4,000円
原料、副資材、縫製代、あんしん酵素加工代等の高騰により価格改定をさせていた
だきます。10月1日より

リニューアル
◎マルサンアイ とり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）（秋冬限定）
「野菜がおいしいとり塩鍋スープ600g」に変更になり、それに伴い使用原料を変更し、
一括表示内の白だしの表示が（小麦、かつお節、食塩、みりん、その他）に変更になり
ます。
◎パンドラファーム 梅チュッチュ 90ml×5（春夏商品）（商品コード161242）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になりました。それに伴いラベルデザインも
変更になりました。変更済
◎Free Our Soul モリンガのチカラ ティーバッグ 3g×15包（商品コード080018）
メーカーにて農産物・加工食品共に有機JAS認証を取得しましたので、パッケージに
記載されました。順次切り替え
◎高千穂ムラたび
　米ぬかのお菓子 おぬかさん プレーン 40g（商品コード161236）
　米ぬかのお菓子 おぬかさん 黒ゴマ 40g（商品コード161237）
パッケージデザインをリニューアルし、それに伴い、食品表示法に基づき、表示の一部
を変更します。10月より

表示変更
◎創健社 野菜ブイヨン 5g×7本（商品コード110778）
加工食品の原材料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させていただき
ます。
名称を「乾燥スープ」に変更。原材料原産地表示の追記及び原材料名の表示方法、
保存方法の表示の一部変更。会社ロゴ、レイアウトの一部変更。プラントベースマーク
の追加。10月中旬以降
◎創健社
　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 250ml（商品コード101021）　2021年2月上旬以降
　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 500ml（商品コード101022）　2021年1月上旬以降
食品表示法の施行に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。
栄養成分表示の追記、写真及びイタリア語文字の一部を変更します。表、裏ラベルと
も材質を紙からプラに変更します。
◎創健社 トマトケチャップ 300g（商品コード110501）
食品表示法に関わる表示変更をさせていただきました。8月上旬より切り替わりました。
◎創健社
　メイシーABCのビスケット 40g（商品コード161505）
　メイシーどうぶつ園のビスケット 70g（商品コード161506）
加工食品の原材料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させていただきま
す。11月以降
◎創健社 国内産有機栽培梅エキス使用 梅エキスキャンディー 75g（商品コード161531）
使用原材料の産地変更に伴い、表示の一部を変更させていただきます。
◎まるしげフーズライフ ニューまるしげ げんきっす 500ml（商品コード110896）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になります。順次切り替え

包材仕様変更
◎創健社 国産原料100%海の幸せふりかけ 25g（商品コード120544）
包装材料の変更により以下が変わります。
①フック穴が完全に開く、②四隅のR（丸み）が取れる、③チャック下の表示において
〔＊包材メーカーのマークと型番表示の削除、包材材質変更により、材質記号を変更
（PP, PET, PE→PP, PET）〕8月中旬より
◎北海道製菓 北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
包装資材がフック穴仕様に変更になりました。8月よりメーカーにて順次
◎岩井の胡麻油 金岩井純正胡麻油 青缶 1600g（商品コード100149）〈直送〉
キャップが鉄製からプラスチックに変更になります。9月メーカー製造分より

賞味期間延長
◎かるなぁ
　大豆ミート唐揚げ 150g（商品コード128050）〈直送〉
　ヴィーガントンカツ 65g×2枚（商品コード128055）〈直送〉
　ヴィーガンデリ ベジハンバーグ 100g（商品コード128076）〈直送〉
　ヴィーガン大豆ミート唐揚げ 500g（商品コード128070）〈直送〉
安全と美味しさを保つための保存試験の結果をもとに賞味期間を延長することとなり
ました。9月1日納品分より
賞味期間：旧）6ヶ月→新）8ヶ月（冷凍）

再開のお知らせ
◎創健社 国内産有機栽培梅エキス使用 梅エキスキャンディー 75g（商品コード161531）
昨年度産原料（有機梅エキス）の不足による販売休止でご迷惑をおかけしておりまし
たが、新物の目途がつきましたので、製造を再開いたしました。入荷済
◎アスプルンド
　Familytree 玄米パスタ 350g（商品コード140334）
　Familytree 玄米ペンネ 350g（商品コード140335）
長期欠品していておりましたが入荷しました。
◎東明 やわらか小茄子 130g（商品コード120778）〈直送〉
8/3メーカー出荷分より再開しました。

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ピザソース 180g（商品コード110610）
原材料のイタリア産有機トマトペーストの入荷が遅れているために欠品となりました。9
月下旬入荷予定
◎たかくら新産業
　タスマニアン レザーウッドハニー TA5+ 250g（商品コード060004）
　タスマニアン レザーウッドハニー TA15+ 250g（商品コード060096）
長期欠品　新しいロットの入荷予定もありません。
　パーフェクトポーション
　マスクスプレー ブリーズイージー 50ml（商品コード191312）
　マスクスプレー マム&キッズ 50ml（商品コード191313）
　マスクスプレー リラックス 50ml（商品コード191314）
　マスクスプレー リフレッシュ 50ml（商品コード191315）
メーカーにて長期欠品になりました。現段階では再開時期は秋頃になります。
　バズオフキャンドル 50g（商品コード191122）
　バズオフルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）
メーカーにて欠品しております。
◎太陽油脂 お風呂洗い石鹸 ボトル 500ml（商品コード190529）〈直送〉
包材容器遅延によりメーカーにて長期欠品しております。再開時期は10月下旬以降
◎カンキョー コンデンス 除湿機AZ DBX-AZR（商品コード180996）〈直送〉
メーカーにて長期欠品しております。メーカーへの次回入荷時期は9月下旬～10月上旬

休止のお知らせ
◎創健社 ハイカカオチョコ 80g（商品コード160965）
チョコレートの加工所の都合により今シーズンの製造ができなくなり、今シーズンの販売
を見送らせていただくこととなりました。
◎堅実選品 玄米パンあんなし 3個入（商品コード161724）
9月下旬再開予定
◎一栄食品 焼きめざし 50g（商品コード150038）
国産カタクチイワシの漁獲量が非常に少なく、原料不足のため、当面の間メーカーに
て販売休止になります。
◎春夏商品は在庫なくなり次第順次休止となります。

終売のお知らせ
◎創健社
　有精卵クリーミーチリドレッシング 180ml（商品コード110599）
　国産もち麦・はと麦御飯の素 110g（商品コード121590）
誠に勝手ながら在庫分をもって販売を終了させて頂きます。ご販売頂きありがとうござ
いました。
◎マルサンアイ まろやか豆乳鍋スープ 600g（商品コード110059）
今期より終売になりました。
◎ホトトギス
　米粉のブラウニー ジンジャーオーツ（商品コード161555）〈直送〉
　米粉のブラウニー フルーツ（商品コード161556）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎太田油脂
　MS カリカリスティック ポテト味 60g（商品コード162060）（直送）
　MS カリカリスティック さつまいも味 60g（商品コード162065）
8月末をもってメーカーにて終売になりました。
◎たかくら新産業
　タスマニアン レザーウッドハニー TA10+ 250g（商品コード060095）
　マインドフルネス バランシングスプレー 50ml（商品コード191274）
　ベッドタイム バランシングスプレー 50ml（商品コード191276）
メーカーにて終売となりました。
　アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191248）
代替え品として、アウトドアボディスプレーハッカ125ml（商品コード191316）が7/17に
初回入荷しました。
◎シーガルフォー
　カートリッジRS-1SGHシーガルフォーX-1D･1KFヨウ（商品コード189527）〈直送〉
　カートリッジRS-2SGH（X-2Dタイプ）（商品コード189543）〈直送〉
10/16までの受注分をもってメーカーにて終売になります。

半生菓子をアレンジした、火を使わずに調理できるお手軽スイーツ

蜂蜜かすてら
商品コード：161753
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：5個
入数：70（14×5）
賞味期間：45日

黒糖入り
パンケーキ
商品コード：161898
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：2枚入×6個
入数：12
賞味期間：60日

ココア風味の
パンケーキ
商品コード：161899
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：2枚入×6個
入数：12
賞味期間：60日

どら焼き
商品コード：161752
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：3個
入数：45（9×5）
賞味期間：30日

残暑厳しい折り、発売以来ご好評をいただいております半生菓子を使った冷たいスイーツレシピをご紹介いたします。

【材料】（カップ2つ分）
ココアパンケーキ ･･･････････ 4枚
絹ごし豆腐 ･･･････････････ 200g
砂糖 ･･･････････････････大さじ3
インスタントコーヒー ･････小さじ1
お湯･･･････････････････････40g
ブルーベリージャム･･････････ 適量
ココアパウダー ･････････････ 適量
かすてらラスク（下記作り方参照）

【材料】（お好きな量で）
蜂蜜かすてら
パンケーキ

【材料】（カップ2つ分）
蜂蜜かすてら･･･････････････････････････1～2個
小麦粉 ････････････････････････････････大さじ1
砂糖 ･･････････････････････････････････大さじ3
卵黄 ･･･････････････････････････････････ 1個分
豆乳 ･･･････････････････････････････････100g
お好みの果物･･････････････････････････････適量

【材料】（2人分）
どら焼き ････････････････････････ 2個
絹ごし豆腐 ････････････････････ 200g
砂糖 ････････････････････････大さじ3
（ディップA）かぼちゃパウダー･･･小さじ1
（ディップB）抹茶 ･･･････････ 小さじ1/3
（ディップC）きなこ ････････････小さじ1

醤油 ･･････････････小さじ1

【作り方】
①豆腐はキッチンペーパーで包み、重
しをしてしっかりと水切りしておく。
②カップの直径に合わせてパンケーキをカットしておく。（4枚）
③お湯にインスタントコーヒーを入れて溶かしておく。
④ボウルに①の豆腐と砂糖を入れ、滑らかになるまで混ぜる。
⑤カップの底にパンケーキ1枚を入れ、③で湿らせる。
⑥ブルーベリージャム・④の豆腐を重ねていく。
⑦⑤、⑥を繰り返す。
⑧表面にココアパウダーを振りかけ、ラスクをのせてできあがり。

【作り方】
①オーブンは150℃に温めておく。
かすてらとパンケーキはお好みの大きさにカットしておく。
②150℃で20分加熱。
加熱温度と時間は様子を見ながら調整してください。
③オーブンから取り出し、冷ましたらできあがり。

【作り方】
①かすてらとお好みの果物を一口大にカットしておく。
②電子レンジ対応の容器に小麦粉と砂糖を入れ混ぜる。
③②に卵黄を加え混ぜ、ダマにならないよう混ぜなが
ら、豆乳を少しずつ加えていく。
④ふんわりとラップをかけ、電子レンジ600Wで40～50秒加熱する。周りが少し固まって
くるのが目安。噴き出さないように注意しながら、時間は調整する。
⑤一度取り出して泡だて器で滑らかになるまで混ぜる。
⑥再びふんわりとラップをかけ、さらに電子レンジ600Wで30秒加熱。全体的に表面が固
まってくるのが目安。噴き出さないように注意しながら、時間は調整する。
⑦取り出して泡だて器で滑らかになるまで混ぜ、粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やしておく。
⑧カップにかすてら・果物・クリームをバランス良く重ねて盛りつけたらできあがり。

【作り方】
①豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをしてしっかりと水切りしておく。
②ボウルに①の豆腐と砂糖を入れ、よく混ぜる。
③②を三等分し、それぞれAかぼちゃパウダー、B抹茶、Cきなこ・醤油を加えよく混ぜる。
④どら焼きに添えてできあがり。

豆腐ティラミス風スイーツ
（ココアパンケーキ使用）

ラスク（蜂蜜かすてら、パンケーキ使用）

豆乳カスタードのトライフルケーキ
（蜂蜜かすてら使用）

どら焼きの3色豆腐ディップ添え（どら焼き使用）

※上記 豆腐ティラミス風スイーツにトッピングされているものです。

901735 0241314 901735 0241484 901735 0240944 901735 0241004
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新商品のご案内

今月のおすすめ商品 ハロウィン特集ジロロモーニ RECIPE チーズを使ったパスタ

サンタランド 国内産有機米100％使用
玄米ポン

葉っピイ向島園 有機栽培茶 赤ちゃん番茶

商品コード：161739
税込価格：346円
（本体価格：320円）
内容量：5枚
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：080077
税込価格：432円
（本体価格：400円）
内容量：2g×20袋
入数：200
賞味期間：360日【原材料】有機うるち玄米（国内産） 【原材料】有機緑茶（静岡）

国内産有機栽培米を玄
米のまま焼き上げただけ
の無添加品です。サクサ
クの食感と玄米の香ばし
さをお楽しみください。

赤ちゃん番茶は、赤ちゃんが
飲めるよう、低カフェイン・低タ
ンニンのお茶を使用していま
す。無漂白紙パックで、赤ちゃ
んにも安心です。子供からお
年寄りまでお楽しみいただけ
ます。

近藤商店
新潟県産鮭ほぐし

商品コード：122089
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：80g
入数：10
賞味期間：360日

【原材料】白鮭（新潟）、食塩（一部にさけを含む）

新潟県産の鮭とイタリ
ア産天日塩を使用した
ほぐし鮭です。

なすのフジッリグラタン
【材料】
お湯･････････････････････････････････ 1L
塩 ･･････････････････････････････････ 8ｇ
フジッリ･････････････････････････････80ｇ
なす･･････････････････ 50ｇ（半月スライス）
パスタソース トマト＆ナス ･････････････ 1瓶
生クリーム 35％ ･･････････････････ 50ml
コンテチーズ ･･････････････ 30ｇ（スライス）

【作り方】
①フジッリを茹でる。
②フライパンになすとパスタソースを入れ、温
める。
③②に生クリームを加える。
④③にフジッリを加え、全体を混ぜて、耐熱容器
に入れる。
⑤④にコンテチーズをのせ、オーブントース
ターで焼き色をつける。

トマトとズッキーニとモッツアレラチーズ スパゲッティ
【材料】
お湯･･･････････････････････････････････1L
塩 ････････････････････････････････････8ｇ
スパゲッティ･･････････････････････････ 80ｇ
ヴァージンオリーブオイル ･･･････････････適量
トマト････････････ 100ｇ（小1個 1/12カット）
ズッキーニ ･･････････････････50ｇ（銀杏切り）
レモン･･････････････････････ 1/6（スライス）
白ワイン･･･････････････････････････大さじ２
モッツアレラチーズ････････････････････ 40ｇ
塩 ･･･････････････････････････････････少々

【作り方】
①スパゲッティを茹でる。
②フライパンにオリーブオイルと野菜とレモン
を入れ中火にかける。
③②に白ワインを加え煮詰める。
④スパゲッティとソースを合わせ、調味する。
⑤皿に盛り、モッツアレラチーズをのせ、オリー
ブオイルをかける。

きのことゴルゴンゾーラのソース スパゲットーニ
【材料】
お湯････････････････････････････････････ 1L
塩 ･････････････････････････････････････ 8ｇ
スパゲットーニ･･････････････････････････80ｇ
ヴァージンオリーブオイル ････････････････ 適量
しめじ ･････････････････････ 50ｇ（手でほぐす）
シャンピニオン（マッシュルーム）･･ 40ｇ（スライス）
エシャロット ･･････････････････ 20ｇ（スライス）
赤ワイン･･････････････････････････････80ml
ひよこ豆水煮･･･････････････････････････30ｇ
パルミジャーノチーズ････････････････････ 適量
生クリーム ･････････････････････････････50ｇ
ゴルゴンゾーラ ･････････････････････････30ｇ

【作り方】
①スパゲットーニを茹でる。
②フライパンにオリーブオイル、きのこ、エシャ
ロット、赤ワインを入れ煮詰める。
③②にひよこ豆とチーズ、生クリームを加え溶
かし混ぜ、ソースを煮詰める。
④スパゲットーニとソースを合わせ調味する。
⑤お皿に盛り、パルミジャーノチーズをかける。

デュラム小麦
有機スパゲットーニ
商品コード：140521

本体価格：389円
内容量：500g

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
本体価格：1200円
内容量：228g（250ml）

デュラム小麦有機フジッリ
商品コード：140652
本体価格：269円
内容量：250g

有機パスタソース
トマト＆ナス
商品コード：129907
本体価格：590円
内容量：300g

デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524

本体価格：389円
内容量：500g

年 日々本でも盛り上がりを見せているハロウィン。今年は新型コロナウイルスの感染が
収まらないようなので、楽しむ形も変わらないといけないようです。

そこで、自宅で料理やお菓子を作られて楽しまれてはいかがでしょうか？

パンケーキ
ネオハイミックス

砂糖不使用（プレーン）

タピオカ粉末

かぼちゃ粉末
商品コード：450095
本体価格：560円
内容量：50g

国内産小麦
薄力粉
商品コード：130495
本体価格：320円
内容量：300g

国内産小麦
全粒粉
商品コード：130496
本体価格：350円
内容量：300g

国内産小麦
強力粉
商品コード：130494
本体価格：330円
内容量：300g

ナチュラルナッツ
かぼちゃの種

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

北海道
かぼちゃカンパン

豆乳仕立ての
かぼちゃスープ
商品コード：111070
本体価格：160円
内容量：180g

商品コード：130492
本体価格：400円
内容量：400g

商品コード：131054
本体価格：380円
内容量：300g

商品コード：161508
本体価格：160円
内容量：40g

商品コード：160842
本体価格：330円
内容量：60g

商品コード：160283
本体価格：350円
内容量：110g
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新商品のご案内

今月のおすすめ商品 ハロウィン特集ジロロモーニ RECIPE チーズを使ったパスタ

サンタランド 国内産有機米100％使用
玄米ポン

葉っピイ向島園 有機栽培茶 赤ちゃん番茶

商品コード：161739
税込価格：346円
（本体価格：320円）
内容量：5枚
入数：20
賞味期間：180日

商品コード：080077
税込価格：432円
（本体価格：400円）
内容量：2g×20袋
入数：200
賞味期間：360日【原材料】有機うるち玄米（国内産） 【原材料】有機緑茶（静岡）

国内産有機栽培米を玄
米のまま焼き上げただけ
の無添加品です。サクサ
クの食感と玄米の香ばし
さをお楽しみください。

赤ちゃん番茶は、赤ちゃんが
飲めるよう、低カフェイン・低タ
ンニンのお茶を使用していま
す。無漂白紙パックで、赤ちゃ
んにも安心です。子供からお
年寄りまでお楽しみいただけ
ます。

近藤商店
新潟県産鮭ほぐし

商品コード：122089
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：80g
入数：10
賞味期間：360日

【原材料】白鮭（新潟）、食塩（一部にさけを含む）

新潟県産の鮭とイタリ
ア産天日塩を使用した
ほぐし鮭です。

なすのフジッリグラタン
【材料】
お湯･････････････････････････････････ 1L
塩 ･･････････････････････････････････ 8ｇ
フジッリ･････････････････････････････80ｇ
なす･･････････････････ 50ｇ（半月スライス）
パスタソース トマト＆ナス ･････････････ 1瓶
生クリーム 35％ ･･････････････････ 50ml
コンテチーズ ･･････････････ 30ｇ（スライス）

【作り方】
①フジッリを茹でる。
②フライパンになすとパスタソースを入れ、温
める。
③②に生クリームを加える。
④③にフジッリを加え、全体を混ぜて、耐熱容器
に入れる。
⑤④にコンテチーズをのせ、オーブントース
ターで焼き色をつける。

トマトとズッキーニとモッツアレラチーズ スパゲッティ
【材料】
お湯･･･････････････････････････････････1L
塩 ････････････････････････････････････8ｇ
スパゲッティ･･････････････････････････ 80ｇ
ヴァージンオリーブオイル ･･･････････････適量
トマト････････････ 100ｇ（小1個 1/12カット）
ズッキーニ ･･････････････････50ｇ（銀杏切り）
レモン･･････････････････････ 1/6（スライス）
白ワイン･･･････････････････････････大さじ２
モッツアレラチーズ････････････････････ 40ｇ
塩 ･･･････････････････････････････････少々

【作り方】
①スパゲッティを茹でる。
②フライパンにオリーブオイルと野菜とレモン
を入れ中火にかける。
③②に白ワインを加え煮詰める。
④スパゲッティとソースを合わせ、調味する。
⑤皿に盛り、モッツアレラチーズをのせ、オリー
ブオイルをかける。

きのことゴルゴンゾーラのソース スパゲットーニ
【材料】
お湯････････････････････････････････････ 1L
塩 ･････････････････････････････････････ 8ｇ
スパゲットーニ･･････････････････････････80ｇ
ヴァージンオリーブオイル ････････････････ 適量
しめじ ･････････････････････ 50ｇ（手でほぐす）
シャンピニオン（マッシュルーム）･･ 40ｇ（スライス）
エシャロット ･･････････････････ 20ｇ（スライス）
赤ワイン･･････････････････････････････80ml
ひよこ豆水煮･･･････････････････････････30ｇ
パルミジャーノチーズ････････････････････ 適量
生クリーム ･････････････････････････････50ｇ
ゴルゴンゾーラ ･････････････････････････30ｇ

【作り方】
①スパゲットーニを茹でる。
②フライパンにオリーブオイル、きのこ、エシャ
ロット、赤ワインを入れ煮詰める。
③②にひよこ豆とチーズ、生クリームを加え溶
かし混ぜ、ソースを煮詰める。
④スパゲットーニとソースを合わせ調味する。
⑤お皿に盛り、パルミジャーノチーズをかける。

デュラム小麦
有機スパゲットーニ
商品コード：140521

本体価格：389円
内容量：500g

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
本体価格：1200円
内容量：228g（250ml）

デュラム小麦有機フジッリ
商品コード：140652
本体価格：269円
内容量：250g

有機パスタソース
トマト＆ナス
商品コード：129907
本体価格：590円
内容量：300g

デュラム小麦
有機スパゲッティ
商品コード：140524

本体価格：389円
内容量：500g

年 日々本でも盛り上がりを見せているハロウィン。今年は新型コロナウイルスの感染が
収まらないようなので、楽しむ形も変わらないといけないようです。

そこで、自宅で料理やお菓子を作られて楽しまれてはいかがでしょうか？

パンケーキ
ネオハイミックス

砂糖不使用（プレーン）

タピオカ粉末

かぼちゃ粉末
商品コード：450095
本体価格：560円
内容量：50g

国内産小麦
薄力粉
商品コード：130495
本体価格：320円
内容量：300g

国内産小麦
全粒粉
商品コード：130496
本体価格：350円
内容量：300g

国内産小麦
強力粉
商品コード：130494
本体価格：330円
内容量：300g

ナチュラルナッツ
かぼちゃの種

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

北海道
かぼちゃカンパン

豆乳仕立ての
かぼちゃスープ
商品コード：111070
本体価格：160円
内容量：180g

商品コード：130492
本体価格：400円
内容量：400g

商品コード：131054
本体価格：380円
内容量：300g

商品コード：161508
本体価格：160円
内容量：40g

商品コード：160842
本体価格：330円
内容量：60g

商品コード：160283
本体価格：350円
内容量：110g
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9月のカレンダー

日

6
13
20
27

月

7
14
21
28

火
1
8
15
22
29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

お休みさせていただきます。

10月のカレンダー

日

4
11
18
25

月

5
12
19
26

火

6
13
20
27

水

7
14
21
28

木
1
8
15
22
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎タカハシ食品 ホタテ洋風佃煮 70g（商品コード120414）　本体価格：旧）500円→新）530円
原材料の一部を変更させていただきます。（オリーブオイル：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・バジル：アメリカ産）また、原材料及び包装資材価格の上
昇が続く中、輸送コストも増大のため値上げさせていただきます。9月1日より
◎宮原タオル ペルピューズ
　ミニハンドタオル 2枚組（商品コード180246）〈直送〉　本体価格：旧）  800円→新）  900円
　裏ガーゼフェイスタオル（商品コード180243）〈直送〉　本体価格：旧）  900円→新）1,000円
　裏ガーゼフェイスタオル 2枚組（商品コード180244）〈直送〉　本体価格：旧）1,700円→新）1,900円
　裏ガーゼバスタオル（商品コード180242）〈直送〉　本体価格：旧）1,700円→新）1,900円
　バスタオル（商品コード180247）〈直送〉　　　　本体価格：旧）2,500円→新）2,750円
　正方形バスタオル（商品コード180240）〈直送〉　本体価格：旧）2,500円→新）2,750円
　大判バスタオル（商品コード180241）〈直送〉　  本体価格：旧）3,800円→新）4,000円
原料、副資材、縫製代、あんしん酵素加工代等の高騰により価格改定をさせていた
だきます。10月1日より

リニューアル
◎マルサンアイ とり塩鍋スープ 600g（商品コード110665）（秋冬限定）
「野菜がおいしいとり塩鍋スープ600g」に変更になり、それに伴い使用原料を変更し、
一括表示内の白だしの表示が（小麦、かつお節、食塩、みりん、その他）に変更になり
ます。
◎パンドラファーム 梅チュッチュ 90ml×5（春夏商品）（商品コード161242）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になりました。それに伴いラベルデザインも
変更になりました。変更済
◎Free Our Soul モリンガのチカラ ティーバッグ 3g×15包（商品コード080018）
メーカーにて農産物・加工食品共に有機JAS認証を取得しましたので、パッケージに
記載されました。順次切り替え
◎高千穂ムラたび
　米ぬかのお菓子 おぬかさん プレーン 40g（商品コード161236）
　米ぬかのお菓子 おぬかさん 黒ゴマ 40g（商品コード161237）
パッケージデザインをリニューアルし、それに伴い、食品表示法に基づき、表示の一部
を変更します。10月より

表示変更
◎創健社 野菜ブイヨン 5g×7本（商品コード110778）
加工食品の原材料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させていただき
ます。
名称を「乾燥スープ」に変更。原材料原産地表示の追記及び原材料名の表示方法、
保存方法の表示の一部変更。会社ロゴ、レイアウトの一部変更。プラントベースマーク
の追加。10月中旬以降
◎創健社
　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 250ml（商品コード101021）　2021年2月上旬以降
　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 500ml（商品コード101022）　2021年1月上旬以降
食品表示法の施行に伴い、表示の一部を変更させて頂きます。
栄養成分表示の追記、写真及びイタリア語文字の一部を変更します。表、裏ラベルと
も材質を紙からプラに変更します。
◎創健社 トマトケチャップ 300g（商品コード110501）
食品表示法に関わる表示変更をさせていただきました。8月上旬より切り替わりました。
◎創健社
　メイシーABCのビスケット 40g（商品コード161505）
　メイシーどうぶつ園のビスケット 70g（商品コード161506）
加工食品の原材料原産地表示の施行に伴い、表示の一部を変更させていただきま
す。11月以降
◎創健社 国内産有機栽培梅エキス使用 梅エキスキャンディー 75g（商品コード161531）
使用原材料の産地変更に伴い、表示の一部を変更させていただきます。
◎まるしげフーズライフ ニューまるしげ げんきっす 500ml（商品コード110896）
食品表示法に基づき、表示の一部が変更になります。順次切り替え

包材仕様変更
◎創健社 国産原料100%海の幸せふりかけ 25g（商品コード120544）
包装材料の変更により以下が変わります。
①フック穴が完全に開く、②四隅のR（丸み）が取れる、③チャック下の表示において
〔＊包材メーカーのマークと型番表示の削除、包材材質変更により、材質記号を変更
（PP, PET, PE→PP, PET）〕8月中旬より
◎北海道製菓 北海道かぼちゃカンパン 80g（商品コード161594）
包装資材がフック穴仕様に変更になりました。8月よりメーカーにて順次
◎岩井の胡麻油 金岩井純正胡麻油 青缶 1600g（商品コード100149）〈直送〉
キャップが鉄製からプラスチックに変更になります。9月メーカー製造分より

賞味期間延長
◎かるなぁ
　大豆ミート唐揚げ 150g（商品コード128050）〈直送〉
　ヴィーガントンカツ 65g×2枚（商品コード128055）〈直送〉
　ヴィーガンデリ ベジハンバーグ 100g（商品コード128076）〈直送〉
　ヴィーガン大豆ミート唐揚げ 500g（商品コード128070）〈直送〉
安全と美味しさを保つための保存試験の結果をもとに賞味期間を延長することとなり
ました。9月1日納品分より
賞味期間：旧）6ヶ月→新）8ヶ月（冷凍）

再開のお知らせ
◎創健社 国内産有機栽培梅エキス使用 梅エキスキャンディー 75g（商品コード161531）
昨年度産原料（有機梅エキス）の不足による販売休止でご迷惑をおかけしておりまし
たが、新物の目途がつきましたので、製造を再開いたしました。入荷済
◎アスプルンド
　Familytree 玄米パスタ 350g（商品コード140334）
　Familytree 玄米ペンネ 350g（商品コード140335）
長期欠品していておりましたが入荷しました。
◎東明 やわらか小茄子 130g（商品コード120778）〈直送〉
8/3メーカー出荷分より再開しました。

欠品のお知らせ
◎創健社 有機ピザソース 180g（商品コード110610）
原材料のイタリア産有機トマトペーストの入荷が遅れているために欠品となりました。9
月下旬入荷予定
◎たかくら新産業
　タスマニアン レザーウッドハニー TA5+ 250g（商品コード060004）
　タスマニアン レザーウッドハニー TA15+ 250g（商品コード060096）
長期欠品　新しいロットの入荷予定もありません。
　パーフェクトポーション
　マスクスプレー ブリーズイージー 50ml（商品コード191312）
　マスクスプレー マム&キッズ 50ml（商品コード191313）
　マスクスプレー リラックス 50ml（商品コード191314）
　マスクスプレー リフレッシュ 50ml（商品コード191315）
メーカーにて長期欠品になりました。現段階では再開時期は秋頃になります。
　バズオフキャンドル 50g（商品コード191122）
　バズオフルームスプレー ハッカ 250ml（商品コード191256）
メーカーにて欠品しております。
◎太陽油脂 お風呂洗い石鹸 ボトル 500ml（商品コード190529）〈直送〉
包材容器遅延によりメーカーにて長期欠品しております。再開時期は10月下旬以降
◎カンキョー コンデンス 除湿機AZ DBX-AZR（商品コード180996）〈直送〉
メーカーにて長期欠品しております。メーカーへの次回入荷時期は9月下旬～10月上旬

休止のお知らせ
◎創健社 ハイカカオチョコ 80g（商品コード160965）
チョコレートの加工所の都合により今シーズンの製造ができなくなり、今シーズンの販売
を見送らせていただくこととなりました。
◎堅実選品 玄米パンあんなし 3個入（商品コード161724）
9月下旬再開予定
◎一栄食品 焼きめざし 50g（商品コード150038）
国産カタクチイワシの漁獲量が非常に少なく、原料不足のため、当面の間メーカーに
て販売休止になります。
◎春夏商品は在庫なくなり次第順次休止となります。

終売のお知らせ
◎創健社
　有精卵クリーミーチリドレッシング 180ml（商品コード110599）
　国産もち麦・はと麦御飯の素 110g（商品コード121590）
誠に勝手ながら在庫分をもって販売を終了させて頂きます。ご販売頂きありがとうござ
いました。
◎マルサンアイ まろやか豆乳鍋スープ 600g（商品コード110059）
今期より終売になりました。
◎ホトトギス
　米粉のブラウニー ジンジャーオーツ（商品コード161555）〈直送〉
　米粉のブラウニー フルーツ（商品コード161556）〈直送〉
メーカーにて終売になりました。
◎太田油脂
　MS カリカリスティック ポテト味 60g（商品コード162060）（直送）
　MS カリカリスティック さつまいも味 60g（商品コード162065）
8月末をもってメーカーにて終売になりました。
◎たかくら新産業
　タスマニアン レザーウッドハニー TA10+ 250g（商品コード060095）
　マインドフルネス バランシングスプレー 50ml（商品コード191274）
　ベッドタイム バランシングスプレー 50ml（商品コード191276）
メーカーにて終売となりました。
　アウトドア ボディスプレー ハッカ 125ml（商品コード191248）
代替え品として、アウトドアボディスプレーハッカ125ml（商品コード191316）が7/17に
初回入荷しました。
◎シーガルフォー
　カートリッジRS-1SGHシーガルフォーX-1D･1KFヨウ（商品コード189527）〈直送〉
　カートリッジRS-2SGH（X-2Dタイプ）（商品コード189543）〈直送〉
10/16までの受注分をもってメーカーにて終売になります。

半生菓子をアレンジした、火を使わずに調理できるお手軽スイーツ

蜂蜜かすてら
商品コード：161753
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：5個
入数：70（14×5）
賞味期間：45日

黒糖入り
パンケーキ
商品コード：161898
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：2枚入×6個
入数：12
賞味期間：60日

ココア風味の
パンケーキ
商品コード：161899
税込価格：422円
（本体価格：390円）
内容量：2枚入×6個
入数：12
賞味期間：60日

どら焼き
商品コード：161752
税込価格：411円
（本体価格：380円）
内容量：3個
入数：45（9×5）
賞味期間：30日

残暑厳しい折り、発売以来ご好評をいただいております半生菓子を使った冷たいスイーツレシピをご紹介いたします。

【材料】（カップ2つ分）
ココアパンケーキ ･･･････････ 4枚
絹ごし豆腐 ･･･････････････ 200g
砂糖 ･･･････････････････大さじ3
インスタントコーヒー ･････小さじ1
お湯･･･････････････････････40g
ブルーベリージャム･･････････ 適量
ココアパウダー ･････････････ 適量
かすてらラスク（下記作り方参照）

【材料】（お好きな量で）
蜂蜜かすてら
パンケーキ

【材料】（カップ2つ分）
蜂蜜かすてら･･･････････････････････････1～2個
小麦粉 ････････････････････････････････大さじ1
砂糖 ･･････････････････････････････････大さじ3
卵黄 ･･･････････････････････････････････ 1個分
豆乳 ･･･････････････････････････････････100g
お好みの果物･･････････････････････････････適量

【材料】（2人分）
どら焼き ････････････････････････ 2個
絹ごし豆腐 ････････････････････ 200g
砂糖 ････････････････････････大さじ3
（ディップA）かぼちゃパウダー･･･小さじ1
（ディップB）抹茶 ･･･････････ 小さじ1/3
（ディップC）きなこ ････････････小さじ1

醤油 ･･････････････小さじ1

【作り方】
①豆腐はキッチンペーパーで包み、重
しをしてしっかりと水切りしておく。
②カップの直径に合わせてパンケーキをカットしておく。（4枚）
③お湯にインスタントコーヒーを入れて溶かしておく。
④ボウルに①の豆腐と砂糖を入れ、滑らかになるまで混ぜる。
⑤カップの底にパンケーキ1枚を入れ、③で湿らせる。
⑥ブルーベリージャム・④の豆腐を重ねていく。
⑦⑤、⑥を繰り返す。
⑧表面にココアパウダーを振りかけ、ラスクをのせてできあがり。

【作り方】
①オーブンは150℃に温めておく。
かすてらとパンケーキはお好みの大きさにカットしておく。
②150℃で20分加熱。
加熱温度と時間は様子を見ながら調整してください。
③オーブンから取り出し、冷ましたらできあがり。

【作り方】
①かすてらとお好みの果物を一口大にカットしておく。
②電子レンジ対応の容器に小麦粉と砂糖を入れ混ぜる。
③②に卵黄を加え混ぜ、ダマにならないよう混ぜなが
ら、豆乳を少しずつ加えていく。
④ふんわりとラップをかけ、電子レンジ600Wで40～50秒加熱する。周りが少し固まって
くるのが目安。噴き出さないように注意しながら、時間は調整する。
⑤一度取り出して泡だて器で滑らかになるまで混ぜる。
⑥再びふんわりとラップをかけ、さらに電子レンジ600Wで30秒加熱。全体的に表面が固
まってくるのが目安。噴き出さないように注意しながら、時間は調整する。
⑦取り出して泡だて器で滑らかになるまで混ぜ、粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やしておく。
⑧カップにかすてら・果物・クリームをバランス良く重ねて盛りつけたらできあがり。

【作り方】
①豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをしてしっかりと水切りしておく。
②ボウルに①の豆腐と砂糖を入れ、よく混ぜる。
③②を三等分し、それぞれAかぼちゃパウダー、B抹茶、Cきなこ・醤油を加えよく混ぜる。
④どら焼きに添えてできあがり。

豆腐ティラミス風スイーツ
（ココアパンケーキ使用）

ラスク（蜂蜜かすてら、パンケーキ使用）

豆乳カスタードのトライフルケーキ
（蜂蜜かすてら使用）

どら焼きの3色豆腐ディップ添え（どら焼き使用）

※上記 豆腐ティラミス風スイーツにトッピングされているものです。

901735 0241314 901735 0241484 901735 0240944 901735 0241004
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社是 有理創健

お い し い 時 間 が あ ふ れ 出 す 。 創 健 社

お手数ですが営業又は仕入れご担当者にご回覧下さい。

4 1

通巻 5 7 1 号

※表示価格は税込価格で、1円未満の端数は切り上げております。
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