
新発売
“Plant-Based、国産小麦の小麦粉使用、香料・着色料・乳化剤不使用”

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 有機国内産 強力粉 300g（商品コード130323）

有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）
有機国内産 全粒粉 300g（商品コード130325）

今年度産の有機小麦の収穫が始まりましたので、販売を再開します。強力粉につきましては
従来品は青森県及び岩手県産有機小麦を使用しておりましたが、産地での天候不良による
収穫減のため、北海道産有機小麦も使用します。また、原材料の高騰のため価格が変更に
なります。本体価格：旧）各360円→新）各390円　2021年3月1日
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり りんごとミルクのやわらかかりんとう 50g（商品コード161141）
原材料及び包装資材、輸送コストの高騰のため価格が変更になります。本体価格：旧）215
円→新）230円　2021年3月1日より
◎金沢錦
　加賀じぶ煮 130g（商品コード121822）〈冷蔵〉　　　　　　本体価格：旧）450円→新）490円
　たらこ昆布煮 90g（商品コード121823）〈冷蔵〉　　　　　  本体価格：旧）330円→新）350円
　いいだこと里芋の煮付 120g（商品コード121820）〈冷蔵〉　本体価格：旧）380円→新）400円
　ぶり大根 100g（商品コード121825）〈冷蔵〉　　　　　　　本体価格：旧）290円→新）310円
　能登産焼さば味噌煮 140g（商品コード121821）〈冷蔵〉　　本体価格：旧）350円→新）370円
　五郎島金時ぽてと 130g（商品コード121829）〈冷蔵〉　　　本体価格：旧）400円→新）420円
　ごぼうのそぼろ煮 120g（商品コード121826）〈冷蔵〉　　　本体価格：旧）400円→新）420円
　天然ぶりかま 1切（商品コード121824）〈冷蔵〉　　　　　　 本体価格：旧）500円→新）520円
　輪島産茎わかめ 90g（商品コード121828）〈冷蔵〉　　　　  本体価格：旧）320円→新）330円
　小あじマリネ 140g（商品コード121835）〈直送〉　　　　　本体価格：旧）380円→新）400円
　ほたるいかマリネ 140g（商品コード121836）〈直送〉　　　本体価格：旧）420円→新）460円
　能登だこマリネ 140g（商品コード121838）〈直送〉　　　　本体価格：旧）510円→新）540円
　若さぎマリネ 140g（商品コード121849）〈直送〉　　　　　本体価格：旧）440円→新）550円
原材料の高騰のため、価格が変更になります。2021年1月1日

表示・原材料変更
◎創健社 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）

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）
原材料の粉ミルクを大豆由来原料を含まないものに変更いたしますため表示が変更になります。
一括表示：・原材料：旧）馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（北海道））、砂糖、粉ミルク（乳成分・大豆を
含む）、鶏卵、小麦胚芽、はと麦／卵殻カルシウム→新）馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（北海道））、砂
糖、粉ミルク（乳成分を含む）、鶏卵、小麦胚芽、はと麦粉／卵殻カルシウム。（25gのみ）・保
存方法の表示方法の一部。・商品特長説明文の一部。・アレルゲン注意喚起表記の表示
色。・包材材質表示方法。2021年1月以降
◎チョーコー醤油 飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）
原材料に使用している酵母エキスAからデキストリンを除く事になり、それに伴い原材料表示
順が変更になります。
原材料：旧）しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、焼き飛魚（あご）、食塩、みりん、
酵母エキス、醸造酢、乾しいたけ、こんぶ、魚貝エキス→新）しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国
内製造）、砂糖、焼き飛魚（あご）、食塩、みりん、酵母エキス、醸造酢、魚貝エキス、乾しいた
け、こんぶ　変更済
◎チョーコー醤油 輝麦 500g（商品コード119055）〈直送〉
原材料の大豆とはだか麦の品種が変更になります。2021年1月頃より切替が完了するまで品
種が混在します。産地の変更はありません。
品種：大豆（九州）、旧）むらゆたか→新）フクユタカ（2021年1月～2月予定）、はだか麦（長
崎）、旧）御島裸→新）長崎御島（2021年2月頃）　2021年1月より

パッケージ・部品名変更
◎エミュール
　マイクロバブルナノシャワー（ファインバブルシャワー） 本体ブロンズ（商品コード182125）〈直送〉
　マイクロバブルナノシャワー（ファインバブルシャワー） 本体ピンク（商品コード182126）〈直送〉
化粧箱のデザインが変更になります。また、付属品アダプターの名称が変更になります。
アダプター名：旧）ABC→新）KMG　現在庫なくなり次第

再開のおしらせ
◎創健社 カメリナオイル 170g（商品コード100237）
欠品しておりましたが入荷しました。
◎創健社 有機エキストラヴァージンオリーブオイル（ノヴェッロ） 228g（250ml）（商品コード101026）
2020年秋の早摘み有機オリーブの実から搾ったオイルを、通常最後で行うフィルター濾過を
せずに瓶詰しました。（数量限定）
◎東明 千枚漬 100g（商品コード122521）〈直送〉

紅千枚漬 100g（商品コード122522）〈直送〉
カップ入り 紅切り千枚漬 140g（商品コード120939）〈直送〉
カップ入り 切り千枚漬 140g（商品コード120940）〈直送〉
小かぶ漬 200g（商品コード122527）〈直送〉
本格なます 200g（商品コード123221）〈直送〉

メーカーにて再開になりました。

欠品のお知らせ
◎創健社 植物素材の有機カレー（中辛） 100g（商品コード111131）
原材料の有機カレー粉及び有機酵母エキスの海外からの入荷が滞り、製造の遅れにより欠
品しております。次回入荷は未定です。
◎創健社 玄米胚芽 粉末 400g（商品コード000030）
原材料の入荷が滞っており、欠品しております。次回入荷は未定です。
◎大豊町碁石茶協同組合 碁石茶 スッキリドリンク 195g（商品コード080380）
メーカーにて欠品しております。次回メーカー出荷は12月上旬以降の予定です。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。現在庫なくなり次第
◎アスプルンド ルークス オーガニックポテトチップス トリュフ&シーソルト 42g（商品コード167040）
メーカーにて欠品しております。次回メーカーへの入荷は12月下旬頃の予定です。
◎アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー ダーク&クリーミー（オリーブオイル風味） 35g（商品コード167064）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。
◎ゼンケン グリーンパン フライパン 26cm（商品コード181157）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回メーカーへの入荷は12月中旬頃の予定です。

休止のお知らせ
◎ジャフマック 島根県産たけのこ水煮 220g（商品コード121478）
たけのこの需要が増え、今年度産の原料がなくなり休止になりました。次回再開時期は、
2021年5月中旬以降の予定です。現在庫なくなり次第
◎創美社 創美社の粉・粉・粉 40g（商品コード173107）
メーカーにて休止になりました。再開は2021年3月1日の予定です。

終売のお知らせ
◎フジミツ 仙崎発 かまぼこ（焼） 100g（商品コード121742）〈直送〉

仙崎発 かまぼこ（白） 100g（商品コード121743）〈直送〉
12月15日メーカー出荷をもって終売となります。
◎かるなぁ ヴィーガン 餃子12個（商品コード128068）〈直送〉
2021年1月以降、メーカー在庫なくなり次第、終売となります。2021年1月以降、在庫なくなり次第
◎ゼンケン 一人用電熱マット ZMT-75C（商品コード181027）〈直送〉

デスク下ヒーター スポットウォーム RH-153（商品コード181229）〈直送〉
メーカー在庫が完売いたしましたので終売になりました。
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クッキーミックス＆パウンドケーキミックス
（プレーン・かぼちゃ・キャロブ）

“おうち時間を楽しめる”お菓子ミックス粉を2つのカテゴリーで新発売いたします。
いずれも国産小麦の小麦粉をベースに、小麦胚芽、北海道産かぼちゃ粉末、有機キャロブパウダーを入れ、お好み
に合わせて味のバリエーションを増やしました。
また、調理の際に必要な追加原料も最小限にとどめておりますので、お手軽にお菓子作りをお楽しみいただけます。
おすすめ①　Plant-Based（プラントベース）
原材料は、植物素材100％で仕上げました。植物油や豆乳を使用することで、バターや卵を使わないお菓子作りも可能
です。

おすすめ②　アルミニウムフリーのベーキングパウダー（パウンドケーキミックスに使用）
お子さまにも安心なアルミニウムフリー（不使用）のベーキングパウダーを使用しています。

おすすめ③　有機キャロブ（各品「キャロブ」に使用）
キャロブパウダーは、主に地中海付近で栽培されるマメ科の植物「いなご豆」の鞘（さや）を乾燥させ粉末にしたもので
す。ノンカフェインでココアによく似た風味が特長です。
また、食物繊維・鉄・カルシウムが豊富なことから、最近では「スーパーフード」として注目されています。

当社とキャロブについて
当社は1978年（昭和53年）、当時欧米の自然食品市場でチョコレートの代替品としてあつかわれていた「キャロブ」
をお菓子として日本で最初に販売しました。
ノンカフェインで、シュウ酸、テオブロミンなどの刺激物がほとんど含まれていないので、お子さまにも安心して食べさ
せられると人気がありました。
その後原料キャロブの安定供給が難しくなり、長らくキャロブ使用商品を販売しておりませんでしたが、10数年ぶり
にキャロブ関連商品を新発売いたします。

当社がかつて販売していたキャロブ商品
1978年（昭和53年） 麦粒キャロブ、

キャロブスナッカーサンド

1979年（昭和54年） キャロブポテト、
キャロブクランチ（小麦パフ）、
キャロブチップクッキー

1981年（昭和56年） キャロブピーナツペースト
1983年（昭和58年） スウィートキャロブ、

キャロブパウダー

1984年（昭和59年） キャロブアーモンドボール、
キャロブスウィートメモリー

1985年（昭和60年） キャロブピーナッツボール、
キャロブクッキー

2002年（平成14年） コーンキャロブ、きびパフキャロブ

2007年（平成19年） キャロブペースト

新商品のご案内②

アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー 
クランチーココナッツ

アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー 
ダーク＆クリーミー（オリーブオイル風味）

アスプルンド ViVANI 
クッキングチョコレート ホワイト

商品コード：167063
税込価格：357円（本体価格：330円）
内容量：35g　入数：18　
賞味期間：1年

商品コード：167064
税込価格：357円（本体価格：330円）
内容量：35g　入数：18　
賞味期間：1年6ヶ月

商品コード：167065
税込価格：972円
（本体価格：900円）
内容量：200g
入数：10
賞味期間：2年

【原材料】有機ケインシュガー、有機カカオバター、有機ココナッツペー
スト、有機カカオマス、有機ココナッツフレーク、有機ココナッツパウ
ダー、有機ライスシロップパウダー（一部に乳成分を含む）

【原材料】有機カカオマス（ドミニカ共和国、ペルー）、有機ケインシュ
ガー（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ）、有機カカオバター（ドミニ
カ共和国、ペルー、タンザニア、スペイン、オランダ）、有機オリーブオ
イル（イタリア、スペイン）、（一部に乳成分を含む） 

【原材料】有機ケインシュガー、有機カカオバター、
全乳紛、バニラエキス／乳化剤（ヒマワリレシチン）
（一部に乳成分を含む）

有機チョコレートバーにカリッとした食感のクリスピーココナッツフ
レークをトッピングしました！カカオとココナッツの絶妙な組み合わ
せを味わいください。乳不使用、ビーガン対応ですが、とてもク
リーミーなチョコレートです。

オリーブオイルの風味がやさしく広がるクリーミーな味わいのダーク
チョコレート。乳成分不使用、ビーガン対応ながら、滑らかな食感。

シンプルな有機原材料のみを
使用して作られた、クッキング
用、ホワイトチョコレート。ケー
キ、クッキーをはじめ、様々な
用途でご使用頂けます。サイ
ズ感も丁度良く、使い切りや
すいサイズ感もポイント。

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

044889 0022324

044889 0041204

044889 0041374
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新商品のご案内①

クッキーミックス＆パウンドケーキミックス 1月のおすすめ商品（バレンタイン チョコレート）

インターリンクス NTSフォーハンド アスプルンド ViVANI オーガニック
エキストラ ダークチョコレート 100%

アスプルンド ＶiＶＡNI オーガニック
ダークチョコレートアーモンド 
キャラメルクリスプ

【クッキーミックス】

プレーン
商品コード：131061
税込価格：368円
（本体価格：340円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、小麦胚芽
（アメリカ、カナダ他
海外）

かぼちゃ
商品コード：131062
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、かぼちゃ
粉末（北海道）、小麦
胚芽（アメリカ、カナ
ダ他海外）

キャロブ
商品コード：131063
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、有機キャ
ロブパウダー（イタリ
ア）、小麦胚芽（アメリ
カ、カナダ他海外）

【パウンドケーキミックス】

プレーン
商品コード：131064
税込価格：368円
（本体価格：340円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、小麦胚芽
（アメリカ、カナダ他
海外）、食塩／ベーキ
ングパウダー

かぼちゃ
商品コード：131065
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、かぼちゃ
粉末（北海道）、小麦
胚芽（アメリカ、カナ
ダ他海外）、食塩／
ベーキングパウダー

キャロブ
商品コード：131066
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、有機キャ
ロブパウダー（イタリ
ア）、小麦胚芽（アメリ
カ、カナダ他海外）、食
塩／ベーキングパウ
ダー

商品コード：191049
税込価格：1,320円（本体価格：1,200円）
内容量：300ml　入数：60（6×10）　
使用期間：1080日

商品コード：167061
税込価格：627円（本体価格：580円）
内容量：80g　入数：10　賞味期間：2年

商品コード：167062
税込価格：627円
（本体価格：580円）
内容量：80g　入数：12
賞味期間：1年

成分：水、ボタンエキス、コムギ胚芽エキス、オウゴンエ
キス、オウゴン根エキス、エタノール、ポリリシン、ポリー
εリシン、リシン、ステアリン酸スクロース、チャカテキン、
コムギ胚芽脂肪酸グリセリル、没食子酸エピガロカテキ
ン、ハス胚芽エキス、グルタミルリシン、アルギニン、グ
ルタミン、バリン、エチドロン酸3Na、アラニン、ヒスチジ
ン、アスパラギン酸、アスパラギン酸リシン、グリシルグ
リシン、システイン、アミロデキストリン、シクロデキスト
リン、クエン酸

【原材料】有機カカオマス、有機カカオバター、
有機カカオニブ（一部に乳成分を含む）

【原材料】有機カカオマス、有機ケインシュガー、有機ソル
トアーモンド（有機アーモンド、海塩）、有機カカオバター、
有機シナモンキャラメル（有機ケインシュガー、有機グリ
コールシロップ、有機カカオバター、有機シナモン、海塩）、
有機アーモンドペースト、（一部に乳成分を含む）

通常のカカオ分にカカオニ
ブを加えた１００％カカオ含
有のチョコレート。１００％カ
カオ分なのに、酸味より甘
味を感じる、クリーミーな
ダークチョコレート。砂糖、
乳成分不使用。ビーガン対
応。

ダークチョコレートに、アーモンドの味
わいと、キャラメルの深い香り、シナモ
ンの刺激を加えた、今までにない味
わい。乳製品不使用、ビーガン対応
とは思えない、クリーミーな深い味わ
いをおいしくいただけます。

ディフェンダーNTSに手指洗浄向け商
品が登場。NTS同等成分配合で肌を清
潔に保ちます。保湿成分としてアルギニ
ン、グルタミンを配合

オーガニックチョコレートバー 
クランチーココナッツ

商品コード：167063　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年　入数：18

有機チョコレートバーにカリッとした食感のクリスピーココナッツ
フレークをトッピングしました！

オーガニックチョコレートバー ダーク＆クリーミー
（オリーブオイル風味）

オリーブオイルの風味がやさしく広がるクリーミーな味わいの
ダークチョコレート。
商品コード：167064　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年6ヶ月　入数：18

オーガニックチョコレートバー 
ブラックチェリー

しっかりとした酸味のチェリーを加えました。

商品コード：167025　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年6ヶ月　入数：18

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

オレンジとアーモンドを散りばめた、しっかりとした
食感が特徴。
商品コード：167024　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年2ヶ月　入数：18

ウィンター
チョコレート
ドイツ伝統のシナモン味の
クッキーを加えたミルク味
のチョコレート。

商品コード：167032　
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：1年2ヶ月
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
アーモンド
ダークチョコレートにカット
されたアーモンドを散りば
めています。
商品コード：167046
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：1年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
オレンジ
オレンジオイルで風味を付
けたダークチョコレート。
商品コード：167001
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
アーモンド 
キャラメルクリスプ
ダークチョコレートに、
アーモンドの味わいと、
キャラメルの深い香り、シ
ナモンの刺激を加えた、
今までにない味わい。

商品コード：167062
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：1年
入数：12

オーガニック
ダークチョコレート 
クランベリー
70％のダークチョコレート
にクランベリーを散りばめ
ています。
商品コード：167003
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 100％
通常のカカオ分にカカオ
ニブを加えた100％カカオ
含有のチョコレート。
商品コード：167061
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 99％
甘さを極限までカットした、
本格的なカカオの味わい
が特徴。
商品コード：167037
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 92％
カカオ分92％使用、しっか
りとしたビターな味わいと
ほのかなココナッツシュ
ガーの甘み。

商品コード：167028
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート
75％
カカオ分75％使用した食
べやすく、バランスの良い
味わい。
商品コード：167029
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

ダークミルク
チョコレート 50％
カカオ分50％使用、ミルク
のまろやかさとスッキリと
した甘み。
商品コード：167030
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：1年6ヶ月
入数：10

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

901735 0242094

901735 0241794 901735 0241864 901735 0241934

901735 0242164 901735 0242234

044889 0040074

044889 0041064

573296 8146524

2
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ジロロモーニ RECIPE 揚げ物

今月のおすすめ商品（節分）

野菜のフリット

【材料】4人分
かぼちゃ･･････････ 適量（斜めに薄切りスライス）
きゅうり････ 2本（縦割りし斜めに厚切りスライス）
お好みの野菜やきのこ
〈衣〉
　強力粉 ････････････････････････････ 140g
　薄力粉 ･･････････････････････････････60g
　塩 ･･･････････････････････････････････ 4g
　炭酸水（またはビール）･･････････････ 300ml
　オリーブオイル ･･･････････････････････ 適量
〈仕上げ〉
　イタリアンパセリ･･････････････････････ 適量
　レモン果汁･･･････････････････････････ 適量
　パプリカパウダー ･････････････････････ 適量

【作り方】
①ボウルに衣の材料を入れ、固まりが見えなくなる
まで混ぜる。
②野菜を衣にくぐらせます。170度に熱した油で
ゆっくり揚げる。
③仕上げにイタリアンパセリ、パプリカパウダー、レ
モン果汁をかけてお召し上がりください。

イタリア風唐揚げ

【材料】2人分
鶏もも肉･･･････････････････････････････ 2枚（300～400g）
にんにく（皮つき）････････････････････････････････････8かけ
〈下味〉
　東京フードおろしにんにく ･････････････････････････小さじ2
　パセリ（乾燥）････････････････････････････････････小さじ1
　オレガノ ････････････････････････････････････････小さじ1
　タイム（乾燥）･････････････････････････････････ 小さじ1/2
　塩 ････････････････････････････････････････････････適宜
　こしょう････････････････････････････････････････････適宜
オリーブオイル ･･･････････････････････････････････････適宜
クレソン ･････････････････････････････････････････････適宜
レモンのくし形切り････････････････････････････････････適宜

【作り方】
①鶏肉は余分な皮と脂肪を取り除き、一口大に切る。ビニール袋に
鶏肉と下味の材料を入れて手でよくもみ、30分程おいて下味を
付ける。 
②オリーブオイルを低温（160～165℃）に熱し、鶏肉とにんにくを
入れる。鶏肉がきつね色、にんにくが串を指してすっと通るように
なるまで、中火で15～20分、じっくりと揚げる。 
③皿に盛り、クレソンとレモンのくし形切りを添える。

有機エキストラ
ヴァージンオリーブオイル

商品コード：101022
本体価格：2,200円
内容量：456g（500ml）

商品コード：250783
本体価格：オープン価格
内容量：2,736g（3,000ml）

東京フード 
おろしにんにく
商品コード：110974
本体価格：390円
内容量：40g

いわし味付
商品コード：121430
本体価格：325円
内容量：100g（固形量70g)

いわし水煮
商品コード：121431
本体価格：315円
内容量：100g（固形量70g)

翁豆
商品コード：161548
本体価格：400円
内容量：150g

越前小京都の
すし酢
商品コード：110409
本体価格：540円
内容量：360ml

焼海苔
磯味秀逸
商品コード：120603
本体価格：600円
内容量：全形10枚　

九州産椎茸
香信
商品コード：150636
本体価格：1,100円
内容量：80g

無漂白の
かんぴょう
商品コード：150160
本体価格：330円
内容量：30g

生しぼり
凍み豆腐
商品コード：120080
本体価格：420円
内容量：65g

紅しょうが（細切）
商品コード：121992
本体価格：280円
内容量：60g

商品コード：101021
本体価格：1,200円
内容量：228g（250ml）

※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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1月のおすすめ商品（バレンタイン チョコレート）

砂糖の代わりにパラチノース・還元麦芽糖水飴を使用。香ばしいアーモンドを粒のまま入れた
ビッグサイズのチョコレート。

ビッグアーモンドチョコ

北海道産の牛乳から作ったミルクパウダーをたっぷり使用し、クリームパウ
ダーを加えたまろやかで口どけのよいミルクチョコレート。砂糖の代わりにパラ
チノース・還元麦芽糖水飴を使用。乳化剤不使用。

ミルクチョコレートビッグアーモンドチョコ

砂糖の代わりにパラチノースと乳糖を使い、すっきりと
した甘さでちょっと大きめ一口タイプのチョコレートで
す。カカオマスを当社既存チョコレートの約2倍使用
し、少しほろ苦い大人の味に仕上げました。

ジャンプボックスチョコレート

商品コード:160961　本体価格：1,540円　内容量：400g　入数：18　賞味期間：1年

商品コード:160684
本体価格：320円
内容量：70g　
入数：40（10×4）
賞味期間：8ヶ月

国内産抹茶の風味
香るひとくちサイズの
チョコレートです。砂
糖は粗製糖を使用
し、コクのある甘さが
抹茶の香りを引き立
てます。個包装。

ダイスチョコ 抹茶

商品コード:160969 　
本体価格：445円　内容量：84g(7g×12粒）　
入数：20　賞味期間：8ヶ月

商品コード:160681
本体価格：1,460円
内容量：400g
入数：20
賞味期間：1年

北海道産ミルクを使
用した、ひとくちサイ
ズのハート形ミルク
チョコ。砂糖の代わり
にパラチノース・還元
麦芽糖水飴を使って
います。個包装。

商品コード:161520 　
本体価格：235円　
内容量：5g×8個　
入数：10
発注単位：5　
賞味期間：1年

商品コード:160915 　
本体価格：520円　
内容量：120g　
入数：20
賞味期間：8ヶ月

ハートのチョコ

商品コード：161550
本体価格：540円
内容量：100g
入数：40（10×4） 
賞味期間：1年3ヶ月

商品コード：161551
本体価格：570円
内容量：100g
入数：40（10×4） 
賞味期間：1年3ヶ月

香りの良さや苦味の少ないマイルドで上品な風
味が特長のペルー産有機カカオを使用。プレーン
タイプとカカオニブ入りの2タイプのチョコレート。
カカオ豆の栽培から商品化まで一貫管理された
レイズトレード商品です。（カカオ含有量70％）

砂糖の代わりにパラチノース・還元麦芽糖水飴を使用。香ばしいアーモンド
を粒のまま入れたビッグサイズのチョコレート。

オーガニック
ダーク チョコレート

オーガニック
ダーク チョコレート
カカオニブ入

ラッピング

グラシア デル ソル

秋冬限定商品

※ラッピング品は
通常の商品コードと異なります。
数量限定

生チョコレートペースト
チョコレートに生ク
リームを加えて練り
上げた、ちょっと贅
沢なチョコレート
ペースト。部分水
素添加油脂不使
用。

商品コード：121507　本体価格：460円
内容量：160g　入数：10　賞味期間：冷蔵6ヶ月

※冷蔵品　冷蔵商品混載で30個以上でご注文願います。

オーガニック 
ダーククッキング
チョコレート
製菓用のカカオ分70％
の有機ダークチョコ
レートです。シンプルな
原材料で、様 な々用途
にお使いいただけます。
商品コード：167055 
本体価格：900円　
内容量：200g
入数：10
賞味期間：2年

オーガニック 
クッキング
チョコレート
ホワイト
シンプルな有機原材料
のみを使用して作られ
たクッキング用、ホワイ
トチョコレート。
商品コード：167065
本体価格：900円　
内容量：200g
入数：10
賞味期間：2年

手作り派の方におすすめ
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新商品のご案内①

クッキーミックス＆パウンドケーキミックス 1月のおすすめ商品（バレンタイン チョコレート）

インターリンクス NTSフォーハンド アスプルンド ViVANI オーガニック
エキストラ ダークチョコレート 100%

アスプルンド ＶiＶＡNI オーガニック
ダークチョコレートアーモンド 
キャラメルクリスプ

【クッキーミックス】

プレーン
商品コード：131061
税込価格：368円
（本体価格：340円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、小麦胚芽
（アメリカ、カナダ他
海外）

かぼちゃ
商品コード：131062
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、かぼちゃ
粉末（北海道）、小麦
胚芽（アメリカ、カナ
ダ他海外）

キャロブ
商品コード：131063
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、有機キャ
ロブパウダー（イタリ
ア）、小麦胚芽（アメリ
カ、カナダ他海外）

【パウンドケーキミックス】

プレーン
商品コード：131064
税込価格：368円
（本体価格：340円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、小麦胚芽
（アメリカ、カナダ他
海外）、食塩／ベーキ
ングパウダー

かぼちゃ
商品コード：131065
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、かぼちゃ
粉末（北海道）、小麦
胚芽（アメリカ、カナ
ダ他海外）、食塩／
ベーキングパウダー

キャロブ
商品コード：131066
税込価格：389円
（本体価格：360円）
内容量：200g
入数：30
賞味期間：180日

【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、砂糖（日
本他海外）、有機キャ
ロブパウダー（イタリ
ア）、小麦胚芽（アメリ
カ、カナダ他海外）、食
塩／ベーキングパウ
ダー

商品コード：191049
税込価格：1,320円（本体価格：1,200円）
内容量：300ml　入数：60（6×10）　
使用期間：1080日

商品コード：167061
税込価格：627円（本体価格：580円）
内容量：80g　入数：10　賞味期間：2年

商品コード：167062
税込価格：627円
（本体価格：580円）
内容量：80g　入数：12
賞味期間：1年

成分：水、ボタンエキス、コムギ胚芽エキス、オウゴンエ
キス、オウゴン根エキス、エタノール、ポリリシン、ポリー
εリシン、リシン、ステアリン酸スクロース、チャカテキン、
コムギ胚芽脂肪酸グリセリル、没食子酸エピガロカテキ
ン、ハス胚芽エキス、グルタミルリシン、アルギニン、グ
ルタミン、バリン、エチドロン酸3Na、アラニン、ヒスチジ
ン、アスパラギン酸、アスパラギン酸リシン、グリシルグ
リシン、システイン、アミロデキストリン、シクロデキスト
リン、クエン酸

【原材料】有機カカオマス、有機カカオバター、
有機カカオニブ（一部に乳成分を含む）

【原材料】有機カカオマス、有機ケインシュガー、有機ソル
トアーモンド（有機アーモンド、海塩）、有機カカオバター、
有機シナモンキャラメル（有機ケインシュガー、有機グリ
コールシロップ、有機カカオバター、有機シナモン、海塩）、
有機アーモンドペースト、（一部に乳成分を含む）

通常のカカオ分にカカオニ
ブを加えた１００％カカオ含
有のチョコレート。１００％カ
カオ分なのに、酸味より甘
味を感じる、クリーミーな
ダークチョコレート。砂糖、
乳成分不使用。ビーガン対
応。

ダークチョコレートに、アーモンドの味
わいと、キャラメルの深い香り、シナモ
ンの刺激を加えた、今までにない味
わい。乳製品不使用、ビーガン対応
とは思えない、クリーミーな深い味わ
いをおいしくいただけます。

ディフェンダーNTSに手指洗浄向け商
品が登場。NTS同等成分配合で肌を清
潔に保ちます。保湿成分としてアルギニ
ン、グルタミンを配合

オーガニックチョコレートバー 
クランチーココナッツ

商品コード：167063　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年　入数：18

有機チョコレートバーにカリッとした食感のクリスピーココナッツ
フレークをトッピングしました！

オーガニックチョコレートバー ダーク＆クリーミー
（オリーブオイル風味）

オリーブオイルの風味がやさしく広がるクリーミーな味わいの
ダークチョコレート。
商品コード：167064　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年6ヶ月　入数：18

オーガニックチョコレートバー 
ブラックチェリー

しっかりとした酸味のチェリーを加えました。

商品コード：167025　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年6ヶ月　入数：18

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

オレンジとアーモンドを散りばめた、しっかりとした
食感が特徴。
商品コード：167024　本体価格：330円
内容量：35g　賞味期間：1年2ヶ月　入数：18

ウィンター
チョコレート
ドイツ伝統のシナモン味の
クッキーを加えたミルク味
のチョコレート。

商品コード：167032　
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：1年2ヶ月
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
アーモンド
ダークチョコレートにカット
されたアーモンドを散りば
めています。
商品コード：167046
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：1年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
オレンジ
オレンジオイルで風味を付
けたダークチョコレート。
商品コード：167001
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート 
アーモンド 
キャラメルクリスプ
ダークチョコレートに、
アーモンドの味わいと、
キャラメルの深い香り、シ
ナモンの刺激を加えた、
今までにない味わい。

商品コード：167062
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：1年
入数：12

オーガニック
ダークチョコレート 
クランベリー
70％のダークチョコレート
にクランベリーを散りばめ
ています。
商品コード：167003
本体価格：580円
内容量：100g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 100％
通常のカカオ分にカカオ
ニブを加えた100％カカオ
含有のチョコレート。
商品コード：167061
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 99％
甘さを極限までカットした、
本格的なカカオの味わい
が特徴。
商品コード：167037
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
エキストラダーク
チョコレート 92％
カカオ分92％使用、しっか
りとしたビターな味わいと
ほのかなココナッツシュ
ガーの甘み。

商品コード：167028
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

オーガニック
ダークチョコレート
75％
カカオ分75％使用した食
べやすく、バランスの良い
味わい。
商品コード：167029
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：2年
入数：10

ダークミルク
チョコレート 50％
カカオ分50％使用、ミルク
のまろやかさとスッキリと
した甘み。
商品コード：167030
本体価格：580円
内容量：80g
賞味期間：1年6ヶ月
入数：10

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

901735 0242094

901735 0241794 901735 0241864 901735 0241934

901735 0242164 901735 0242234

044889 0040074

044889 0041064

573296 8146524
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新発売
“Plant-Based、国産小麦の小麦粉使用、香料・着色料・乳化剤不使用”

商品規格変更のお知らせ
価格変更
◎創健社 有機国内産 強力粉 300g（商品コード130323）

有機国内産 薄力粉 300g（商品コード130324）
有機国内産 全粒粉 300g（商品コード130325）

今年度産の有機小麦の収穫が始まりましたので、販売を再開します。強力粉につきましては
従来品は青森県及び岩手県産有機小麦を使用しておりましたが、産地での天候不良による
収穫減のため、北海道産有機小麦も使用します。また、原材料の高騰のため価格が変更に
なります。本体価格：旧）各360円→新）各390円　2021年3月1日
◎創健社 メイシーちゃん（TM）のおきにいり りんごとミルクのやわらかかりんとう 50g（商品コード161141）
原材料及び包装資材、輸送コストの高騰のため価格が変更になります。本体価格：旧）215
円→新）230円　2021年3月1日より
◎金沢錦
　加賀じぶ煮 130g（商品コード121822）〈冷蔵〉　　　　　　本体価格：旧）450円→新）490円
　たらこ昆布煮 90g（商品コード121823）〈冷蔵〉　　　　　  本体価格：旧）330円→新）350円
　いいだこと里芋の煮付 120g（商品コード121820）〈冷蔵〉　本体価格：旧）380円→新）400円
　ぶり大根 100g（商品コード121825）〈冷蔵〉　　　　　　　本体価格：旧）290円→新）310円
　能登産焼さば味噌煮 140g（商品コード121821）〈冷蔵〉　　本体価格：旧）350円→新）370円
　五郎島金時ぽてと 130g（商品コード121829）〈冷蔵〉　　　本体価格：旧）400円→新）420円
　ごぼうのそぼろ煮 120g（商品コード121826）〈冷蔵〉　　　本体価格：旧）400円→新）420円
　天然ぶりかま 1切（商品コード121824）〈冷蔵〉　　　　　　 本体価格：旧）500円→新）520円
　輪島産茎わかめ 90g（商品コード121828）〈冷蔵〉　　　　  本体価格：旧）320円→新）330円
　小あじマリネ 140g（商品コード121835）〈直送〉　　　　　本体価格：旧）380円→新）400円
　ほたるいかマリネ 140g（商品コード121836）〈直送〉　　　本体価格：旧）420円→新）460円
　能登だこマリネ 140g（商品コード121838）〈直送〉　　　　本体価格：旧）510円→新）540円
　若さぎマリネ 140g（商品コード121849）〈直送〉　　　　　本体価格：旧）440円→新）550円
原材料の高騰のため、価格が変更になります。2021年1月1日

表示・原材料変更
◎創健社 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）

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）
原材料の粉ミルクを大豆由来原料を含まないものに変更いたしますため表示が変更になります。
一括表示：・原材料：旧）馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（北海道））、砂糖、粉ミルク（乳成分・大豆を
含む）、鶏卵、小麦胚芽、はと麦／卵殻カルシウム→新）馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（北海道））、砂
糖、粉ミルク（乳成分を含む）、鶏卵、小麦胚芽、はと麦粉／卵殻カルシウム。（25gのみ）・保
存方法の表示方法の一部。・商品特長説明文の一部。・アレルゲン注意喚起表記の表示
色。・包材材質表示方法。2021年1月以降
◎チョーコー醤油 飛魚（あご）つゆ 400ml（商品コード110484）
原材料に使用している酵母エキスAからデキストリンを除く事になり、それに伴い原材料表示
順が変更になります。
原材料：旧）しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、焼き飛魚（あご）、食塩、みりん、
酵母エキス、醸造酢、乾しいたけ、こんぶ、魚貝エキス→新）しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国
内製造）、砂糖、焼き飛魚（あご）、食塩、みりん、酵母エキス、醸造酢、魚貝エキス、乾しいた
け、こんぶ　変更済
◎チョーコー醤油 輝麦 500g（商品コード119055）〈直送〉
原材料の大豆とはだか麦の品種が変更になります。2021年1月頃より切替が完了するまで品
種が混在します。産地の変更はありません。
品種：大豆（九州）、旧）むらゆたか→新）フクユタカ（2021年1月～2月予定）、はだか麦（長
崎）、旧）御島裸→新）長崎御島（2021年2月頃）　2021年1月より

パッケージ・部品名変更
◎エミュール
　マイクロバブルナノシャワー（ファインバブルシャワー） 本体ブロンズ（商品コード182125）〈直送〉
　マイクロバブルナノシャワー（ファインバブルシャワー） 本体ピンク（商品コード182126）〈直送〉
化粧箱のデザインが変更になります。また、付属品アダプターの名称が変更になります。
アダプター名：旧）ABC→新）KMG　現在庫なくなり次第

再開のおしらせ
◎創健社 カメリナオイル 170g（商品コード100237）
欠品しておりましたが入荷しました。
◎創健社 有機エキストラヴァージンオリーブオイル（ノヴェッロ） 228g（250ml）（商品コード101026）
2020年秋の早摘み有機オリーブの実から搾ったオイルを、通常最後で行うフィルター濾過を
せずに瓶詰しました。（数量限定）
◎東明 千枚漬 100g（商品コード122521）〈直送〉

紅千枚漬 100g（商品コード122522）〈直送〉
カップ入り 紅切り千枚漬 140g（商品コード120939）〈直送〉
カップ入り 切り千枚漬 140g（商品コード120940）〈直送〉
小かぶ漬 200g（商品コード122527）〈直送〉
本格なます 200g（商品コード123221）〈直送〉

メーカーにて再開になりました。

欠品のお知らせ
◎創健社 植物素材の有機カレー（中辛） 100g（商品コード111131）
原材料の有機カレー粉及び有機酵母エキスの海外からの入荷が滞り、製造の遅れにより欠
品しております。次回入荷は未定です。
◎創健社 玄米胚芽 粉末 400g（商品コード000030）
原材料の入荷が滞っており、欠品しております。次回入荷は未定です。
◎大豊町碁石茶協同組合 碁石茶 スッキリドリンク 195g（商品コード080380）
メーカーにて欠品しております。次回メーカー出荷は12月上旬以降の予定です。
◎ココウェル 有機プレミアムココナッツオイル 460g（商品コード100401）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。現在庫なくなり次第
◎アスプルンド ルークス オーガニックポテトチップス トリュフ&シーソルト 42g（商品コード167040）
メーカーにて欠品しております。次回メーカーへの入荷は12月下旬頃の予定です。
◎アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー ダーク&クリーミー（オリーブオイル風味） 35g（商品コード167064）
メーカーにて欠品しております。次回入荷は未定です。
◎ゼンケン グリーンパン フライパン 26cm（商品コード181157）〈直送〉
メーカーにて欠品しております。次回メーカーへの入荷は12月中旬頃の予定です。

休止のお知らせ
◎ジャフマック 島根県産たけのこ水煮 220g（商品コード121478）
たけのこの需要が増え、今年度産の原料がなくなり休止になりました。次回再開時期は、
2021年5月中旬以降の予定です。現在庫なくなり次第
◎創美社 創美社の粉・粉・粉 40g（商品コード173107）
メーカーにて休止になりました。再開は2021年3月1日の予定です。

終売のお知らせ
◎フジミツ 仙崎発 かまぼこ（焼） 100g（商品コード121742）〈直送〉

仙崎発 かまぼこ（白） 100g（商品コード121743）〈直送〉
12月15日メーカー出荷をもって終売となります。
◎かるなぁ ヴィーガン 餃子12個（商品コード128068）〈直送〉
2021年1月以降、メーカー在庫なくなり次第、終売となります。2021年1月以降、在庫なくなり次第
◎ゼンケン 一人用電熱マット ZMT-75C（商品コード181027）〈直送〉

デスク下ヒーター スポットウォーム RH-153（商品コード181229）〈直送〉
メーカー在庫が完売いたしましたので終売になりました。
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クッキーミックス＆パウンドケーキミックス
（プレーン・かぼちゃ・キャロブ）

“おうち時間を楽しめる”お菓子ミックス粉を2つのカテゴリーで新発売いたします。
いずれも国産小麦の小麦粉をベースに、小麦胚芽、北海道産かぼちゃ粉末、有機キャロブパウダーを入れ、お好み
に合わせて味のバリエーションを増やしました。
また、調理の際に必要な追加原料も最小限にとどめておりますので、お手軽にお菓子作りをお楽しみいただけます。
おすすめ①　Plant-Based（プラントベース）
原材料は、植物素材100％で仕上げました。植物油や豆乳を使用することで、バターや卵を使わないお菓子作りも可能
です。

おすすめ②　アルミニウムフリーのベーキングパウダー（パウンドケーキミックスに使用）
お子さまにも安心なアルミニウムフリー（不使用）のベーキングパウダーを使用しています。

おすすめ③　有機キャロブ（各品「キャロブ」に使用）
キャロブパウダーは、主に地中海付近で栽培されるマメ科の植物「いなご豆」の鞘（さや）を乾燥させ粉末にしたもので
す。ノンカフェインでココアによく似た風味が特長です。
また、食物繊維・鉄・カルシウムが豊富なことから、最近では「スーパーフード」として注目されています。

当社とキャロブについて
当社は1978年（昭和53年）、当時欧米の自然食品市場でチョコレートの代替品としてあつかわれていた「キャロブ」
をお菓子として日本で最初に販売しました。
ノンカフェインで、シュウ酸、テオブロミンなどの刺激物がほとんど含まれていないので、お子さまにも安心して食べさ
せられると人気がありました。
その後原料キャロブの安定供給が難しくなり、長らくキャロブ使用商品を販売しておりませんでしたが、10数年ぶり
にキャロブ関連商品を新発売いたします。

当社がかつて販売していたキャロブ商品
1978年（昭和53年） 麦粒キャロブ、

キャロブスナッカーサンド

1979年（昭和54年） キャロブポテト、
キャロブクランチ（小麦パフ）、
キャロブチップクッキー

1981年（昭和56年） キャロブピーナツペースト
1983年（昭和58年） スウィートキャロブ、

キャロブパウダー

1984年（昭和59年） キャロブアーモンドボール、
キャロブスウィートメモリー

1985年（昭和60年） キャロブピーナッツボール、
キャロブクッキー

2002年（平成14年） コーンキャロブ、きびパフキャロブ

2007年（平成19年） キャロブペースト

新商品のご案内②

アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー 
クランチーココナッツ

アスプルンド ViVANI オーガニックチョコレートバー 
ダーク＆クリーミー（オリーブオイル風味）

アスプルンド ViVANI 
クッキングチョコレート ホワイト

商品コード：167063
税込価格：357円（本体価格：330円）
内容量：35g　入数：18　
賞味期間：1年

商品コード：167064
税込価格：357円（本体価格：330円）
内容量：35g　入数：18　
賞味期間：1年6ヶ月

商品コード：167065
税込価格：972円
（本体価格：900円）
内容量：200g
入数：10
賞味期間：2年

【原材料】有機ケインシュガー、有機カカオバター、有機ココナッツペー
スト、有機カカオマス、有機ココナッツフレーク、有機ココナッツパウ
ダー、有機ライスシロップパウダー（一部に乳成分を含む）

【原材料】有機カカオマス（ドミニカ共和国、ペルー）、有機ケインシュ
ガー（ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ）、有機カカオバター（ドミニ
カ共和国、ペルー、タンザニア、スペイン、オランダ）、有機オリーブオ
イル（イタリア、スペイン）、（一部に乳成分を含む） 

【原材料】有機ケインシュガー、有機カカオバター、
全乳紛、バニラエキス／乳化剤（ヒマワリレシチン）
（一部に乳成分を含む）

有機チョコレートバーにカリッとした食感のクリスピーココナッツフ
レークをトッピングしました！カカオとココナッツの絶妙な組み合わ
せを味わいください。乳不使用、ビーガン対応ですが、とてもク
リーミーなチョコレートです。

オリーブオイルの風味がやさしく広がるクリーミーな味わいのダーク
チョコレート。乳成分不使用、ビーガン対応ながら、滑らかな食感。

シンプルな有機原材料のみを
使用して作られた、クッキング
用、ホワイトチョコレート。ケー
キ、クッキーをはじめ、様々な
用途でご使用頂けます。サイ
ズ感も丁度良く、使い切りや
すいサイズ感もポイント。

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

秋冬限定
商品

044889 0022324

044889 0041204

044889 0041374
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ホームページでバックナンバーをご覧いただけます。
創健社ホームページ www . s okensha . c o . j p  トップページ右下に創健社ニュースのボタンがあります。ここをクリックすると創健社ニュースのバックナンバーをご覧いただけます。
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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。

6 1

通巻 5 7 4 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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