
ミニハンバーグと白菜のクリームスープミートソース国産野菜のけんちんうどんの具

おすすめアレンジ
ミニハンバーグと白菜
のクリームスープで
スープスパゲティに！

「実感」できると大人気のアイテムを、この時期だけの特別価格で！

おススメ！

エネルギーサイクルを整えて美と健康の土台づくりをサポート

不足しがちな
ミネラルを
毎日きちんと

とってもお得な

この時期だけの まとめ買いやライン使いのチャンス！

SONOKO G.GロゼSONOKO GG

WB 5点セット、GG コスメ5点セットが

化粧品もポイントアップ！

揃えました。詳しくはP.4～5へ
7%アップ！他にもポイントアップの化粧品を

35ml×2本 35ml×6本

「 ぜ ひもう一
度！」とのお声が
多い「その子プ
レミアムコー
ヒー」を、プレゼ
ントとして復刻！
選び抜かれた
至極の香りをご
堪能ください。

■1回のご注文金額（税別）が対象となります。（銀座店では、1日のお買上げ金額の合算が対象となります。）　■ポイント割引を利用されてお支払い金額が50,000円未満になった場合も、プレゼントの対象です。　■一部除外品がございます。詳しくはお電話でお問い合せください。

詳しくはショッピングガイド
裏表紙をご覧ください。6月 朝食セット2,800円

栄養たっぷりの朝食で
パワーチャージ

※月変わり食品セットの詳細は、ショッピングガイドP.3～P.4をご覧ください。

※単品購入と比較した場合

オムレツ北海道にんじんポタージュ 厚切り山型パン

6月 総菜セット 6,000円

忙しいときでも
すぐにごちそう

【セット内容】
●北海道にんじんポタージュ
●具だくさんミネストローネ２袋
●　　　　　オムレツ
●厚切り山型パン
●無塩せきポークウインナー ハーブ

ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ中華風鶏のうま煮 焼きフライ（コロッケ）

6月 麺セット 3,500円
No.136267 常 蔵 凍

No.136265 常 蔵 凍

No.136266 常 蔵 凍

アレンジも楽しい
人気シリーズ

【セット内容】
●ミニハンバーグと白菜のクリームスープ
●ミートソース
●胡麻と山椒の汁なし坦々ソース
●国産野菜のけんちんうどんの具
●スパゲティ２袋
●釜揚げうどん２袋

6月 パンセット 4,000円
No.136264 常 蔵 凍

いつでも焼きたての
美味しさ

【セット内容】
●チョコチップメロンパン
●手造りもっちりナン２枚
●カレーパン
●厚切り山型パン
●ロールパン
●レーズンパン
●ワイルドブルーベリージャム（ラミネート）２袋
●ミルクチョコレート

6月の
１週間グルメセット
21,000円 No.136263 常 蔵 凍

【セット内容】
朝昼晩3食×7日分の21食と
間食７回分のセット （食べ方の指導書〈メニュー〉付）

写真は、晩7食のうちの３品
牛ほほ肉とヒレ肉の和風ハッシュドビーフ、
北陸甘エビのビスクスープ、焼きフライ（コロッケ）
※セット内容の詳細は、ショッピングガイド
P3をご参照ください。

手造りもっちりナンチョコチップメロンパン カレーパン

体内リズム、美味しく整える
誰もがもつ「美と健康」を維持する力を引き出すには、
からだの機能に即して正しく食べるのが、一番の早道です。
1週間グルメセットは、忙しい中でも美味しく正しく続けたい食生活の力強い味方。
代謝力を上げながら、体内環境をじっくり整えます。

｢きれい｣を引き出す、グルメな1週間！

プレゼント

ミルクチョコレート1枚 チョコチップメロンパン1個

50セット限定 50セット限定

6月限定セット

今だけの内外美容セット

180粒入×6本 180粒入×3本

SONOKO GG 6本セット

93,000円
21,000円もお得！

114,000円

9,000円もお得！

1,400円もお得！ 9,000円もお得！

SONOKO GG 3本セット

＊ポイント対象外No.136271 常 蔵 凍＊ポイント対象外No.136270 常 蔵 凍

＊ポイント対象外No.136268 常 蔵 凍＊ポイント対象外No.136273 常 蔵 凍

48,000円57,000円

13,000円もお得！

SONOKO G.Gロゼ ３本 & 
ホワイトストリームセット

＊ポイント対象外No.136269 常 蔵 凍

40,000円53,000円

荘水 ６本セット

No.136275 常 蔵 凍 No.136274 常 蔵 凍

36,000円45,000円
荘水 2本セット

14,600円16,000円

プレゼント

ドリームチョコプリン1個

美味しく
リニューアル！

【セット内容】
●中華風鶏のうま煮
●ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ
●焼きフライ（コロッケ）
●　　　　　オムレツ
●焼豚
●ミニハンバーグと白菜のクリームスープ
●ミルクチョコレート

リニューアル

リニューアル

北陸甘エビのビスクスープ
１袋につき10尾分もの甘エビ殻で
だしをとったビスクスープ。
香ばしい甘エビの香りとトマトの酸味が絶妙。

焼きフライ（コロッケ）
牛肉をたっぷり加えたコロッケ種を、
沖縄産塩と胡椒でしっかり味つけ。
シンプルなのに旨みたっぷり。

牛ほほ肉とヒレ肉の
和風ハッシュドビーフ
とろける食感のほほ肉と、
ホロホロとやわらかにほぐれるヒレ肉が、
濃厚な和風デミソースに絡んで美味しい。

夏のサンクスセール半期に一度の
うれしいチャンス！

日頃の感謝を込めて大特価＆ポイントアップ。お得がいっぱいのこのチャンスをお見逃しなく！

1水

30 木

6

お見逃しな
く！

今回のイ
チオシ！

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

1面8面

オンラインショップ （月曜定休）
 11：00～19：30

 お問合せ　03-4335-7878受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文

VOL.267
2 016

S O  S A F E
S O  H E A L T H Y
S O  H A P P Y6

150粒入   14,000円180粒入   20,000円

どのセットも食品がたっぷり詰まったお得なセット

150粒入×3本 30mL

EA B C

完熟マンゴーゼリー
果肉入り 5個 
80g×5個

レモンサイダー 15本
炭酸飲料 250ml×15本

プレミアムコーヒー 
エメラルドマウンテン 1袋
挽き豆・100ｇ

プレミアムコーヒー 
エメラルドマウンテン 3袋
挽き豆・100g×3袋

コーヒータイムセット
プレミアムコーヒー エメラルドマウンテン 1袋
レモンサイダー 15本
完熟マンゴーゼリー果肉入り 5個

選べるサンクスプレゼント

D
5万円ごとに下記A～Cタイプの中からいずれか1つプレゼント! 10万円ごとにDまたはEタイプをお選びいただけます。

復刻

％7
UP
ポイント

6/1（水）～30（木）まで夏のサンクスセール期間中

SONOKOの月替わり食品セットで、美味しく食べながら、からだを整え健やかに！

大特価！

％20
お得

※
すべて

パン好きの
あなたに

買い置きに
便利

通も唸る
本格麺

朝から
しっかり
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SONOKOのお中元

親子どん
３袋セット
200g×3袋　2,250円

常 蔵 凍No.136231

牛どん
３袋セット
120g×3袋

2,100円
常 蔵 凍No.136232

ひと皿でしっかり
栄養＆大満足

カレー＆丼 忙しい日も
これさえあれば！

人気の総菜

もう１皿欲しいときに
大活躍

副 菜

●箱入のギフト包装は、箱代100円を申し受けます。
　※栗あんみつセット、有機温州みかんジュース1箱・30本入、板のり 12帖は箱代サービスです。

●先様送りの送料も、1件につき660円となります。

●誠に恐れ入りますが、先様送りの場合は、
　ポイント付与の対象外となります。
●オンラインショップはギフト対応の対象外とさせていただきます。

先様お届けギフトは『簡易包装』でのお届けとなり
ます。ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

先様送り簡易包装 ギフトカード（のしカード）
ご要望に応じてギフトカード（のしカード）をご用意いたし
ます。お中元・内祝い等、ご注文時にお申し付けください。

大切な方への
贈り物にも

※ポイント対象外

酵母菌を火入れ殺菌などせずそ
のまま残して瓶詰めする稀少な
生ワイン。ぶどうそのものの爽や
かな香りが楽しめます。

井筒
生にごりワイン
2015赤・白
ストレート果汁100％　
720ml・2本入   

3,140円
常 蔵 凍No.136258

ほのかな炭酸で
フレッシュな味わい

酸化防止剤不使用
保存料不使用

No.136212 常 蔵 凍

冷やし甘酒は、栄養満点な夏バテ防
止ドリンクとしても◎。

あま酒セット
清涼飲料水 160g×10個   3,500円

麹の風味が利いた、やさしい甘み

期間限定

No.136338 常 蔵 凍

果実を丸ごとかじったような、オレンジ
の香り広がるゼリー。

フルーツゼリー
（オレンジ）セット　
70g×12個    4,320円

凍らせて、シャーベットとしても

期間限定

No.136218 常 蔵 凍

有機温州みかんジュース
１箱・３０本入
ストレート果汁100％ 
190g・30本 　　　12,000円

ひとつひとつ選別した有機栽培の温
州みかんのみを使用。

こだわりの100％ストレート果汁

※ポイント対象外No.136215 常 蔵 凍

アッサムとセイロンをブレンドした、
上品でまろやかな香り。

　　  ロイヤルブレンド
2.5g・12ティーバッグ    1,500円

香り高い、英国伝統の味を堪能

期間限定

No.136213 常 蔵 凍

油を使わず低温でじっくりと
熟成させた、手延べ素麺。

素麺＆かつおつゆセット
素麺：300g×3袋  かつおつゆ：300ml 3,380円

のど越しの良いノンオイル製法

期間限定

No.136216 常 蔵 凍

まろやかな酸味と、
とろける美味しさが
やみつきに。

梅干し（１.２kg）
1.2kg    8,555円

大粒で肉厚の紀州産南高梅

期間限定 期間限定

No.136217 常 蔵 凍

二種類の洋酒をかくし味に使用した、
上品で大人な味わい。

ドリームプリンセット
80g×5個  2,000円

とろりとろける、濃厚食感

No.136248 常 蔵 凍

吟味した有明海産の海苔を、
昔ながらの製法で
丁寧に。

板のり 12帖
板のり・全型10枚×12帖12,000円

磯の香り豊かな、板のり

期間限定

No.136214 常 蔵 凍

一口食べて違いが分
かると評判の、上品な
美味しさ。

栗あんみつセット
120g×6個  4,200円

お盆のおもてなしにもぴったり

期間限定

じゃがいもゴロゴロカレー ３袋セット
230g×3袋　2,400円 常 蔵 凍No.136234

※調理例

ノンオイル中華 肉焼売 ２袋セット
192g・8個×2袋　1,800円 常 蔵 凍No.136225

白いカレー
２袋セット
200g×2袋

1,800円
常 蔵 凍No.136222

やさい煮 ２袋セット
100g×2袋 1,280円 常 蔵 凍No.136249

豆ちゃん（大豆の煮豆）
３袋セット
200g×3袋 2,040円
No.136259 常 蔵 凍常 蔵 凍

ほうれん草の和え物
３袋セット
55g×3袋 1,140円
No.136250

常 蔵 凍

南瓜のそぼろ煮
2袋セット
60g×2袋 1,460円
No.136251

和風ドレッシング ３本セット
200ml×3本  1,530円

常 蔵 凍No.136243

だしの素 ５袋セット
120g×5袋 3,000円

常 蔵 凍No.136237

大人気の
定番アイテム！

調味料

ノンオイル中華
肉餃子 ２袋セット
216g・12個×2袋 　1,800円

常 蔵 凍No.136226常 蔵 凍No.136233

から揚げ風チキン
２袋セット
180g・6個×2 袋 　2,400円

常 蔵 凍No.136220

320g×5袋  　2,900円
おでん ５袋セット

常 蔵 凍No.136223

とくに人気の高い食品が、わくわくのポイントアップ！
半期に一度のおまとめ買いのチャンスです。

無塩せきポークウインナー
ハーブ ３袋セット
100g・4本×3袋　2,400円

常 蔵 凍No.136236

ビーフシチュー
３袋セット
200g×3袋 　2,400円

冷やしおでんが
おすすめ

みっちりとした
肉感が人気

具沢山の
甘口カレー

おばあちゃんの
煮物の味

数量限定

かぼちゃ

夏のサンクスセール 食品

5%
UP
ポイント 5%

UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

3面2面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文 ③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

（月曜定休）
 11：00～19：30

 お問合せ　03-4335-7878

％5
UP
ポイント

こちらの
製品
すべて！
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SONOKOのお中元

親子どん
３袋セット
200g×3袋　2,250円

常 蔵 凍No.136231

牛どん
３袋セット
120g×3袋

2,100円
常 蔵 凍No.136232

ひと皿でしっかり
栄養＆大満足

カレー＆丼 忙しい日も
これさえあれば！

人気の総菜

もう１皿欲しいときに
大活躍

副 菜

●箱入のギフト包装は、箱代100円を申し受けます。
　※栗あんみつセット、有機温州みかんジュース1箱・30本入、板のり 12帖は箱代サービスです。

●先様送りの送料も、1件につき660円となります。

●誠に恐れ入りますが、先様送りの場合は、
　ポイント付与の対象外となります。
●オンラインショップはギフト対応の対象外とさせていただきます。

先様お届けギフトは『簡易包装』でのお届けとなり
ます。ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

先様送り簡易包装 ギフトカード（のしカード）
ご要望に応じてギフトカード（のしカード）をご用意いたし
ます。お中元・内祝い等、ご注文時にお申し付けください。

大切な方への
贈り物にも

※ポイント対象外

酵母菌を火入れ殺菌などせずそ
のまま残して瓶詰めする稀少な
生ワイン。ぶどうそのものの爽や
かな香りが楽しめます。

井筒
生にごりワイン
2015赤・白
ストレート果汁100％　
720ml・2本入   

3,140円
常 蔵 凍No.136258

ほのかな炭酸で
フレッシュな味わい

酸化防止剤不使用
保存料不使用

No.136212 常 蔵 凍

冷やし甘酒は、栄養満点な夏バテ防
止ドリンクとしても◎。

あま酒セット
清涼飲料水 160g×10個   3,500円

麹の風味が利いた、やさしい甘み

期間限定

No.136338 常 蔵 凍

果実を丸ごとかじったような、オレンジ
の香り広がるゼリー。

フルーツゼリー
（オレンジ）セット　
70g×12個    4,320円

凍らせて、シャーベットとしても

期間限定

No.136218 常 蔵 凍

有機温州みかんジュース
１箱・３０本入
ストレート果汁100％ 
190g・30本 　　　12,000円

ひとつひとつ選別した有機栽培の温
州みかんのみを使用。

こだわりの100％ストレート果汁

※ポイント対象外No.136215 常 蔵 凍

アッサムとセイロンをブレンドした、
上品でまろやかな香り。

　　  ロイヤルブレンド
2.5g・12ティーバッグ    1,500円

香り高い、英国伝統の味を堪能

期間限定

No.136213 常 蔵 凍

油を使わず低温でじっくりと
熟成させた、手延べ素麺。

素麺＆かつおつゆセット
素麺：300g×3袋  かつおつゆ：300ml 3,380円

のど越しの良いノンオイル製法

期間限定

No.136216 常 蔵 凍

まろやかな酸味と、
とろける美味しさが
やみつきに。

梅干し（１.２kg）
1.2kg    8,555円

大粒で肉厚の紀州産南高梅

期間限定 期間限定

No.136217 常 蔵 凍

二種類の洋酒をかくし味に使用した、
上品で大人な味わい。

ドリームプリンセット
80g×5個  2,000円

とろりとろける、濃厚食感

No.136248 常 蔵 凍

吟味した有明海産の海苔を、
昔ながらの製法で
丁寧に。

板のり 12帖
板のり・全型10枚×12帖12,000円

磯の香り豊かな、板のり

期間限定

No.136214 常 蔵 凍

一口食べて違いが分
かると評判の、上品な
美味しさ。

栗あんみつセット
120g×6個  4,200円

お盆のおもてなしにもぴったり

期間限定

じゃがいもゴロゴロカレー ３袋セット
230g×3袋　2,400円 常 蔵 凍No.136234

※調理例

ノンオイル中華 肉焼売 ２袋セット
192g・8個×2袋　1,800円 常 蔵 凍No.136225

白いカレー
２袋セット
200g×2袋

1,800円
常 蔵 凍No.136222

やさい煮 ２袋セット
100g×2袋 1,280円 常 蔵 凍No.136249

豆ちゃん（大豆の煮豆）
３袋セット
200g×3袋 2,040円
No.136259 常 蔵 凍常 蔵 凍

ほうれん草の和え物
３袋セット
55g×3袋 1,140円
No.136250

常 蔵 凍

南瓜のそぼろ煮
2袋セット
60g×2袋 1,460円
No.136251

和風ドレッシング ３本セット
200ml×3本  1,530円

常 蔵 凍No.136243

だしの素 ５袋セット
120g×5袋 3,000円

常 蔵 凍No.136237

大人気の
定番アイテム！

調味料

ノンオイル中華
肉餃子 ２袋セット
216g・12個×2袋 　1,800円

常 蔵 凍No.136226常 蔵 凍No.136233

から揚げ風チキン
２袋セット
180g・6個×2 袋 　2,400円

常 蔵 凍No.136220

320g×5袋  　2,900円
おでん ５袋セット

常 蔵 凍No.136223

とくに人気の高い食品が、わくわくのポイントアップ！
半期に一度のおまとめ買いのチャンスです。

無塩せきポークウインナー
ハーブ ３袋セット
100g・4本×3袋　2,400円

常 蔵 凍No.136236

ビーフシチュー
３袋セット
200g×3袋 　2,400円

冷やしおでんが
おすすめ

みっちりとした
肉感が人気

具沢山の
甘口カレー

おばあちゃんの
煮物の味

数量限定

かぼちゃ

夏のサンクスセール 食品

5%
UP
ポイント 5%

UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

5%
UP
ポイント

3面2面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文 ③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

（月曜定休）
 11：00～19：30

 お問合せ　03-4335-7878

％5
UP
ポイント

こちらの
製品
すべて！
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＊1 年齢に応じたスキンケア

サインズエッセンスは、花粉症で目が痒く
てくちゃくちゃに掻くので、小ジワができて
しまったところにつけたら、１日でうすく
なったので驚きです。｢顔のツヤもいい｣
と３～４人の人にいわれました。続けてみ
ようかな。　　（喜多川たか子さん　東京都）

友だちにも褒められました！

荘 デイクリームを使用し、もう20年が経ちます。
私はとても敏感肌ですが、やさしい使い心
地と負担のないところ、紫外線からも肌を
守ってくれるところが大変気に入っていま
す。良い商品なので、これからもずっとずっと
使い続ける予定です。（長岡美代さん　東京都）

20年間ずっと愛用しています！皆様からお寄せいただいたお声を紹介いたします。

これらの体験には個人差があります。SONOKOのご提供する製品、サプリメント、化粧品などは病気を治す目的のものではありません。ご病気になられた時は必ず医師の診療をお受けください。 
あくまでも個人の感想であり、効果効能を示すものではありません。

１０００ポイント
皆様のご投稿をお待ちしております！

プレゼント！

「おしゃべりカフェ」では、皆様のお声
を募集しております。SONOKO製品を
使われた感想や発見など、どしどしお
寄せください！お声が掲載された会員
様にはなんと・・・

肌の可能性を引き出す「ライン使い」で、美しさに弾みを

これだけははずせない基本の「トリオ使い」で、肌力をアップ

汗ばむ季節は、軽い
つけ心地をお望みの方へ

デリケートな肌をいたわり、ゆらぎにくい肌へ

化粧水のあとは、必ず美容液でのスペシャルケアを習慣にして、ワンランク上の肌をめざしましょう。

基本のスキンケアをお得に手に入れて!!

うるおいに満ちた、みずみずしい肌へ

肌のすみずみまで磨き上げ、
SONOKO原点の白く清らかな透明肌へ

さらに輝きたい「これからの肌」のための
エイジングスキンケア＊1

最高峰のスキンケアを
完成させたい方へ

No.136300

アイトリートメント
［目元用美容液］
15g  7,000円

サインズエッセンス
［美肌ストレッチ美容液］

20g  10,000円  No.136298

ホワイトストリーム
［透明美肌美容液］

30mL  13,000円  No.136305

WB ホワイトニング
エッセンス
［薬用美白美容液］

40mL  12,000円  No.136280
医薬部外品

圧倒的な美白＊1力と保湿力で、
理想の明るさへ

GG 
エッセンス
［乳液状美容液］

30mL  13,000円  No.136284

３Ｄデザインセラム
［引き締めジェル状美容液］

30g  9,000円  No.136299
No.136297

UVケアセット
● ＵＶホワイトヴェール
● サンプロテクト  ボディ＆フェイス

8,700円

お手入れ後の肌を守る
紫外線対策のセット

● 荘 クレンジングクリーム
● 荘 ウォッシングフォーム
● 荘 モイスチュアローション 
● 荘 デイクリーム
● 荘 ナイトクリーム

41,000円  No.136294

● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB モイスチュアライジングミルク

30,000円  No.136289

WB ３点セット
（モイスチュアライジングミルクタイプ）

● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB グランクリーム

WB ホワイトニング
ローション

45,000円  No.136290

WB ３点セット
（グランクリームタイプ）

● GG モイストローション
● GG エッセンス
● GG デイ＆ナイトクリーム

30,500円  No.136291

GG コスメ３点セット

● ピュアモイスト クレンジングジェル 
● ピュアモイスト ウォッシングフォーム
● ピュアモイスト モイスチュアローション 
● ピュアモイスト デイクリーム
● ピュアモイスト ナイトクリーム

17,400円  No.136295

ピュアモイスト ５点セット荘 ５点セット

6月限定

6月限定
6月限定

6月限定6月限定

6月限定

健やかな肌のために毎日しっかりお手入れを続けたいから。
買い置きにうれしい、このチャンスをお見逃しなく！

％5
UP
ポイント

プレゼント

ドリームチョコプリン3個

プレゼント

ドリームチョコプリン3個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン3個 プレゼント

ドリームチョコプリン1個

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ　＊2 年齢に応じたスキンケア　＊3 汚れや古い角質による

％5
UP
ポイント

こちらの
製品
すべて！

美白
  ケア＊1

スーパーモイスチャー
クリーム［保湿クリーム］
50g  25,000円  No.136302

乾燥やくすみなど
目元の複合的な悩みに

重なりゆく年齢サインに立ち
向かい、ハリのある肌へ

肌の明るさと透明感を引き出し
みずみずしくうるおす

すばやい肌なじみで満ちる、
ハリ、弾力、透明感！

正面からも横からも、
すっきり際立つ顔立ちに

うるおいをつくりだす
肌の力をサポート

夏のサンクスセール 化粧品

ＷＢ シリーズとGG コスメシリーズは、今月全てのアイテムがポイントアップ対象です。
詳しくは、ショッピングガイドＰ14～15をご参照ください。

WB
5点セット

GG コスメ
5点セット

● WB クレンジングミルク
● WB ウォッシングフォーム
● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB モイスチュアライジングミルク  

 44,000円  No.136293

6月限定 6月限定

● GG クリームクレンジング
● GG フォーミングウォッシュ
● GG モイストローション
● GG エッセンス
● GG デイ＆ナイトクリーム

 43,500円  No.136292

WB グランクリーム

WB モイスチュアライジングミルク
WB ホワイトニング
エッセンス

※化粧品はすべて冷凍配送不可です。（常温・冷蔵のみ）

％7
UP
ポイント

％5
UP
ポイント

％5
UP
ポイント

お悩みにあわせたSONOKO自慢の
美容液を、毎日のお手入れに

スペシャルケアをお得に試すチャンス!!

エイジング
  ケア＊2

エイジング
  ケア＊2

エイジング
  ケア＊2

目元
集中ケア

くすみ
  ケア＊3

保湿
ケア

メイクの
下地に 全身に

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

5面4面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文
（月曜定休）

 11：00～19：30
 お問合せ　03-4335-7878

●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
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＊1 年齢に応じたスキンケア

サインズエッセンスは、花粉症で目が痒く
てくちゃくちゃに掻くので、小ジワができて
しまったところにつけたら、１日でうすく
なったので驚きです。｢顔のツヤもいい｣
と３～４人の人にいわれました。続けてみ
ようかな。　　（喜多川たか子さん　東京都）

友だちにも褒められました！

荘 デイクリームを使用し、もう20年が経ちます。
私はとても敏感肌ですが、やさしい使い心
地と負担のないところ、紫外線からも肌を
守ってくれるところが大変気に入っていま
す。良い商品なので、これからもずっとずっと
使い続ける予定です。（長岡美代さん　東京都）

20年間ずっと愛用しています！皆様からお寄せいただいたお声を紹介いたします。

これらの体験には個人差があります。SONOKOのご提供する製品、サプリメント、化粧品などは病気を治す目的のものではありません。ご病気になられた時は必ず医師の診療をお受けください。 
あくまでも個人の感想であり、効果効能を示すものではありません。

１０００ポイント
皆様のご投稿をお待ちしております！

プレゼント！

「おしゃべりカフェ」では、皆様のお声
を募集しております。SONOKO製品を
使われた感想や発見など、どしどしお
寄せください！お声が掲載された会員
様にはなんと・・・

肌の可能性を引き出す「ライン使い」で、美しさに弾みを

これだけははずせない基本の「トリオ使い」で、肌力をアップ

汗ばむ季節は、軽い
つけ心地をお望みの方へ

デリケートな肌をいたわり、ゆらぎにくい肌へ

化粧水のあとは、必ず美容液でのスペシャルケアを習慣にして、ワンランク上の肌をめざしましょう。

基本のスキンケアをお得に手に入れて!!

うるおいに満ちた、みずみずしい肌へ

肌のすみずみまで磨き上げ、
SONOKO原点の白く清らかな透明肌へ

さらに輝きたい「これからの肌」のための
エイジングスキンケア＊1

最高峰のスキンケアを
完成させたい方へ

No.136300

アイトリートメント
［目元用美容液］
15g  7,000円

サインズエッセンス
［美肌ストレッチ美容液］

20g  10,000円  No.136298

ホワイトストリーム
［透明美肌美容液］

30mL  13,000円  No.136305

WB ホワイトニング
エッセンス
［薬用美白美容液］

40mL  12,000円  No.136280
医薬部外品

圧倒的な美白＊1力と保湿力で、
理想の明るさへ

GG 
エッセンス
［乳液状美容液］

30mL  13,000円  No.136284

３Ｄデザインセラム
［引き締めジェル状美容液］

30g  9,000円  No.136299
No.136297

UVケアセット
● ＵＶホワイトヴェール
● サンプロテクト  ボディ＆フェイス

8,700円

お手入れ後の肌を守る
紫外線対策のセット

● 荘 クレンジングクリーム
● 荘 ウォッシングフォーム
● 荘 モイスチュアローション 
● 荘 デイクリーム
● 荘 ナイトクリーム

41,000円  No.136294

● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB モイスチュアライジングミルク

30,000円  No.136289

WB ３点セット
（モイスチュアライジングミルクタイプ）

● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB グランクリーム

WB ホワイトニング
ローション

45,000円  No.136290

WB ３点セット
（グランクリームタイプ）

● GG モイストローション
● GG エッセンス
● GG デイ＆ナイトクリーム

30,500円  No.136291

GG コスメ３点セット

● ピュアモイスト クレンジングジェル 
● ピュアモイスト ウォッシングフォーム
● ピュアモイスト モイスチュアローション 
● ピュアモイスト デイクリーム
● ピュアモイスト ナイトクリーム

17,400円  No.136295

ピュアモイスト ５点セット荘 ５点セット

6月限定

6月限定
6月限定

6月限定6月限定

6月限定

健やかな肌のために毎日しっかりお手入れを続けたいから。
買い置きにうれしい、このチャンスをお見逃しなく！

％5
UP
ポイント

プレゼント

ドリームチョコプリン3個

プレゼント

ドリームチョコプリン3個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン2個

プレゼント

ドリームチョコプリン3個 プレゼント

ドリームチョコプリン1個

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ　＊2 年齢に応じたスキンケア　＊3 汚れや古い角質による

％5
UP
ポイント

こちらの
製品
すべて！

美白
  ケア＊1

スーパーモイスチャー
クリーム［保湿クリーム］
50g  25,000円  No.136302

乾燥やくすみなど
目元の複合的な悩みに

重なりゆく年齢サインに立ち
向かい、ハリのある肌へ

肌の明るさと透明感を引き出し
みずみずしくうるおす

すばやい肌なじみで満ちる、
ハリ、弾力、透明感！

正面からも横からも、
すっきり際立つ顔立ちに

うるおいをつくりだす
肌の力をサポート

夏のサンクスセール 化粧品

ＷＢ シリーズとGG コスメシリーズは、今月全てのアイテムがポイントアップ対象です。
詳しくは、ショッピングガイドＰ14～15をご参照ください。

WB
5点セット

GG コスメ
5点セット

● WB クレンジングミルク
● WB ウォッシングフォーム
● WB ホワイトニングローション
● WB ホワイトニングエッセンス
● WB モイスチュアライジングミルク  

 44,000円  No.136293

6月限定 6月限定

● GG クリームクレンジング
● GG フォーミングウォッシュ
● GG モイストローション
● GG エッセンス
● GG デイ＆ナイトクリーム

 43,500円  No.136292

WB グランクリーム

WB モイスチュアライジングミルク
WB ホワイトニング
エッセンス

※化粧品はすべて冷凍配送不可です。（常温・冷蔵のみ）

％7
UP
ポイント

％5
UP
ポイント

％5
UP
ポイント

お悩みにあわせたSONOKO自慢の
美容液を、毎日のお手入れに

スペシャルケアをお得に試すチャンス!!

エイジング
  ケア＊2

エイジング
  ケア＊2

エイジング
  ケア＊2

目元
集中ケア

くすみ
  ケア＊3

保湿
ケア

メイクの
下地に 全身に

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

5面4面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文
（月曜定休）

 11：00～19：30
 お問合せ　03-4335-7878

●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
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銀座店限定サンクスプレゼント

食卓をお洒落に彩る
シンプルモダンな美しさ

波佐見焼き

当日ご購入いただくと
SO CAFE「無料チケット」や
「お楽しみ宝くじ（ハズレなし！）」
が当たるSOガチャのチャンス！

10万円（税別）
お買い上げごとに
『素ドリンク透』も
お選びいただけます。

新製品も
ご用意して
おります！

1,200円

●白いカレー
●ナンまたはごはん
●サラダ（和風ドレッシング）
●昆布水
●コーヒー（ICE・HOT）

白いカレーセット

6月 限定プレート 

銀座店で初めての夏のお得なフェアです。
下記の化粧品・食品以外にもこの時だけの
特典が盛りだくさん！ ぜひお見逃しなく。

銀座店 夏の感謝祭
銀座店のご案内 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-1 1F・2F

〈銀座4丁目交差点すぐ。晴海通り沿いあづま通り入り口〉  
TEL 03-4335-7878

1日各10食限定 銀座マルシェ 

名古屋・大阪
「定例会＆販売会
のご案内」

トキノ会定例会

お楽しみ付販売

売り切れ次第終了

■開会 13：30～　■会場 SONOKO銀座店2階

6 24 25金 土

6 24 25金 土 26日

6 25土

1,500円

●海老チリソース
●肉餃子 ●ごはん
●サラダ（和風ドレッシング）
●あおさスープ ●昆布水
●コーヒー（ICE・HOT）

ノンオイル中華セット 
海老チリソースと肉餃子6 1水 水15～ 6 16木 木30～

6 4土
11：00～18：00

※SOガチャ（SO CAFEのガチャガチャ）

6 19 日 大阪会場

定例会
販売会

13：00～14：00
14：00～17：00

会
場

大阪マルビル 大阪第一ホテル６階 マーキス
大阪市北区梅田1-9-20　TEL 06-6341-4411
ＪＲ｢大阪｣駅より徒歩３分
阪神電鉄｢梅田｣駅より徒歩２分
地下鉄御堂筋線｢梅田｣駅・四つ橋線｢梅田｣駅より徒歩２分

6 18 土 名古屋会場

定例会
販売会

13：00～14：00
14：00～17：00

会
場

アパホテル名古屋錦４階 伊吹
名古屋市中区錦3-15-30
TEL 052-953-5111
地下鉄｢名古屋｣駅より
東山線｢栄｣駅下車２番出口より徒歩１分

受注販売

6/3（金）2階 14：00迄・8（水）2階 15：00迄　
6/4（土）・25（土）11：00～18：00会員様貸切営業

家庭でつくるような
シンプルな原材料のみを使用
脂分の少ない赤身の合い挽き肉に、玉ねぎ、たまご、
パン粉、塩、香辛料といったシンプルな材料のみを加え
て丁寧に仕上げました。食べ応えがあり、肉の旨みをそ
のまま凝縮したジューシーな味わいなので、ケチャップ、
デミソース、和風など、お好みの調味で楽しめます。

SO CAFEは
終日休業となります。

徹底したこだわりから生み出される

脂がのった時期の国産のさんまや小魚を、新鮮なうち
に下処理。内臓や骨を取り除き、国産の長ネギと玉ね
ぎを加え、しょうがの搾り汁、魚醤とともに丁寧に練り上
げました。魚の旨みを存分に味わえるよう、全体の77％＊

もの魚肉を使用しています。　　　　　　＊ 投入配合比

さんまの旨みがギュッとつまって
そのままで美味しい

加工肉製品篇SONOKO品質

さかなハンバーグ
580円50g・2個 No.136314 常 蔵 凍

期間限定

JR九州の豪華列車「或る列
車」の食堂車で採用されるな
ど、波佐見で今もっとも注目さ
れている窯元です。

常 蔵 凍

ハンバーグ ３袋セット
2,760円120g×3袋

No.136235

国産桜のチップで強めに燻した
“ベーコン風”もも肉
赤身率が高いもも肉に、美しい自然に囲まれた伊豆大
島の海水から作った海塩をたっぷりすり込んで、防腐
剤不使用の国産桜（ヤマザクラ）のチップで丁寧にス
モーク。肉の旨みを存分に堪能できる、SONOKOでし
か味わえないあっさりベーコンに仕上げました。

エサからこだわって育てた
越後もち豚の旨みたっぷり

常 蔵 凍

越後もちぶたのハンバーグ　
～トマト煮込み～ ２袋セット

1,800円200g×2袋 No.136224

エサの配合に工夫して抗生剤に頼らず健康に育てた
もち豚のもも肉を、肉の食感を残しながら粗くミンチす
ることで、肉の旨みたっぷりなふっくらハンバーグに。ト
マトソースには、SONOKOトマトを。トッピングには、肉
厚で甘みの強いベリートマトを使用しています。
毎日食べても飽きないと大人気。

色染絆スクェアプレート 

7,000円  No.135668
サイズ:28×28×1.5cm 

ボール

各2,500円
A〈ライン〉 No.135380
B〈竹林〉 No.135381

サイズ:12.5×7.5cm・350cc

なんこつ入りつくね 
３袋セット

1,800円120g･3個×3袋

常 蔵 凍No.136221

鶏肉はむね肉ともも肉の２種類を使用。さらに旨みを加
えるために豚肉、玉ねぎを加え、コリコリとした食感を楽
しめる軟骨とともに、石臼で生地の温度を上げないよう
に丁寧に練り上げました。練り上げる順番や軟骨の砕
き方にもこだわりがつまっています。そのままでも、冷め
ても美味しい一品。

スーパーモイスチャークリーム

※写真はイメージです。

20,000円25,000円
エッセンス ステップ2

14,400円18,000円

エッセンス ステップ1

受注後2ヶ月後のお届けとなります。

30,400円38,000円

お一人様2点限り化粧品

チョコチップメロンパン

お一人様3点まで

500円

初の単独販売！
ドリームプリン 2個セット

400円800円
ホワイティ 2本セット

1,500円3,000円

トキノのり 2袋セット

2,920円5,840円

江戸時代より長崎県東彼杵郡波佐見町で焼かれている磁器「波佐見焼き」。
中でも人気の窯元「一真窯」の器は、30種類以上のカンナを用いた手彫りの
“一真彫り”が特徴。透けるような白磁の美しさ、モダンなデザインと手彫りのあた
たかみが共存する和食器です。

ひがしそのぎ

は　　さ　　み 6 1水 30木～

一真窯

しっかりした味つけなのでそのまま食べ
ても美味しく、大根おろしを添えるだけ
で、素敵なおつまみに。

軽くソテーすると、さらに美味しい！

20％OFF! お一人様3点限り

1階ご試食
コーナー

食品 50％OFF!

北海道にんじんポタージュ 
2袋セット

450円900円

市販の加工肉製品は、添加物が多く、素材の安全性にも不安を感じます。
でもSONOKOの加工肉製品なら安心。
調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、安定剤などの食品添加物は
一切使用せず、出所の確かな素材をノンオイル調理で仕上げています。

国産さ
んま使

用

国産の

鶏肉・豚
肉・軟骨

使用 血統の
確かな

和豚“も
ち豚”肉

使用

国産桜
チップ

使用脂肪分
を取り

除いた

牛肉・豚
肉使用

電子レンジ・食洗機対応

丸カップ

各1,400円
A〈ライン〉 No.135384
B〈面取〉 No.136161
C〈ゆらり〉 No.135385
D〈くし目竹林〉 No.136158
E〈竹林〉 No.136339

サイズ:8.5×7cm

電子レンジ・食洗機対応

茶碗

各1,500円
A〈面取〉 No.136340
B〈草林〉 No.136164
C〈竹林〉 No.136165
D〈ライン〉 No.135364
E〈斜彫〉 No.135366

サイズ:11.35×6.8cm・200cc

電子レンジ・食洗機対応

※全て
E

A

A

A

B

B C

B C

D

ED

良質な素材を丁寧に下ごしらえした、無添加ならではの美味しさ

昔ながらの石臼製法。
軟骨の砕き方にも独自のこだわり

常 蔵 凍

北海道産豚もも肉ベーコン風
1,500円200g・1本

No.136415

期間限定 残りわずか。無くなり次第終了

常 蔵 凍

7面6面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文
（月曜定休）

 11：00～19：30
 お問合せ　03-4335-7878

●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
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銀座店限定サンクスプレゼント

食卓をお洒落に彩る
シンプルモダンな美しさ

波佐見焼き

当日ご購入いただくと
SO CAFE「無料チケット」や
「お楽しみ宝くじ（ハズレなし！）」
が当たるSOガチャのチャンス！

10万円（税別）
お買い上げごとに
『素ドリンク透』も
お選びいただけます。

新製品も
ご用意して
おります！

1,200円

●白いカレー
●ナンまたはごはん
●サラダ（和風ドレッシング）
●昆布水
●コーヒー（ICE・HOT）

白いカレーセット

6月 限定プレート 

銀座店で初めての夏のお得なフェアです。
下記の化粧品・食品以外にもこの時だけの
特典が盛りだくさん！ ぜひお見逃しなく。

銀座店 夏の感謝祭
銀座店のご案内 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-1 1F・2F

〈銀座4丁目交差点すぐ。晴海通り沿いあづま通り入り口〉  
TEL 03-4335-7878

1日各10食限定 銀座マルシェ 

名古屋・大阪
「定例会＆販売会
のご案内」

トキノ会定例会

お楽しみ付販売

売り切れ次第終了

■開会 13：30～　■会場 SONOKO銀座店2階

6 24 25金 土

6 24 25金 土 26日

6 25土

1,500円

●海老チリソース
●肉餃子 ●ごはん
●サラダ（和風ドレッシング）
●あおさスープ ●昆布水
●コーヒー（ICE・HOT）

ノンオイル中華セット 
海老チリソースと肉餃子6 1水 水15～ 6 16木 木30～

6 4土
11：00～18：00

※SOガチャ（SO CAFEのガチャガチャ）

6 19 日 大阪会場

定例会
販売会

13：00～14：00
14：00～17：00

会
場

大阪マルビル 大阪第一ホテル６階 マーキス
大阪市北区梅田1-9-20　TEL 06-6341-4411
ＪＲ｢大阪｣駅より徒歩３分
阪神電鉄｢梅田｣駅より徒歩２分
地下鉄御堂筋線｢梅田｣駅・四つ橋線｢梅田｣駅より徒歩２分

6 18 土 名古屋会場

定例会
販売会

13：00～14：00
14：00～17：00

会
場

アパホテル名古屋錦４階 伊吹
名古屋市中区錦3-15-30
TEL 052-953-5111
地下鉄｢名古屋｣駅より
東山線｢栄｣駅下車２番出口より徒歩１分

受注販売

6/3（金）2階 14：00迄・8（水）2階 15：00迄　
6/4（土）・25（土）11：00～18：00会員様貸切営業

家庭でつくるような
シンプルな原材料のみを使用
脂分の少ない赤身の合い挽き肉に、玉ねぎ、たまご、
パン粉、塩、香辛料といったシンプルな材料のみを加え
て丁寧に仕上げました。食べ応えがあり、肉の旨みをそ
のまま凝縮したジューシーな味わいなので、ケチャップ、
デミソース、和風など、お好みの調味で楽しめます。

SO CAFEは
終日休業となります。

徹底したこだわりから生み出される

脂がのった時期の国産のさんまや小魚を、新鮮なうち
に下処理。内臓や骨を取り除き、国産の長ネギと玉ね
ぎを加え、しょうがの搾り汁、魚醤とともに丁寧に練り上
げました。魚の旨みを存分に味わえるよう、全体の77％＊

もの魚肉を使用しています。　　　　　　＊ 投入配合比

さんまの旨みがギュッとつまって
そのままで美味しい

加工肉製品篇SONOKO品質

さかなハンバーグ
580円50g・2個 No.136314 常 蔵 凍

期間限定

JR九州の豪華列車「或る列
車」の食堂車で採用されるな
ど、波佐見で今もっとも注目さ
れている窯元です。

常 蔵 凍

ハンバーグ ３袋セット
2,760円120g×3袋

No.136235

国産桜のチップで強めに燻した
“ベーコン風”もも肉
赤身率が高いもも肉に、美しい自然に囲まれた伊豆大
島の海水から作った海塩をたっぷりすり込んで、防腐
剤不使用の国産桜（ヤマザクラ）のチップで丁寧にス
モーク。肉の旨みを存分に堪能できる、SONOKOでし
か味わえないあっさりベーコンに仕上げました。

エサからこだわって育てた
越後もち豚の旨みたっぷり

常 蔵 凍

越後もちぶたのハンバーグ　
～トマト煮込み～ ２袋セット

1,800円200g×2袋 No.136224

エサの配合に工夫して抗生剤に頼らず健康に育てた
もち豚のもも肉を、肉の食感を残しながら粗くミンチす
ることで、肉の旨みたっぷりなふっくらハンバーグに。ト
マトソースには、SONOKOトマトを。トッピングには、肉
厚で甘みの強いベリートマトを使用しています。
毎日食べても飽きないと大人気。

色染絆スクェアプレート 

7,000円  No.135668
サイズ:28×28×1.5cm 

ボール

各2,500円
A〈ライン〉 No.135380
B〈竹林〉 No.135381

サイズ:12.5×7.5cm・350cc

なんこつ入りつくね 
３袋セット

1,800円120g･3個×3袋

常 蔵 凍No.136221

鶏肉はむね肉ともも肉の２種類を使用。さらに旨みを加
えるために豚肉、玉ねぎを加え、コリコリとした食感を楽
しめる軟骨とともに、石臼で生地の温度を上げないよう
に丁寧に練り上げました。練り上げる順番や軟骨の砕
き方にもこだわりがつまっています。そのままでも、冷め
ても美味しい一品。

スーパーモイスチャークリーム

※写真はイメージです。

20,000円25,000円
エッセンス ステップ2

14,400円18,000円

エッセンス ステップ1

受注後2ヶ月後のお届けとなります。

30,400円38,000円

お一人様2点限り化粧品

チョコチップメロンパン

お一人様3点まで

500円

初の単独販売！
ドリームプリン 2個セット

400円800円
ホワイティ 2本セット

1,500円3,000円

トキノのり 2袋セット

2,920円5,840円

江戸時代より長崎県東彼杵郡波佐見町で焼かれている磁器「波佐見焼き」。
中でも人気の窯元「一真窯」の器は、30種類以上のカンナを用いた手彫りの
“一真彫り”が特徴。透けるような白磁の美しさ、モダンなデザインと手彫りのあた
たかみが共存する和食器です。

ひがしそのぎ

は　　さ　　み 6 1水 30木～

一真窯

しっかりした味つけなのでそのまま食べ
ても美味しく、大根おろしを添えるだけ
で、素敵なおつまみに。

軽くソテーすると、さらに美味しい！

20％OFF! お一人様3点限り

1階ご試食
コーナー

食品 50％OFF!

北海道にんじんポタージュ 
2袋セット

450円900円

市販の加工肉製品は、添加物が多く、素材の安全性にも不安を感じます。
でもSONOKOの加工肉製品なら安心。
調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物、安定剤などの食品添加物は
一切使用せず、出所の確かな素材をノンオイル調理で仕上げています。

国産さ
んま使

用

国産の

鶏肉・豚
肉・軟骨

使用 血統の
確かな

和豚“も
ち豚”肉

使用

国産桜
チップ

使用脂肪分
を取り

除いた

牛肉・豚
肉使用

電子レンジ・食洗機対応

丸カップ

各1,400円
A〈ライン〉 No.135384
B〈面取〉 No.136161
C〈ゆらり〉 No.135385
D〈くし目竹林〉 No.136158
E〈竹林〉 No.136339

サイズ:8.5×7cm

電子レンジ・食洗機対応

茶碗

各1,500円
A〈面取〉 No.136340
B〈草林〉 No.136164
C〈竹林〉 No.136165
D〈ライン〉 No.135364
E〈斜彫〉 No.135366

サイズ:11.35×6.8cm・200cc

電子レンジ・食洗機対応

※全て
E

A

A

A

B

B C

B C

D

ED

良質な素材を丁寧に下ごしらえした、無添加ならではの美味しさ

昔ながらの石臼製法。
軟骨の砕き方にも独自のこだわり

常 蔵 凍

北海道産豚もも肉ベーコン風
1,500円200g・1本

No.136415

期間限定 残りわずか。無くなり次第終了

常 蔵 凍

7面6面

オンラインショップ

受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文
（月曜定休）

 11：00～19：30
 お問合せ　03-4335-7878

●ご注文品の性質上（冷凍・冷蔵・常温）及び点数などによりお届け荷物が
　複数に分かれた場合もすべての個口分の送料が無料となります。
●別送品やすでに送料サービスとなっている商品等は対象となりません。

③【お電話注文】 1件のお届け商品合計が30,000円（税別）以上で、送料・代引手数料無料
【オンラインショップ】 1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料、30,000円（税別）以上で代引手数料が無料

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。
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ミニハンバーグと白菜のクリームスープミートソース国産野菜のけんちんうどんの具

おすすめアレンジ
ミニハンバーグと白菜
のクリームスープで
スープスパゲティに！

「実感」できると大人気のアイテムを、この時期だけの特別価格で！

おススメ！

エネルギーサイクルを整えて美と健康の土台づくりをサポート

不足しがちな
ミネラルを
毎日きちんと

とってもお得な

この時期だけの まとめ買いやライン使いのチャンス！

SONOKO G.GロゼSONOKO GG

WB 5点セット、GG コスメ5点セットが

化粧品もポイントアップ！

揃えました。詳しくはP.4～5へ
7%アップ！他にもポイントアップの化粧品を

35ml×2本 35ml×6本

「 ぜ ひもう一
度！」とのお声が
多い「その子プ
レミアムコー
ヒー」を、プレゼ
ントとして復刻！
選び抜かれた
至極の香りをご
堪能ください。

■1回のご注文金額（税別）が対象となります。（銀座店では、1日のお買上げ金額の合算が対象となります。）　■ポイント割引を利用されてお支払い金額が50,000円未満になった場合も、プレゼントの対象です。　■一部除外品がございます。詳しくはお電話でお問い合せください。

詳しくはショッピングガイド
裏表紙をご覧ください。6月 朝食セット2,800円

栄養たっぷりの朝食で
パワーチャージ

※月変わり食品セットの詳細は、ショッピングガイドP.3～P.4をご覧ください。

※単品購入と比較した場合

オムレツ北海道にんじんポタージュ 厚切り山型パン

6月 総菜セット 6,000円

忙しいときでも
すぐにごちそう

【セット内容】
●北海道にんじんポタージュ
●具だくさんミネストローネ２袋
●　　　　　オムレツ
●厚切り山型パン
●無塩せきポークウインナー ハーブ

ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ中華風鶏のうま煮 焼きフライ（コロッケ）

6月 麺セット 3,500円
No.136267 常 蔵 凍

No.136265 常 蔵 凍

No.136266 常 蔵 凍

アレンジも楽しい
人気シリーズ

【セット内容】
●ミニハンバーグと白菜のクリームスープ
●ミートソース
●胡麻と山椒の汁なし坦々ソース
●国産野菜のけんちんうどんの具
●スパゲティ２袋  
●釜揚げうどん２袋

6月 パンセット 4,000円
No.136264 常 蔵 凍

いつでも焼きたての
美味しさ

【セット内容】
●チョコチップメロンパン
●手造りもっちりナン２枚
●カレーパン
●厚切り山型パン 
●ロールパン
●レーズンパン
●ワイルドブルーベリージャム（ラミネート）２袋
●ミルクチョコレート

6月の
１週間グルメセット
21,000円 No.136263 常 蔵 凍

【セット内容】
朝昼晩3食×7日分の21食と
間食７回分のセット （食べ方の指導書〈メニュー〉付）

写真は、晩7食のうちの３品
牛ほほ肉とヒレ肉の和風ハッシュドビーフ、
北陸甘エビのビスクスープ、焼きフライ（コロッケ）
※セット内容の詳細は、ショッピングガイド
　P3をご参照ください。

手造りもっちりナンチョコチップメロンパン カレーパン

体内リズム、美味しく整える
誰もがもつ「美と健康」を維持する力を引き出すには、
からだの機能に即して正しく食べるのが、一番の早道です。
1週間グルメセットは、忙しい中でも美味しく正しく続けたい食生活の力強い味方。
代謝力を上げながら、体内環境をじっくり整えます。

｢きれい｣を引き出す、グルメな1週間！

プレゼント

ミルクチョコレート1枚 チョコチップメロンパン1個

50セット限定 50セット限定

6月限定セット

今だけの内外美容セット

180粒入×6本 180粒入×3本

SONOKO GG 6本セット

93,000円
21,000円もお得！

114,000円

9,000円もお得！

1,400円もお得！ 9,000円もお得！

SONOKO GG 3本セット

＊ポイント対象外No.136271 常 蔵 凍＊ポイント対象外No.136270 常 蔵 凍

＊ポイント対象外No.136268 常 蔵 凍＊ポイント対象外No.136273 常 蔵 凍

48,000円57,000円

13,000円もお得！

SONOKO G.Gロゼ ３本 & 
ホワイトストリームセット

＊ポイント対象外No.136269 常 蔵 凍

40,000円53,000円

荘水 ６本セット

No.136275 常 蔵 凍 No.136274 常 蔵 凍

36,000円45,000円
荘水 2本セット

14,600円16,000円

プレゼント

ドリームチョコプリン1個

美味しく
リニューアル！

【セット内容】
●中華風鶏のうま煮 
●ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ
●焼きフライ（コロッケ）
●　　　　　オムレツ
●焼豚
●ミニハンバーグと白菜のクリームスープ
●ミルクチョコレート

リニューアル

リニューアル

北陸甘エビのビスクスープ
１袋につき10尾分もの甘エビ殻で
だしをとったビスクスープ。
香ばしい甘エビの香りとトマトの酸味が絶妙。

焼きフライ（コロッケ）
牛肉をたっぷり加えたコロッケ種を、
沖縄産塩と胡椒でしっかり味つけ。
シンプルなのに旨みたっぷり。

牛ほほ肉とヒレ肉の
和風ハッシュドビーフ
とろける食感のほほ肉と、
ホロホロとやわらかにほぐれるヒレ肉が、
濃厚な和風デミソースに絡んで美味しい。

夏のサンクスセール半期に一度の
うれしいチャンス！

日頃の感謝を込めて大特価＆ポイントアップ。お得がいっぱいのこのチャンスをお見逃しなく！

1水

30 木

6

お見逃しな
く！

今回のイ
チオシ！

％7
UP
ポイント

％7
UP
ポイント

1面8面

オンラインショップ （月曜定休）
 11：00～19：30

 お問合せ　03-4335-7878受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

お電話注文

VOL.267
2 016

S O  S A F E
S O  H E A L T H Y
S O  H A P P Y6

150粒入   14,000円180粒入   20,000円

どのセットも食品がたっぷり詰まったお得なセット

150粒入×3本 30mL

EA B C

完熟マンゴーゼリー
果肉入り 5個 
80g×5個

レモンサイダー 15本  
炭酸飲料 250ml×15本

プレミアムコーヒー 
エメラルドマウンテン 1袋
挽き豆・100ｇ

プレミアムコーヒー 
エメラルドマウンテン 3袋
挽き豆・100g×3袋

コーヒータイムセット
プレミアムコーヒー エメラルドマウンテン 1袋
レモンサイダー 15本
完熟マンゴーゼリー果肉入り 5個

選べるサンクスプレゼント

D
5万円ごとに下記A～Cタイプの中からいずれか1つプレゼント! 10万円ごとにDまたはEタイプをお選びいただけます。

復刻

％7
UP
ポイント

6/1（水）～30（木）まで夏のサンクスセール期間中

SONOKOの月替わり食品セットで、美味しく食べながら、からだを整え健やかに！

大特価！

％20
お得

※
すべて

パン好きの
あなたに

買い置きに
便利

通も唸る
本格麺

朝から
しっかり
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