
夏こそ生活習慣を見直して
暑さに負けない体づくりを！

まずは、自律神経の乱れを誘発する急激な温度変化をできるだけ避

けましょう。体にとって理想的なのは、「室内外の温度差が5℃以下」で

す。また夏バテによる不調をリセットするために、もっとも気をつけたいの

が、睡眠の質と腸内環境です。体全体の細胞を修復・再生する大切

な睡眠時間。そして、免疫細胞の約６割が存在する腸内環境の健康

維持こそ、悪循環を断ちきる要となります。

もちろんスタミナをつけるために、食事にも配慮を。体づくりの基本となる

良質のたんぱく質やビタミン。さらに汗で失う水分やミネラルもしっかりと。

そのうえでこの時期もっとも消費が激しく不足しやすい、ビタミンB1とクエ

ン酸を積極的に加えていきましょう。

悪循環から抜け出すには、
睡眠と腸内環境がカギ！

ぐんぐんと上がる気温と湿気により、不快な高温多湿に陥りやすい日本の夏。

このような状態が続くと、体は、体温調整機能がフル回転となり、エネルギーを必要以上に消耗し、

「夏の国民病」ともいえる夏バテに一直線に向かってしまいがちです。

この機会に生活習慣を見直して、夏を元気に乗り切りましょう。

夏バテといえば、夏の暑さに体がついていかずに睡眠不足や食欲不振

に陥り、体調を崩すことだと思われがちですが、現代の夏バテは、それだけ

ではすみません。家、オフィス、電車など、至るところで冷房が効いているた

め、室内外の温度差が拡大。暑さによる“のぼせ”と冷房による“冷え”をく

り返し、自律神経が乱れてしまうこと

が、不調を加速させる悪循環の引き

金になってしまっています。

便利な生活が、不調の原因に!?

トッピング
炒りごま.適量
削り節... 適量
レモン.... 適量

素麺........3束

SONOKO
GG 3本＆
荘水セット

7月
スパゲティ
セット

7・8月限定
カレー
セット

※盛りつけ例

食欲が減退する夏場でもあっさ
りとお召し上がりいただける塩味
のスープ。具材の鶏むね肉、じゃ
がいも、玉ねぎ、にんじんはすべ
て国産。鶏肉の旨みと野菜の甘
みがしっかりと溶け込んだ、滋味
深い味わいです。

1面

VOL.268
2 016

S O  S A F E
S O  H E A L T H Y
S O  H A P P Y7

（月曜定休）
GG 荘水

自律神経の乱れは、だるさやめまいなど
の不調や睡眠の質の低下を招くだけ
でなく、胃腸の働きまで低下。そのため
体力がさらに奪われ、自律神経の働き
もますます悪くなるという悪循環に。

詳しくは
ショッピング
ガイドへ

今月の
おすすめ

自律神経の
乱れ

胃腸の働きの
低下

体力の
低下

P2

のどごしが良く、深い
味わいのノンオイル
製法の手延べ素麺。

50g・6束  890円
夏バテ原因となるエネルギー
サイクルの滞りにアプローチ！

サッと手軽に、本格パスタが楽しめる！ 夏カレーで、暑さに負けない体に！

ショッピング
ガイド P4ショッピング

ガイド ウィズボーンチキンカレークリームカレーP4ショッピング
ガイド

彩り野菜とチキンの
国産トマトジュレ

国産たらこの
クリームパスタソース

免疫細胞の約６割は
腸に存在

善玉菌を増やすことで腸内環境を
整えて、疲れにくく、疲労回復も素
早くできる体に。

体内環境

食事
特に意識して摂りたいのは
ビタミンB1とクエン酸

豚肉・大豆・いんげん豆・
海苔・かつを節

ビタミンB1が豊富
レモン・柑橘類・
梅・トマト

クエン酸が豊富

生活環境
睡眠時の適温は
28℃程度

睡眠時は冷やし過ぎに注意し除湿
などで快眠対策を。日中は室内外
の温度差を5℃以下にしましょう。

数量限定 数量限定

※セレクトは、ポイント対象外です。
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プレゼント

ドロールバッグ（ブルー）1個

夏の夜はなかなか体が落ち着きません。
室内温度の調整とともに、心身を心地よい状態に導くための
栄養素の摂取で、上手な体調管理を心がけましょう。

しっかりと深い休息で、体調を整える！
暑い夏だからこそ

毎日のコンディションを整える、「必須アミノ酸」を美味しく摂取！

食事

夏を乗り切る
オススメ
豚肉総菜
口当たりのよい炭水化物
の摂取が増える夏場は、
ビタミンB1の消耗が激しく
なるため不足しがちに

選び抜いた16種の乳酸菌が分泌
するエキスにより内側から身体環
境を整える「ありがとう乳酸菌」。こ
の乳酸菌生成エキスの原料は、
水と空気のきれいな環境で農薬
不使用で栽培された大豆です。そ
の大豆でつくった豆乳に、乳酸菌
を加え発酵させ、さらに1年間熟成
させたうえでエキスを抽出。畑づくり
から始まって、完成までに足かけ2
～3年もの時間を費やしたエキス
は、なんとヨーグルトの100倍*以上
の発酵力を測定しています。

そ

素ドリンク 透（スティックタイプ） 
8g・30包     5,800円  No.136463 常 蔵 凍

そ とう

外出時でも手軽に愛飲していた
だけるように、瓶タイプよりも少
量で1日の主成分量が摂れる配
合になっています。ぜひ毎日の
習慣にお役立てください。

旅行やオフィスでも便利な、
スティックタイプ新発売！

定期便がお得！
プレゼント

ドロール
バッグ

（ピンク）1個
素ドリンク 透
 (スティックタイプ)

1箱

※プレゼントは3ヶ月継続いただいた方が対象です。途中解約された場合は実費をご請求させていただきます。

素ドリンク 月（スティックタイプ） 
8g・30包    5,800円  No.136464 常 蔵 凍

つき

素ドリンク 透（スティックタイプ） 
8g・30包     月々5,800円  
No.136412 常 蔵 凍

そ とう

プレゼント

ドロール
バッグ

（ブルー）1個
素ドリンク 月
 (スティックタイプ)

1箱

素ドリンク 月（スティックタイプ） 
8g・30包    月々5,800円  
No.136413 常 蔵 凍

そ つき

今月限り 次回は秋に登場予定 数量限定

体内でつくられないうえ、気をつけないと摂取も難しい必須アミノ酸。活力不足や元気のない体には欠かせない栄養素です。
素ドリンク「月」と「透」には、９種の必須アミノ酸がバランスよく配合されています。

※そのまま、もしくは水等で薄めてお飲みください。

今月お申し込みいただくと、　　　　　もう一箱プレゼントいたします!!

生活
環境

プレゼント

ドロールバッグ（ピンク）1個

素ドリンク 透 
そ とう

500ml  5,500円
1本で約1ヶ月分

No.136386 常 蔵 凍

プレゼント

ドロールバッグ（ピンク）1個

No.136385 常 蔵 凍

500ml  5,500円

素ドリンク 月 
そ つき

1本で約1ヶ月分

プレゼント

ドロールバッグ（ブルー）1個

夏の暑さ対策に欠かせないビタミンB1が特に豊富な食品が豚肉。牛肉の10倍も含まれており、
たとえば豚ヒレ肉100グラムで１日の摂取量がまかなえます。さらにクエン酸の多い食品を一緒に
摂ることで、滞りなくエネルギー変換が可能に。豚肉と酸味のある食品を積極的に！

夏の暑さ対策に

越後もちぶたのハンバーグ 
～トマト煮込み～　
220g  900円

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍No.136360

もも肉ミンチ＆トマト

２種類のトマトを使い
じっくりと煮込んだ人気商品。

北海道産豚肉 
ケチャップソテーセット
肉150g・タレ30g・2人前 800円

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍No.136354

もも肉＆ケチャップ

ウスターソースと白ワインが
隠し味のコクのあるソース。

豚肉のシャリアピン
200g  900円

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍No.136357

もも肉＆トマト風味ソース

かつをだしや味噌を加えた
クリーミーな和風トマトソース。

肉巻ポテト 中華ソース
115ｇ・2袋・ 6本 1,200円

常 蔵 凍No.136371

ロース肉＆甘酢ソース もも肉＆たっぷりレモン汁

にんにくとねりごまが隠し味の
中華風の甘酢ソース。

焼きフライ（ハーブ豚とんかつ） 
135g･デミソース付

上品な味わいの特別飼育の
ハーブ豚の焼きフライ。

定期便 定期便

＊製造時の発酵力
　（メーカー調べ）

7月の１週間グルメセット限定
▶詳しくはショッピングガイドP3へ

もれなくもれなく

自由自在に
伸び縮み
します

※グリンピースはつきません

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
（月曜定休）

 11：00～19：30
 お問合せ　03-4335-7878
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1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

▼

▼

▼

▼

3ヶ月目がお得！

3ヶ月目がお得！

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

しっかりと深い休息で、体調を整える！

安心・安全な乳酸菌をつくるため、
畑づくりからはじめました

冷房や冷たい食べ物などで、身体環境が低下しやすいこの時期。
夏を健やかに乗り切るためには、体の中からのケアが不可欠です。
腸内フローラを整える善玉菌を味方につけて、内側から元気になりましょう。

菌活習慣で、不調とさようなら！
体の中から元気に

体内
環境

選別 発酵

刈り取り

農薬不使用の大豆はとても稀少で困難！

選び抜いた16種の乳酸菌が分泌
するエキスにより内側から身体環
境を整える「ありがとう乳酸菌」。こ
の乳酸菌生成エキスの原料は、
水と空気のきれいな環境で農薬
不使用で栽培された大豆です。そ
の大豆でつくった豆乳に、乳酸菌
を加え発酵させ、さらに1年間熟成
させたうえでエキスを抽出。畑づくり
から始まって、完成までに足かけ2
～3年もの時間を費やしたエキス
は、なんとヨーグルトの100倍*以上
の発酵力を測定しています。

大豆畑には、
代表取締役の 
権藤も視察に！

まずは畑の土壌改良からスタート。その後、種ま
きを行い、虫や雑草と戦いながら手塩にかけて
育てた大豆を収穫。さらに手作業で選別し粒
ぞろいのものだけを
厳選しています。

具だくさんミネストローネ ３袋セット
150g×3袋 1,350円 常 蔵 凍No.136358

％5 UP
ポイント ホワイティ

500ml（5倍希釈） 1,500円 常 蔵 凍No.136369

％5 UP
ポイント

常 蔵 凍No.136376

次回は秋に登場予定 1週間グルメセット数量限定

1個 70g 360円
常 蔵 凍No.014212

素ドリンク 透 
とう

500ml  5,500円
1本で約1ヶ月分

500ml  5,500円

素ドリンク 月 
つき

1本で約1ヶ月分

夏の暑さ対策に欠かせないビタミンB1が特に豊富な食品が豚肉。牛肉の10倍も含まれており、
たとえば豚ヒレ肉100グラムで１日の摂取量がまかなえます。さらにクエン酸の多い食品を一緒に
摂ることで、滞りなくエネルギー変換が可能に。豚肉と酸味のある食品を積極的に！

肉巻ポテト 中華ソース
115ｇ・2袋・ 6本 1,200円 常 蔵 凍

もも肉＆たっぷりレモン汁

にんにくとねりごまが隠し味の
中華風の甘酢ソース。

焼きフライ（ハーブ豚とんかつ） 
135g･デミソース付

上品な味わいの特別飼育の
ハーブ豚の焼きフライ。

酸味のある
食品は、
夏の元気を
底上げ 

元気のない体をリセットし
てくれる酸味食品は、夏を
乗り切る力強い味方！

9種の野菜がたっぷり！ 
あっさりなのに深みの
ある味わい。

紀州産梅エキス配合
の爽やかな乳酸風味
飲料。

料理の隠し味にも！

オムレツや
焼きフライに！

ホットでもアイスでも
美味しい！

フルーツゼリー（オレンジ）
5個セット 70g×5個 1,800円

常 蔵 凍No.136375％5 UP
ポイント

その子トマト　
２本セット
400g×2本1,620円

％5 UP
ポイント

果汁がさらに増えて、
フレッシュで濃厚な味
わいに。

凝縮したトマトそのもの
の旨みと風味が楽しめ
る、やさしい酸味のトマ
トピューレソース。詳しくは7面へ。

発酵力はヨーグルト
の100倍＊以上

＊製造時の発酵力
　（メーカー調べ）

7月の１週間グルメセット限定
▶詳しくはショッピングガイドP3へ

さらに
美味しく
リニューアル！

体を守ってくれる善玉菌
を応援し、体の内側から
不調に負けない身体環
境へ整える個包装の乳
酸菌飲料。

ありがとう乳酸菌
善玉菌のエサとなる水溶
性食物繊維やオリゴ糖
などをバランスよく配合。
気軽に摂れる「自分の善
玉菌」応援サプリメント。

がんばれ善玉菌

月々11,600円  No.133403

定期便 ミドルセット
ありがとう乳酸菌×2箱

セット内容・1ヶ月分

フルセット

月々14,600円  No.133402

ありがとう乳酸菌×2箱
がんばれ善玉菌 ×1箱

セット内容・1ヶ月分定期便

菌活は、「継続」が大切。お得な定期便で、毎日しっかり！

プレゼント

ありがとう乳酸菌1箱

プレゼント

がんばれ善玉菌1箱

※プレゼントは3ヶ月継続いただいた方が対象です。
　途中解約された場合は実費をご請求させていただきます。

常 蔵 凍

常 蔵 凍

10ml・15包

5.5g・30包
10ml・15包

凍らせて
シャーベットとしても！

3面

●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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皆様からお寄せいただいた
お声を紹介いたします。

せっけん 80g  650円  No.045313

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.136393

紫外線ダメージをはね返す肌環境を高め、
みずみずしく澄んだ肌へ　

日焼け止めは、目的に合わせて上手に使い分け

SONOKOの無添加ポリシーを守った、全身用せっけんの誕生です。
クリーミーな泡がみるみる泡立ち、肌に必要な
うるおいは守りながら、汚れはしっかりとオフ。
顔にも体にも心おきなくたっぷり使える安心のやさしさで、
家族みんなの肌を心地よく洗い上げます。
毎日使うものだからこそ、質のよいものにこだわりたい方へ。

家族みんなで使えます。
全身洗える、やさしいせっけん新登場！

髪もボディも念入りにケアして、夏ダメージを寄せつけない

キレイが続けば、旅の思い出、さらに楽しく！

肌のうるおいを守る
ゲットウ葉エキス（保湿成分）配合

プレゼント

WB ホワイトニング
エッセンス4mL

WB モイスチュア
ライジングミルク
120mL   10,000円  No.136394

サンプロテクト ボディ＆フェイス 
2本セット
［日焼け止め乳液］SPF50＋/PA＋＋＋＋

50mL×2本  7,600円  No.136397

圧倒的な美白＊2力と保湿効果で
イキイキとした美しい肌へ

モイスチャーバランスを整え
しっとりなめらかな肌へ

高い紫外線ブロック力！
家族みんなで使えて、レジャーにもおすすめ

※写真はウォッシングフォームタイプです。もう１つの
　タイプは、クレンジングミルクがセットされています。

％5 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％5 UP
ポイント

せっけん 3個セット　
80g×3個  1,650円  No.045314

UVホワイトヴェール
［日中用薬用美白下地］
　　　　　  SPF40/PA＋＋＋

30g  4,900円  No.136396

15,000円
No.136388

ＷＢ トラベルコレクション

ウォッシングフォームタイプ

● WB ウォッシングフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g（現品）
● WB ホワイトニングローション（医薬部外品）・・・170mL（現品）
● WB モイスチュアライジングミルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15mL 
● GG ディープケアシャンプー&トリートメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各30mL 
● 素ドリンク 月（スティックタイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3包 
● 3wayスパバッグ（内:メッシュバッグ 外:ビニールバッグ）
　　　　　　　　　　　　　   サイズ：約16.5×23×9cm

● WB クレンジングミルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120mL（現品）
● WB ホワイトニングローション（医薬部外品）・・・170mL（現品）
● WB モイスチュアライジングミルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15mL 
● GG ディープケアシャンプー&トリートメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各30mL 
● 素ドリンク 月（スティックタイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3包 
● 3wayスパバッグ（内:メッシュバッグ 外:ビニールバッグ）
　　　　　　　　　　　　　   サイズ：約16.5×23×9cm

15,000円
No.136387

クレンジングミルクタイプ

7月限定

ご存じですか？ホテルや飛行機の
中は想像以上に乾燥しているこ
とを。そのため旅先では、いつも以
上に念入りな保湿が大切です。
特に皮ふの薄い目元は、お手入
れを怠るとハリ不足の原因に。
しっかりとケアを心がけましょう。

No.136400

アイトリートメント
［目元用美容液］
15g  7,000円

プレゼント

WB ホワイトニング
エッセンス4mL

クレンジングか洗顔料、お好きなタイプをお選びください。
旅先での目元の乾燥に
ご注意を！

旅先での基本のお手入れが、これだけで完成する便利なトラベルコレクションです。ＷＢのローション
とミルクで夏の肌をみずみずしく整えたら、ＧＧ ディープケアシリーズで、髪と頭皮もしっかりエイジング
ケア＊1。さらに新製品の、素ドリンク月（スティックタイプ）が旅先でのリラックスをサポート。限定商品
ですので、ぜひお急ぎください。

＊1 年齢に応じたヘアケア　＊2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※トラベルコレクションはポイント対象外

屋外で過ごす時間が増える旅先では、保湿重視の美白ケアを心がけながら、紫外線から肌をしっかり守り抜きましょう。
＊2

素ドリンク 月（スティックタイプ）が、
旅先での休息をしっかりサポート。

トラベルコレクションで
夏旅をもっと楽しく、美しく！
暑さに負けない元気な体を手に入れたら、
アクティブに旅を楽しんでみませんか？
非日常的な時間を過ごすことで
気持ちもリフレッシュ。
日射しをものともせずに、旅先でも、
輝く肌や髪で過ごすための
トラべルコレクションと一緒に、
ぜひお出かけください。

メッシュバッグは、
浴室にそのまま持って 

守るケア
する

メイクの下地に

全身に

医薬部外品
医薬部外品

▶詳しくは2面へ

美白＊2ケアしながら、肌ダメージの
原因となる紫外線をしっかりブロック

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

※価格はすべて税別です　※写真はイメージです
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サンプロテクト ボディ＆フェイス、使い心地
がさらりとしていて、のびがよく、大変気に
入っています。ボディジェルも同様に、毎日
愛用しています。

 （北海道　前田恵子さん）

毎日心地よくUVケアできています！
口溶けがよくて、口の中にカシューナッツ
の味がしっかりと感じられ、やみつきになり
ました。ぜひ定番にしていただきたいス
イーツのひとつです。形も丸くて可愛いで
すし、プレゼントにも最適です。

 （佐賀県　池田彩子さん）

カシューナッツクッキーがお気に入りです！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。 

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・・・

せっけん 80g  650円  No.045313

日焼け止めは、目的に合わせて上手に使い分け

＊1 年齢に応じたヘアケア　※化粧品はすべて冷凍配送不可です。（常温・冷蔵のみ）

SONOKOの無添加ポリシーを守った、全身用せっけんの誕生です。
クリーミーな泡がみるみる泡立ち、肌に必要な
うるおいは守りながら、汚れはしっかりとオフ。
顔にも体にも心おきなくたっぷり使える安心のやさしさで、
家族みんなの肌を心地よく洗い上げます。
毎日使うものだからこそ、質のよいものにこだわりたい方へ。

家族みんなで使えます。
全身洗える、やさしいせっけん新登場！

髪もボディも念入りにケアして、夏ダメージを寄せつけない

肌のうるおいを守る
ゲットウ葉エキス（保湿成分）配合

サンプロテクト ボディ＆フェイス 
2本セット
［日焼け止め乳液］SPF50＋/PA＋＋＋＋

50mL×2本  7,600円  No.136397

汚れをすっきりとオフしながら
やさしく頭皮環境を整える

髪にも頭皮にも栄養を与える、
美容液発想のヘアトリートメント

特に傷みが気になるときは、
スペシャルケアで集中補修を

高い紫外線ブロック力！
家族みんなで使えて、レジャーにもおすすめ

使用方法 水またはぬるま湯でたっぷりと泡立て、汚れとなじませて
肌をやさしく洗った後、十分に洗い流してください。

GG ディープケアシャンプー 
2本セット

480mL×2本   7,800円  No.136389

GG ディープケアトリートメント

200g  4,500円  No.136390

GG ディープケアヘアパック

180g  4,500円  No.136391
％5 UP
ポイント

％5 UP
ポイント

％5 UP
ポイント

ボディジェル
150g  2,800円  No.136395

％3 UP
ポイント

せっけん 3個セット　
80g×3個  1,650円  No.045314

日射しを浴びる機会の多い夏のボディは、
思いのほか乾燥や肌あれがすすみがち。
ボディジェルなら、汗ばむ肌にもスーッと心地よくなじんで、
すぐにさらり。主成分のアロエベラが
肌にみずみずしいうるおいを与え、ダメージから守ります。

日射しをたっぷり浴びたあとは
ひんやりジェルで、ボディをさっぱり保湿

高保水で
うるおいのある

肌へ

いつまでも美しい髪をキープする
髪と頭皮のエイジングヘアケアシリーズ

＊1

アイトリートメント
［目元用美容液］
15g  7,000円

素ドリンク 月（スティックタイプ）が、
旅先での休息をしっかりサポート。

Hair Body

ジェルタイプで
さっぱりと
なじむ

家族みんなで
使える

3個セットで

300円も
お得！

毎日
使うものだから

全身に

5面

（月曜定休）
●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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「処方献立に挑戦してみたいけれどなかなか始められない」と
いう方でも気軽にお試しいただける、３日間のお試しプログラム
です。年に一度の限定メニュー『うなぎ蒲焼プレート』で、
SONOKO式を始めてみませんか？

お好きなメニューで３日間、お試しのチャンス！

SONOKOの「安心・安全」基準に合っているかはもちろん、舌も心も満足
できる美味しさを厳選したSONOKOセレクト。今回はその中から、隠れ
たベストセラーやスタッフのおすすめなど、人気の商品をご紹介します。

炙りいか輪切り
120g  390円

常 蔵 凍No.013328

500ml  238円
常 蔵 凍No.013058

500ml×24本入  5,712円
常 蔵 凍No.015071

北アルプス立山連峰で採水した天然
水を、特許製法により水分子をさらに
細かくしました。水分子がサイズダウン
していることで浸透性が高く、体のす
みずみまで行き渡ります。

するめいかを砂糖と食塩だけの調味
ダレに漬込み、さっと炙って輪切りに。
添加物を一切加えない素材の旨みを
堪能できる味わいです。

％200
お得

＊1

無着色たらこ
570円70g

常 蔵 凍No.013343

「セレクト」された理由がある！
わ　け

生まれたてのフレッシュな風味が楽
しめると、毎年心待ちにしている人
も多い生ワイン。酵母が生きている
ので、ほのかな炭酸を感じる爽やか
な味わいです。

②白ワイン＋マンゴージュース
1:1の割合で、白ワインとマンゴージュースを混ぜあ
わせます。濃厚でフルーティなのに、爽やかな後味。

①ロゼ＋グレープフルーツ
ロゼワイン（ボトル半分程度）に、ルビーグレープフ
ルーツ１個分の果汁と大さじ1のハチミツ、お好み
で氷を混ぜあわせます。

果汁との相性も
ぴったり！

井筒 果汁発酵
生にごりワイン
2015 ロゼ・白セット
ストレート果汁100％　
720ml・各1本  

3,140円
常 蔵 凍No.136409

人気の生ワインに
2015年版が登場！

箱や外装に問題があるもの、賞味期限が間近
なものを集めてとてもお得な食品だけのＢＯＸを
つくりました。大人気商品なので、ぜひお早め
にお求めください。

前回すぐに完売の、
大好評BOX再登場！

今だけのチャンス！

SONOKOの商品を詰め合わせました！
数量限定

ねばねば
海藻サラダ
30g  640円

常 蔵 凍No.013318

夏は
絶対コレ！

生姜でごはん
70g  470円

常 蔵 凍No.012317

元祖の
こだわりなめ茸
200g  600円

常 蔵 凍No.012316

オーガニック
スポーツドリンク
280ml  170円

常 蔵 凍No.015082

プチプチマスタード
100g  700円

常 蔵 凍No.011238

チキンコンソメ
10g・8袋  500円

常 蔵 凍No.011227

しろうさぎの豆乳
2,340円125ml･18パック

常 蔵 凍No.015083

マンゴードリンク
500ml  780円

常 蔵 凍No.015081

根強い
人気！

乳化剤
不使用

味わい
絶品！

着色料
不使用

安心の
味わい

オーガニック
シード
使用

＊1 単品購入と比較した場合※セレクトは、すべてポイント対象外です。

ひじき白あえの素
60g  280円

常 蔵 凍No.013316

国産ひじきとたっぷりの
胡麻を使用。豆腐１丁と
混ぜるだけで、簡単に本
格的なひじきの白あえが
完成します。

名古屋・大阪
「定例会＆販売会」
のご案内

人気の「チョコパン」に、イタリア産の有機オレン
ジピールをたっぷりと練り込みました。爽やかな酸
味と絶妙な食感が、チョコレートのやさしい甘み
にベストマッチ。もちろん、バター、マーガリンなど
の油脂不使用、合成添加物不使用です。

XYZ（サイズダウン）

①
②

※お電話注文のみ承ります。
※同じ商品が複数入ることもございます。
※返品・交換はできませんので何卒ご了承ください。
※ポイント対象外です。

訳あり食品ＢＯＸ［冷凍］
10,000円

数量限定 お1人様1点限り

660
No.136411

アレンジレシピ

人気のヒミツ

飼料にこだわった若鶏の
とりがらに、国産有機野菜
を加えた、化学調味料を
使用していない安心のチ
キンコンソメです。

化学調味料、保存料不使用のチ
キンコンソメはなかなか見つからな
いと、ご好評いただいています。

玉子焼きやごはんにまぜても美味し
く、アレンジも自在。SONOKOのす
だちポン酢を合わせるのもおすすめ！

人気のヒミツ 人気のヒミツ

飲み口がやわらかく、まろやか。水が苦手な方でも
飲みやすい。お茶やコーヒーを入れる時にもおす
すめです。

とてもやわらかく、お子様から年配の方までお召し上
がりいただけます。そのままおつまみとしてはもちろ
ん、サラダや酢の物に加えても美味しいと評判です。

人気のヒミツ

セレ
クトランキング

飲料
No.1

セレ
クトランキング

調味料
No.1

セレ
クトランキング

スタッフ人気
No.1

もちもちの生地の中に、
しっとりなめらかなスイート
ポテト味の餡が入った洋
風大福。食べやすい小ぶ
りなサイズ。

スイートポテト大福
30g・5個  500円

常 蔵 凍No.014208

丁寧につくられたスイートポテト餡と
大福が絶妙にマッチした、なめらかな
口あたり。お子様にもおすすめです。

人気のヒミツ

セレ
クトランキング

スイーツ
No.1

セレ
クトランキング

総菜
No.1

厳選した9種類の海藻
をブレンド。粘りとしゃき
しゃき食感が絶妙！

生えのき茸を使用した
固形分が多く、味に深
みのあるなめ茸。

発色剤・着色料を一切
使わず、たらこ本来の色
合いを大切にしました。

まろやかな味わいで、口
の中で弾けるプチプチ
感がたまらない。

環境に配慮して育てた
芳醇な香りのアルフォ
ンソ・マンゴー使用。

冷や奴に
のせても

千切り生姜をおかかと
一緒に炊いた、シャキ
シャキ歯応えの佃煮。

生搾り製法により、えぐ
みがなく飲みやすい、ま
ろやかな味わい。

りんごやゆず、レモンなど
有機果汁の甘みと食塩
でつくった安心の飲料。

※１箱（18パック）での販売となります。

※24本セットもございます。

0

常 蔵 凍

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

※価格はすべて税別です　※写真はイメージです
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1,200円

●から揚げ風チキン
●ごはん
●サラダ（和風ドレッシング）
●きんぴらごぼう ●みそ汁
●昆布水 ●コーヒー（ICE・HOT）

から揚げ風チキンセット

会場限定！ お得な目玉商品

7月 限定プレート 

９月に福岡で「ビューティーセミナー」を開催いたします！

「処方献立に挑戦してみたいけれどなかなか始められない」と
いう方でも気軽にお試しいただける、３日間のお試しプログラム
です。年に一度の限定メニュー『うなぎ蒲焼プレート』で、
SONOKO式を始めてみませんか？

お好きなメニューで３日間、お試しのチャンス！

処方献立セット体験プログラム

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 

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

7 22 23金 土

21日

7 22 23金 土 24日

7 824日

1,200円

●彩り野菜とチキンの国産トマトジュレ
●パスタ
●サラダ（和風ドレッシング）
●昆布水
●コーヒー（ICE・HOT）

おひとりさま３点まで
各会場でいちごメロンパンを
数量限定で販売いたします

冷製パスタ
（彩り野菜とチキンの国産トマトジュレ）7 1金 金15～ 7 16土 日31～

7 30 土

9 11日 会
場

ホテルセントラーザ博多 地下2階シティホール
福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23
TEL 092-461-0111

JR博多駅筑紫口より徒歩1分（駅ロータリー隣接）
地下鉄博多駅・東4番出口より直結

7／6（水）2階 14：00迄　
7／24（日）11：00-18：00 2階のみ会員様貸切営業 

SONOKOの「安心・安全」基準に合っているかはもちろん、舌も心も満足
できる美味しさを厳選したSONOKOセレクト。今回はその中から、隠れ
たベストセラーやスタッフのおすすめなど、人気の商品をご紹介します。

するめいかを砂糖と食塩だけの調味
ダレに漬込み、さっと炙って輪切りに。
添加物を一切加えない素材の旨みを
堪能できる味わいです。

EVENT
イ ベ ント の ご 案 内

初の
単独販売！

オーガニック
スポーツドリンク

＊1 単品購入と比較した場合

＊投入配合比より算出

名古屋・大阪
「定例会＆販売会」
のご案内

9 4 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 ランスロット
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

9 3 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

■ご参加費 10,000円（処方献立費含む）

個別で、
食べ方の指導も
受けられるので
安心です。

■開催時間 13:00～15：30
■会場 SONOKO銀座店２階
お問合せ・ご予約 TEL 0120-88-7878（10:00～18:00月曜定休）
　　　　　　　  または銀座店店頭

ご予約制 定員に達し次第終了

オレンジチョコパン 2個入
人気の「チョコパン」に、イタリア産の有機オレン
ジピールをたっぷりと練り込みました。爽やかな酸
味と絶妙な食感が、チョコレートのやさしい甘み
にベストマッチ。もちろん、バター、マーガリンなど
の油脂不使用、合成添加物不使用です。

オレンジ濃縮果汁をストレート換算で約1.7倍*（現
行品対比）も増やしたことで、風味が格段にアップ。
より豊かな味わいに。さらに洋酒を使わず風味づけ
にレモン果汁を使用。お子様から大人まで世代を
問わず安心して美味しくお召し上がりいただけます。

％5 UP
ポイント

フルーツゼリー
（オレンジ）

５個セット

1個
No.014212 常 蔵 凍

70g 360円
No.136375 常 蔵 凍

70g×5個 1,800円

※お電話注文のみ承ります。
※同じ商品が複数入ることもございます。
※返品・交換はできませんので何卒ご了承ください。
※ポイント対象外です。

訳あり食品ＢＯＸ［冷凍］
10,000円 660

凍らせて

オレンジシャーベット

にしても美味しい！

500円いちごメロンパン

夏にうれしい、爽やかさ
オレンジの香り、満喫！

『うなぎ蒲焼
プレート』以外は、
お好きなメニューを
選べます。

とてもやわらかく、お子様から年配の方までお召し上
がりいただけます。そのままおつまみとしてはもちろ
ん、サラダや酢の物に加えても美味しいと評判です。

土用の丑の日

もちもちの生地の中に、
しっとりなめらかなスイート
ポテト味の餡が入った洋
風大福。食べやすい小ぶ
りなサイズ。

スイートポテト大福

丁寧につくられたスイートポテト餡と
大福が絶妙にマッチした、なめらかな
口あたり。お子様にもおすすめです。

千切り生姜をおかかと
一緒に炊いた、シャキ
シャキ歯応えの佃煮。

りんごやゆず、レモンなど
有機果汁の甘みと食塩
でつくった安心の飲料。

7月の１週間グルメセット・7月パンセット限定
▶詳しくはショッピングガイドP3・4へ

▶2面もご覧ください

7月パンセット

さらに
美味しく
リニューアル！

1,000円
レモンミントクリームソーダ
＆ショコラ

新・夏スイーツ

800円バニラアイス＆栗あんみつ

750円アフォガート

7・8月 限定スイーツ
レモンサイダーと
バニラアイスに

ミントの清涼感が絶妙

凍

7面

（月曜定休）
●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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猛暑を乗り切る、夏メニュー

食欲がなくても、美味しくツルリ！ さっぱり冷製麺
食欲がない時でも、口当たりよく
さっぱり美味しく、さらにすだちポン
酢のクエン酸効果で疲れもリセッ
ト。トッピング具材を冷蔵庫にストッ
クしておけば、素麺を茹でるだけで
完成の、夏のお助けメニューです。

①大根をすりおろし、水気をきる。オクラは茹でて小口に切る。②素
麺を茹で、具材、つゆをそれぞれ混ぜておく。③茹でた素麺を水洗い
し水気をきり、麺、具材、つゆを器に盛り、トッピング具材をのせる。

具材
大根....10cm位
オクラ..........2本
しらす ...ふたつまみ
削り節..ふたつまみ

つゆ
水.................... 200cc
すだちポン酢... 大さじ3
しょうゆ........小さじ1/2
みりん.............. 小さじ1

トッピング
炒りごま.適量
削り節... 適量
レモン.... 適量

素麺........3束

7月の１週間グルメセットにも入っています

材 料

作り方

さっぱりすだち素麺（2人分）

疲れたときこそ食事が大事！

夏バテによる体調不良が気になる季節。内臓機能も弱まりがちです。
そんなときは、栄養はしっかり摂りつつも、負担となる添加物や油分には、
いつも以上に気をつけたいもの。食品添加物不使用、ノンオイル調理の
SONOKO食品で、美味しく夏を乗り切りましょう。

滋味たっぷりの
「安心うなぎ」を堪能

あっさりなのに
素材の旨みたっぷり※盛りつけ例

抗生物質を投与せず安心の環
境でのびのび育てた、うなぎ本
来の美味しさが堪能できるうなぎ
を使用。脂を落とす独自の調理
法で、甘く香ばしいタレをたっぷ
りとつけてやわらかに焼き上げま
した。発売を心待ちにされている
方も多い夏期限定商品です。
※タレが小分けになっているので、
　お好みに応じて調整ください。

70g 2,800円 No.136341

うなぎ蒲焼（たれ・山椒付）

常 蔵 凍

滋養をつける
スタミナメニューで元気に！

ごはんや素麺にかけて
食べごたえしっかり

国産トマトのフレッシュな香りと旨みを最大
限に引き出したジュレソース。生にんにく
のすりおろしを加えたことで、さらにアクセ
ントの利いた味わいに。具材はすべて料
理人が手作業でカット。具材ひとつひとつ
の美味しさがより活きています。

国産有機のトマト、玉ねぎ、にんにくに、カニ
エキスの旨みを加えて仕上げた冷製ソース。
具材のいか・エビ・カニもたっぷりボリューミー
で、パスタや素麺にベストマッチ。

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

彩り野菜とチキンの
国産トマトジュレ

５袋セット

魚介の冷製トマトソース

５袋セット

200g 760円 No.136410

国産鶏の
ぶっかけ白湯スープ

常 蔵 凍

食欲が減退する夏場でもあっさ
りとお召し上がりいただける塩味
のスープ。具材の鶏むね肉、じゃ
がいも、玉ねぎ、にんじんはすべ
て国産。鶏肉の旨みと野菜の甘
みがしっかりと溶け込んだ、滋味
深い味わいです。

数量限定

7月限定 今月限り

数量限定

◀8月号 新製品のお知らせ▶　通称「赤いダイヤ」と呼ばれる鮮やかな赤色の天然南まぐろのサクが登場します。お楽しみに。

数量限定

アレンジレシピ

▶詳しくはショッピングガイドP3へ

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

すだちポン酢
香り豊かな国産のす
だちとゆずの果汁を
たっぷり使用。

No.011010 常 蔵 凍

180ml  1,050円

No.136348 常 蔵 凍

100g  820円

No.136343 常 蔵 凍

100g×5袋  4,100円

No.136346 常 蔵 凍

90g  880円

No.136342 常 蔵 凍
90g×5袋  4,400円

極薄削り節パック
料理を美味しく引き
立てる本枯れ節独特
の濃い味わい。

No.011254 常 蔵 凍

2g・10袋  550円

素麺
のどごしが良く、深い
味わいのノンオイル
製法の手延べ素麺。

No.016035 常 蔵 凍

50g・6束  890円

さらに
美味しく
リニューアル！

プレゼント

ミルクチョコレート1枚

プレゼント

ミルクチョコレート1枚

夏は素麺がおすすめ！

※セレクトは、ポイント対象外です。
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