
13,500円
もお得！

4,350円
もお得！

8,550円
もお得！

8,000円
もお得！

9,900円
もお得！

20,100円
もお得！

180粒・6本 180粒・1本

詳しくは本誌7面をご覧ください。

高級白磁湯呑 荘
予約受付開始

11/1（火）
～30（水）

SONOKO GG
３本セット
57,000円 → 48,450円
No.137421 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

SONOKO G.Gロゼ
３本セット
40,000円 → 32,000円
No.137422 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

荘水 6本セット
45,000円 → 31,500円
No.137423 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

サインズエッセンス
20g
10,000円 
No.137440 常 蔵 凍

％7 UP
ポイント

SONOKO GG 6本 
＆ 1本セット
134,000円 → 113,900円
No.137424 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

％10 UP
ポイント

％10 UP
ポイント

鈴木その子

17回忌記念

■ 1回のご注文金額が対象となります。銀座店では、1日のお買い上げ金額の合算が対象となります。  ■ポイントを利用してお支払い金額が50,000円未満になった場合も、プレゼントの対象となります。
■一部除外品がございます。詳しくはショッピングガイド裏表紙をご覧いただくか、またはお電話にてお問い合わせください。

180粒・3本

150粒・3本

35ml・6本

選べるサンクスプレゼント
5万円（税別）毎にA～Cのいずれか1つプレゼント！ 10万円（税別）毎にDをプレゼント！

C

ざくろを丸ごと絞っ
た贅沢な味わいと
甘み。砂糖、着色料
などは不使用です。

500ml×2本

ざくろジュース
２本セット

67g×6個
ドリームチョコプリン
６個セット

BA D

WB 6点セット

66,000円 → 56,100円
No.137433 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

● 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【医薬部外品】
● ＷＢ トリートメントローション
● ＷＢ モイスチュアライジングミルク
● ＷＢ グランクリーム

GGコスメ 5点セット

43,500円 → 39,150円
No.137434 常 蔵 凍 ※ポイント対象外

● 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

％7 UP
ポイントGG ディープケアセット

16,800円 
No.137441 常 蔵 凍

● ＧＧ ディープケアシャンプー２本
● ＧＧ ディープケアトリートメント
● ＧＧ ディープケアヘアパック

※価格はすべて税別です。

500ml（5倍希釈）×2本
ホワイティ ２本セット

・ざくろジュース 2本 ・ドリームチョコプリン ６個 ・ホワイティ ２本
毎プレ3点セット

オンラインショップも対象

この時期だけの ％7 UP
ポイント

2016年のご愛顧にお応えして、人気のサプリメント、化粧品、食品に大特価とスペシャルポイントをご用意。2016年のご愛顧にお応えして、人気のサプリメント、化粧品、食品に大特価とスペシャルポイントをご用意。
お得がいっぱいのこのチャンスをお見逃しなく！

冬のサンクスセール
日頃の感謝をこめ頃の感謝をこめて、今年一番の特典が満今年一番の特典が満載！

活力あふれる毎日をサポートする
サプリメントのセットをお得に！

基本のスキンケアやヘアケアが
リーズナブル！まとめ買いに！

大特価！ 大特価！

活力
サプ
活
サ

基
リ

見逃逃しな見逃逃しななな逃逃逃 なな逃逃 なく！

基
リ

復刻

1面

VOL.272
2 016
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冬のサンクス

国産野菜のけんちんうどんの具
2袋セット
335g×2袋　960円
No.137404 常 蔵 凍

国産の根菜類の千切りとかつお
だしのつゆで、やさしい和風味。

混ぜて炊くだけ 栗ごはん
３袋セット
150g・2合用×3袋　4,050円
No.137362 常 蔵 凍

希少な九州産の栗を無漂白、無着
色で贅沢に使用した豊かな風味。

ごはんのお供ごはんのお供
「そのこ米」とご一緒に！

うれしい間食うれしい間食
ほっと一息もヘルシーに

季節の味季節の味
これからの時季にぴったり

丼＆カレー丼＆カレー
栄養たっぷりの満足メニュー

じゃがいもゴロゴロカレー
５袋セット
230g×5袋　4,000円
No.137382 常 蔵 凍

ホクホクのじゃがいもをはじめ、
野菜と牛肉で具だくさんの甘口カレー。

黄色いカレー
５袋セット
200g×5袋　3,750円
No.137371 常 蔵 凍

スパイスの香り豊かに仕上げ
た、旨みたっぷりの辛口カレー。

チキンカレー ５袋セット
200g×5袋　3,250円
No.137379 常 蔵 凍

チキンと野菜がたっぷりの、コクの
ある風味豊かなヘルシーカレー。

親子どん ５袋セット
200g×5袋　3,750円
No.137373 常 蔵 凍

やわらかな鶏肉と、ダシの効いたとろ
とろたまごのクセになる美味しさ。

おでん ５袋セット
320g×5袋　2,900円
No.137372 常 蔵 凍

6種の具材にかつおのダシと醤
油の味がしみたホクホクおでん。

揚げうどん
5袋セット
250g×5袋　1,800円
No.137393 常 蔵 凍

国産小麦100％。小麦
本来の味わいとつるつ
るシコシコの食感。

ビーフシチュー ５袋セット
200g×5袋　4,000円
No.137383 常 蔵 凍

油脂を使わずに、ビーフと野菜をじ
っくり煮込んだコクのある味わい。

ちりめん山椒 ２袋セット
50g×2袋　1,360円
No.137396 常 蔵 凍

さわやかな山椒の香りが効いた、
ドライタイプのちりめん佃煮。

味見っ子 ２袋セット
100g×2袋　1,900円
No.137376 常 蔵 凍

まぐろそぼろと細切り昆布、胡麻
の食感でごはんが進む美味しさ。

海苔佃煮 ２個セット
110g×2個　1,520円
No.137399 常 蔵 凍

上質な国産海苔を甘辛な味付けで
炊き上げた、味わい豊かな佃煮。

ドリームプリン
6個セット
80g×6個　2,400円
No.137386 常 蔵 凍

お母さんの手作りプリンのよう
な、卵とミルクのやさしい風味。

どら焼き 3袋セット
3個×3袋　3,510円
No.137572 常 蔵 凍

しっとりとした生地に、つぶあ
んをたっぷりとはさみました。

あま酒 10個セット
160g×10個　3,500円
No.137375 常 蔵 凍

ほんのり甘く飲みやすい、
栄養豊富なあま酒。

クロ子 2袋セット
180g×2袋　1,260円
No.137394 常 蔵 凍

濃厚な甘さとコクがジワッと広
がる、不思議な食感の駄菓子。

コーヒー ２袋セット
挽き豆200g×2袋  2,720円
No.137370 常 蔵 凍

生豆にこだわりの焙煎を施した、
豊かな香りのオリジナルブレンド。

四万十産あおさスープ
5袋入 ２セット
4.8g・5袋×2セット　1,800円
No.137392 常 蔵 凍

国産あおさ100％使用。柚子の
風味がほのかに香るスープ。

キムチの素 2個セット
155g×2個　1,800円
No.137395 常 蔵 凍

辛さ・旨み・香りのバランスがい
いキムチの素。調味料としても。

調理例

UP％5ポイント

すべて

スパイスの香り豊かに仕上げ
た 旨みた ぷりの辛口カレ

人気の食品をライン
ナップ！

この機会にぜひおま
とめ買いを！

このページすべて
％5 UP
ポイント

人
こ

こ

期間・数量限定

期間・数量限定

（通話料無料）
お電話注文 0120-88-7878
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  お問合せ　03-4335-7878

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
オンラインショップ

www.sonoko.co.jp

2面



サンクスだけの、サンクスだけの、
スペシャルポイント！ サンクス

特価

セール

毎日使うものだから、毎日使うものだから、
不要なものは取り除く、不要なものは取り除く、
という選択。という選択。

11/1（火）～30（水）

衣料用消臭ミスト
300mL  1,600円　No.045317
常 蔵 凍

マウスウオッシュ
300mL  1,800円　No.046068
常 蔵 凍

樹木から抽出した植物精油配合。衣
類のニオイを消臭＆リフレッシュ。
ホコリや花粉を付きにくく。

天然由来成分だけの洗口液。低刺
激でさわやかに口臭を予防。

洗浄成分は植物オイル100％の
純石けんのみ。合成界面活性剤
不使用で手肌や環境にやさしい
のに、強い洗浄力でしっかり洗える
クリーナーが誕生しました。毎日の
生活に欠かせない6つのアイテム
をラインナップ。国内の工場で原料
加工から製品化まで、熟練の職人
が丹精込めて作り上げています。

あらいぐまシリーズ 各1,200円 常 蔵 凍

オレンジオイルの力で、
油汚れ、ヌメリを分解。

キッチンクリーナー
300mL　No.046073

泡立ちよく、 すすぎやす
く、  汚れすっきり。

食器用石けん
300mL　No.046071

手肌にやさしく、浴槽の 
皮脂汚れを包んでオフ。

バスクリーナー
300mL　No.046074

人と環境にやさしい洗濯用石
けん。天然オレンジの香り。

洗濯用石けん
600mL　No.046069

衣類の黄ばみ や匂いの発
生 を防いでふんわりと。

洗濯用仕上げ剤
600mL　No.046070

トイレ槽の水あかや床の汚れをさ
っと落とします。 ラベンダーの香り。

トイレクリーナー
300mL　No.046072

UP
ポイント

＊1 メラニンの生成を抑え、
　　シミ・そばかすを防ぐ

ト！

＊

40mL　12,000円
No.137437

WB
ホワイトニング
エッセンス
【医薬部外品】

％7 UP
ポイント

輝きと明るさをもたらす
美白*1美容液。 6,150円

もお得！

荘 ５点セット
41,000円 → 34,850円 No.137439 ※ポイント対象外

肌にやさしい敏感肌用スキンケア。

2,700円
もお得！

GG フェイシャルパック
２本セット
18,000円 → 15,300円
No.137443 ※ポイント対象外

毛穴の汚れを吸着してクリアな肌へ。

3,000円
もお得！

パルファム 7mL
10,000円 → 7,000円
No.137447 ※ポイント対象外

優雅な女性をイメージした甘い香り。

常 蔵 凍

あらいぐまシリーズ ６点セット
7,200円  No.137456 ％5 UP

ポイント

200mL　7,000円
No.137451

３Ｄデザイン
フォーボディ ％7 UP

ポイント

立体的な引き締まった
ハリのある肌へ。

No.137445

15g　7,000円

アイトリートメント
％5 UP
ポイント

目元のハリを保つ
スペシャルケア。

No.137444

30g　9,000円

３Ｄデザインセラム
％5 UP
ポイント

フェイスラインに
アプローチする美容液。

No.137446

30g　4,500円

ライトアップＢＢ
％3 UP
ポイント

光の反射で肌を美しく
見せるBBクリーム。

● 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

ハウス
クリーニング
4点セット
プレゼント！

メラニンの生成を抑え、
シミ・そばかすを防ぐ

立体的な引き締ま

※化粧品はすべて常温・冷蔵のみの配送となります。

ハンディ
モップ

キッチン
スポンジ

メラミン
スポンジ

レーヨンクロス

やさしさ+エコ+汚れ落ち、汚れ落ち、
違いが実感できるクリーナ違いが実感できるクリーナー、誕生！誕生！

新製品新製品

サンクスサンクス

毎日使いたい化粧品が、半期に一度の半期に一度のスペシャルポインスペシャルポイント＆サンクス特価サンクス特価

が、

目玉
アイテム

期間・数量限定

80g×3個　1,650円
No.137453

せっけん
3個セット

家族みんなで使える
全身用せっけん。

％10 UP
ポイント

●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。

3面



おせち重・　　  海の幸マカロニグラタン・　　　　　国産
天然真鯛の姿焼き・数の子・日本そば…他

11月のご予約スタート！S O N O K Oの

クリスマス
&

おせち
11月30日（水）までにご予約いただくと、早期

数量限定ですので、ぜひ

クリスマス1週間グルメセット
年に一度の限定豪華メニュー。新製品の
海の幸マカロニグラタンをはじめ、クリス
マスならではのご馳走で、SONOKO式
を美味しく実行できます。

5種類の魚介の旨みを活かし、隠し味に白
味噌を使ったホワイトソースが格別。レンジ
で温めるだけでお召し上がりいただけます。

22,000円 No.137409 常 蔵 凍

海の幸マカロニグラタン

11月早期ご予約プレゼント

トーストクリーム 1個厚切り山型パン 1袋

フレンチトースト 1袋

おせち重入り
1週間グルメセット
おせち重と、国産そば粉の手打ちそばなど、年末年
始に欠かせない美味を詰め込みました。新製品の
海の幸マカロニグラタンも入った大満足のセット。

27,620円 No.137408 常 蔵 凍

11月早期ご予約プレゼント

トーストクリーム 1個厚切り山型パン 1袋 フレンチトースト 1袋

あんまん 1個肉まん 1個

プレゼント！

  500
ポイント

数量限定
11月中のご予約で

さらに

美味しい鯛の漁場として知られる徳島産の
真鯛を使用。より身がふっくら、やわらかに。

国産天然真鯛の姿焼き

食事3食＋間食×7日分 計28食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕

早期ご予約500ポイントプレゼント

食事3食＋間食×7日分 計28食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕

牛ほほ肉とヒレ肉の
和風ハッシュドビーフ

焼きフライ（エビフライ）×2本

早期ご予約500ポイントプレゼント

NEW
ローストチキン・黒毛和牛ローストビーフ・ミートローフ・
　　　 海の幸マカロニグラタン・ショコラリッチ…他

NEW リニューアル

「クリスマス1週間グルメセット」「おせち重入り1週間グルメセット」のセット内容はショッピングガイドP.4をご覧ください。

4面

（通話料無料）
お電話注文 0120-88-7878
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  お問合せ　03-4335-7878

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
オンラインショップ

www.sonoko.co.jp



※他の注文品と同送できませんのでご了承ください。
※代金引換の際、個数ごとに手数料300円がかかります。

早めのご注文がお得です！
ご予約500ポイントに加え、豪華なプレゼントも！
お早めにご注文ください。

SONOKOの

おせち
「国産」の素材を

「こだわり」の調理法で。
新年の食卓を彩る
伝統的おせち。

SONOKOのおせちは、素材の質に
こだわり、調理に手間ひまをかけて、
一品一品丁寧に仕上げた逸品ぞろい。
主材料は国産を用い、ノンオイルで
お作りした伝統的なおせち料理です。
日本の食文化を大切にし、SONOKO
ならではの手法で作り上げた、新年を
寿ぐにふさわしいご馳走です。

おせち重

二の重
一の重

一の重
◆

おしながき

18,000円 No.137407

色鮮やかな北海道産の時鮭を大根のかつらむきで包み、初日
の出をイメージした逸品。さっぱりとした味わいが楽しめます。

日の出砧巻

二の重
◆

おしながき

●常節旨煮
●干し柿
●どんこ椎茸旨煮
●伊達巻

●このしろ山吹和え
●金柑蜜煮
●菜の花
●一口昆布巻

●さわら山椒焼き
●いかの松笠焼き
●いくら醤油漬け
●金時芋きんとん

●まながつお照り焼き
●蛸の柚香煮
●丹波黒豆
●栗甘露煮

徳島産の足赤海老を、味噌味で色鮮やかに仕上げました。
年の初めにふさわしい、有頭の海老をお楽しみください。

足赤海老艶煮
鶏のささみをじっくりと加熱することで、やわらかくしっとりと
煮含めました。ごぼうとの食感のコントラストが絶妙です。

鶏の八幡巻

常 蔵 凍

カツ、ミートローフ、ローストポーク
など、和洋バラエティ豊かなお肉メ
ニューがぎっしり。男性やお子様に
も喜ばれること間違いなし。

おせち重
肉づくし二の重付き

28,000円 No.137410 常 蔵 凍

同時にご注文いただくと、さらに！豪華な冬の味覚をプレゼント！

鮭、鱈、帆立、南蛮エビ、ズワイガニ、甘エビ入り
団子と、北海道産の6種の海の幸を集めた、ボ
リュームたっぷりの贅沢な鍋用魚介類セット。
具材を冷蔵庫で解凍後、季節の野菜や豆腐な
どと合わせて、ご馳走鍋をご堪能ください。

※写真はイメージです。
　商品は魚介類のみで、野菜や豆腐は付きません。

北海の寄せ鍋セット 3～4人前クリスマス1週間グルメセット

クリスマス1週間グルメセット

クリスマス1週間グルメセット

おせち重入り1週間グルメセット

おせち重

おせち重 肉づくし二の重付き

昨年は
予約分で
完売！

100台
限定

大好評！

スペシャル
特典

オンラインショップでは、早期ご予約の商品
は単品でのご注文・発送のみ承っております。

早期ご予約期間

お届け・店頭お渡し

～11/30（水）

12/2（金）～28（水） 14時

早期ご予約
500ポイントプレゼント

早期ご予約
500ポイントプレゼント

数量限定

肉まん 1個

11月早期ご予約プレゼント

●豚もも肉のカツ ソース付き
●ローストポーク
●豚肉のミートローフ
●鶏もも肉のスモーク
●豚もも肉のジャポネ
●鶏むね肉のガランティン
●鶏むね肉のカツ ソース付き

11月早期ご予約プレゼント

あんまん 1個肉まん 1個

※オンラインショップではお取り扱いしておりません。

常 蔵 凍

5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。



銀座店
11/17～販売

新米の季節がやってきました。
土壌づくりからこだわった格別な美味しさを。

SONOKOならではの
お米のこだわり
レポート

750ml 2,500円 ※ポイント対象外
No.137565 常 蔵 凍

ボジョレー・ヌーヴォー・ビオ
アンリ・フェッシ

ブラックベリーの豊かな香り、果実味と
心地良いコクに加え、溶け込んだまろ
やかなタンニンが魅力的。酸は控えめ
でチャーミングな味わい。

11～1月 数量限定

120g 1,480円  No.137454 常 蔵 凍

青森のりんご畑から採蜜した純粋なはちみつ。
熱処理をせず、極力人の手を加えないこだ
わりのはちみつは、りんごのやわらかい香り
と自然な味わいが特徴。

自然のめぐみ 国産はちみつ りんご

450g・10袋 5,900円

450g（3合）の食べきりサイズが新登場！
この秋収穫した「そのこ米」の真空パックです。

450g・10袋 4,500円

5kg  5,900円

毎年心待ちにしている方の多い新米が入荷し
ました！今だけの美味しさをお楽しみください。

5kg  4,500円

常 蔵 凍

　　　  国産牡蠣のまるごとグラタン入り
11月の1週間グルメセット A
21,000円 No.137415

数量限定

11月から1週間グルメセットが2種類になります！ 本格的な洋食をご自宅で

常 蔵 凍

　　　  ミートローフ入り
11月の1週間グルメセット B
21,000円 No.137416

数量限定

期間・数量限定

シェフ特製 洋風ごちそうセット 
9,250円 No.137419
【セット内容】東京しゃもときのこのキッシュ風・東京しゃもとしいたけの和風
テリーヌ・燻しペッパーポーク・北海道産ほっき貝のクロケット風～ルッコラ
ソース添え～・９種の彩り野菜のピクルス風・北陸甘エビのビスクスープ

【セット内容】　　　ミートローフ・焼きフライ（メンチカツ）・牛ほほ肉とヒレ
肉の和風ハッシュドビーフ・スパイシーチキン・ノンオイル中華 肉焼売…他
●食事3食＋間食×7日分の計28食セット（召し上がり方の一例〈メニュー表〉付）

10・11月限定 各月50セット

常 蔵 凍

フレンチトースト 1袋肉まん 1個

ドリームプリン 1個ミートローフ国産牡蠣のまるごとグラタン
牛ほほ肉とヒレ肉の
和風ハッシュドビーフ

焼きフライ（メンチカツ）

焼きフライ（一口ヒレカツ）

スパイシーチキン

あんまん 1個

プレゼント プレゼント

厚切り山型パン 1袋

トーストクリーム 1個

凍る直前の温度で熟成することで甘みと旨みを引き出しました。
粘りと弾力も増して、コシヒカリはもちもち、ササニシキはさっぱりした甘みに。
それぞれのお米の特徴がさらに際立っています。

氷温保存で、美味しいお米をさらに美味しく。
1

こだわりポイント

化学肥料などを使わず、天然肥料を用いて
土壌づくりから手掛ける特定農家のお米。
丹念に栽培された稲は茎も葉も元気で実り豊かです。

特定農家の元気な土壌で育てられた産地限定米。
2

こだわりポイント

プレゼント

200g・5本 760円  No.014216
常 蔵 凍

みたらし団子

国産うるち米を使用した風味豊かな団子。
うるち米ならではの歯切れの良い食感で、
濃口醤油と砂糖、みりんベースの甘辛い
たれがたっぷりで大満足。

一番のこだわりは、「氷温保存」。凍る直前の氷温域では、生物は自らを凍結か
ら守るために、糖分やグルタミン酸などのアミノ酸を増加させます。こうした性質
を利用して鮮度を保つと同時に、素材の甘みや旨みを引き出すのが「氷温保
存」です。天然肥料を用い何年もかけて土壌を育て、徹底管理している特定農
家によって栽培されたそのこ米。その美味しいお米を天然の雪を利用した雪室
で「氷温保存」することで、甘みと旨み、粘りと弾力をさらに引き出しています。 元気な土壌で育てた稲雪室で保管をして熟成させます

28

定期便 ササニシキ
定期便 コシヒカリ

定期便 コシヒカリ 小分けパック

定期便 ササニシキ 小分けパック

いつも飲んでいるSONOKOのコーヒーを
切らしてしまい、市販のオーガニックコーヒー
を購入。後味にえぐみがあり、SONOKOの
コーヒーの素晴らしさを再確認しました。

（愛知県　中島 靖子さん）

ううっかり切らして良さを実感っかり切らして良さを実感

パルファムの何とも言えない深い甘い
香りが本当に大好きで、もう20年くらい
愛用。私にとってはずっとこれが一番だと
思います。絶対になくさないでください！

（石川県　羽塚 理々子さん）

心がやさしくなるような香りがやさしくなるような香り

世界最大規模の
有機認証機関*に
認められたビオワイン

送料￥0
単独発送常 蔵 凍

【セット内容】　　　国産牡蠣のまるごとグラタン・スパイシーチキン・
焼きフライ（一口ヒレカツ）・牛ほほ肉のとろとろ和風ビーフシチュー…他
●食事3食＋間食×7日分の計28食セット（召し上がり方の一例〈メニュー表〉付）

皆様のご投稿を
お待ちしております！

1,000ポイント
プレゼント！

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。 

※お電話注文・オンライン
ショップともに、ほかの
商品と同梱の場合は全
て11/19以降のお届け、
ほかの商品を11/18以
前にお届けご希望の場合
は単独発送となります。

辛口
ビオワイン
赤

＊エコサート

「1週間グルメセット」のセット内容はショッピングガイドP.4をご覧ください。

とき自然でやさしい甘さに癒されるひとときを

NEW NEW

お電話注文・オンラインショップ
11/19～お届け

11/17
解禁

6面

（通話料無料）
お電話注文 0120-88-7878
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  お問合せ　03-4335-7878

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
オンラインショップ

www.sonoko.co.jp



銀座店のご案内

セット

アニバーサリーBOX アニバーサリーBOX アニバーサリーBOX

セット セット

〒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

11/9（水）2F 14：00まで　11/17（木）1F 18：00まで／2F 14：00まで
11/26（土）2F 18：00まで　11/27（日）11：00～18：00 2Fのみ会員様貸切営業

銀座店限定サプリメント お1人様1点限り化粧品

1,500円 1,200円

白へのこだわりを込めて
「白磁」の湯呑を使って心豊かに上質な暮らしを

鈴木その子 17回忌記念
鈴木その子は生前、白磁の白の美しさと清らかさをこよなく愛しました。
17回忌の節目にあたり、白磁の湯呑を波佐見焼の現代風デザインで
復刻。白磁を使うことで、美しさと清い心をご自分のものにされますように
という鈴木その子の想いをあらためてお届けします。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、
大変お得な詰め合わせセットを
ご用意いたしました。セレクトし
たのは、すべて自信をもっておす
すめできる商品ばかり。
ぜひ、この機会をお見逃しなく！

No.137458
No.137457

No.137459

11月 限定プレート 
1日各10食限定 

スパイシーチキンセット

11 1火 火15～

11 25金 日27～
お楽しみ付き販売

トキノ会定例会

■開会  13：30～
■会場 SONOKO銀座店2F
18：00までの営業となります。

約1万5千円
　相当のセット

約9万円相当のセット 約5万円相当のセット

定番品が
たくさん入って
お得！

アニバーサリーBOX 送料￥0
単独発送

※ポイント対象外
常 蔵 凍お１人様各1点限り

素ドリンク 
月入り！

人気のサプリ
メントが
入ります！

予約受付：11/1（火）～12/27（火）

※1万円セットは代金引換の際、
　手数料300円がかかります。

底面には電子レンジでも
対応できる金色で「荘」の
文字をお入れしました。

桐の箱も忠実
に再現。

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
器です。中でも人気の窯元「一真窯」が造り出す白磁の美し
さ、手造りの風合いをお楽しみください。
※表面の凹凸は手造りによる波佐見焼特有の質感です。

波佐見焼とは

一口ヒレカツ＆メンチカツセット

11 16水 水30～

銀座店開店18周年

アニバーサリーフェア
読書の秋
「やせたい人は
食べなさい」朗読会

読書の秋、その子先生の著書をピッ
クアップして、言葉や思いに触れなが
ら皆様とともに思い出を振り返ります。

14:00～15:1511 6 日

スポーツの秋！
高尾山でハイキング

紅葉を眺めながら、心もカラダもリフレ
ッシュ！ スタッフと一緒に、お店の外
で、楽しく過ごしましょう。ランチには、
いもパンのサービスも！

12:00～16:0011 16水

＊サンプロテクト ボディ＆フェイスまたは、
　UVホワイトヴェールをお買い上げの方限定
＊先着12名様まで
どちらもお問い合わせ・お申し込みは

銀座店まで

日頃のご愛顧に感謝を込めて、
人気の商品を大特価でご用意しました！

スーパーモイスチャークリーム エッセンス ステップ1&ステップ2
単品もお得にご用意しております

コーンポタージュ
2袋セット

トキノのり 2袋セット
5,840円→2,920円

チョコチップメロンパン
500円 1,600円 → 800円

お1人様3点限り食品
25,000円 → 17,500円

SONOKO GG 6本&1本
&荘水 1本セット
142,000円 → 98,000円

銀座店アニバーサリーフェア限定

さらにSOガチャのチャンス！
限定アイテムが当たるかも！？

お買い上げ金額に応じて
お好みのクリスマスアイテム
プレゼント！（数量限定）

11
18金 日20～ 11:00～18:00

最終日は17:00まで

お1人様1点限り

アニバーサリーBOX

銀座店限定

56,000円 → 30,000円

44,000円
お得

7,500円
お得

26,000円
お得

SONOKO GG 3本＆
荘水 1本セット
65,000円 → 48,450円

16,550円
お得

荘水 6本セット&1本
53,000円 → 31,500円

21,500円
お得

12 11日

SONOKO式フレンチを
着席スタイルでお楽しみい
ただきます。また恒例のビン
ゴゲームや、今回初めてパ
ントマイムのショーもご用意！

クリスマスパーティー
■開場 16：30～  ■開宴 17：00
■会場 メルキュールホテル銀座東京
■参加費 20,000円 お土産付
■ご予約 0120-88-7878
　　 　 （10：00～18：00 月曜定休）
　　 　 またはSONOKO銀座店店頭

18th
ANNIVERSARY

大阪会場

［会場］アパホテル名古屋錦11F ビルゴ
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

名古屋会場

［会場］大阪マルビル 大阪第一ホテル６F 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

●定例会 13：00～14：00
●販売会 14：00～16：30（受付終了）
●閉　場 17：00

大阪・名古屋
「定例会＆初売り」のご案内

1 14 土

1 日15

※受注発注につき、お届けは2月以降となります。

お得な目玉商品〈数量限定〉お1人様３点まで
チョコチップメロンパン 500円

※特別販売品はポイント付与の対象外となります。

※SOガチャ（SO CAFEのガチャガチャ）

単独発送
常 蔵 凍

会場でのみ販売

銀座店開店記念

高級白磁湯呑 荘
6,800円 No.137570
3,800円 No.137564

2客セット
1客
※オンラインショップではお取扱いしておりません。

&

&

銀座店限定

11 27日 12 18 日

メモリアルツアー 12/4（日）
場所：成田メモリアルパーク 会費：6,000円
■お問い合わせ・お申し込みは銀座店まで

& &

●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

7面

※価格はすべて税別です。　※写真はイメージです。



街が華やぎ、人と会う機会も増えるこの季節。いつもより輝く自分でいたいものです。
プレゼント付きの限定コフレで、特別な美しさを手に入れませんか？

華やぐ季節に、さらなる美しさのご準備を。

2016 クリスマスコフレ

自分好みの下地を選べるコレクション。
メイクアップコレクション
各10,000円

ライトアップBBタイプ
ピンク No.137429　オークル No.137430　ファンデーションの色をお選びください
● ライトアップBB

マイルドバスコレクション
9,000円 No.137425
● マイルドコンディショニングシャンプー
● マイルドボディシャンプー
● マイルドハンドソープ
● せっけん×3個
● クリアビニル・ワイドトート サイズ：約18×25.5×8cm

毎日のバスタイムに、素肌が喜ぶやさしさを。

ナチュラルメイク派のあなたに
BBクリーム＋ファンデで、薄付きのベースメイクが完成。

UVホワイトヴェールタイプ
ピンク No.137431　オークル No.137432　ファンデーションの色をお選びください
● UVホワイトヴェール【医薬部外品】

しっかりメイク派のあなたに
UV下地＋ファンデで、しっかりカバー力のあるメイクに。

● SONOKOファンデーション さっぱりタイプ（ピンクまたはオークル）
● リキッドアイライナーR（ブラック）
● アイカラー（ブラウン系）
● アイブロウペンシル（グレー）
● コンパクトハートミラー サイズ：約6×6×1.5cm

〈2タイプ共通〉

● サインズエッセンス 4g
● WB ホワイトニングエッセンス【医薬部外品】 4mL

● 3Dデザインセラム 2g
● リボンブラン・フラットトート サイズ：約33×27×1cm 

〈2タイプ共通〉

ベーシックコレクション
透明感としっとり肌。選んで理想のトータルケアを。

より透明感がほしい方に 大人肌のあなたに

WBタイプ 18,000円 No.137427 GGコスメタイプ 17,500円 No.137428
● WB ホワイトニングローション【医薬部外品】 170mL
● WB モイスチュアライジングミルク 120mL

● GG モイストローション 120mL
● GG デイ＆ナイトクリーム 30g

WBグランクリーム プレミアムコレクション
25,000円 No.137426

大人が求める肌へ、お手入れの総仕上げ。

● WB グランクリーム 45g
● WB トリートメントローション 20mL
● WB ホワイトニングエッセンス【医薬部外品】 4mL
● WB グランクリーム 4g
● リボンブラン・トート サイズ：約21×17.5×15cm

お得

3,800円
相当

お得

7,800円
相当

お得

8,200円
相当

お得

1,650円
相当

お得

4,622円
相当

※ポイント対象外 ※クリスマスコフレはすべて常温のみの配送となります。

※写真はWBタイプです。

※ライトアップBBまたはUVホワイトヴェールどちらかのセットになります。

期間・数量限定

お届け・店頭お渡し
11/1（火）～30（水）

12/2（金）～28（水） 14時

早期ご予約期間 オンラインショ
ップでは、早期
ご予約の商品は
単品でのご注
文・発送のみ承
っております。

プレゼント！

500
ポイント

11月中のご予約で
数量限定

8面

（通話料無料）
お電話注文 0120-88-7878
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  お問合せ　03-4335-7878

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
オンラインショップ

www.sonoko.co.jp
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