
大切な人たちとごちそうを囲む機会が増える年末年始。

華やぐ気持ちとは裏腹に、カラダに負担を

かけがちな季節こそ、カラダにやさしい食品で、

今年の疲れを癒し、来年の健康を願いたいものです。

SONOKOがお届けする年末年始のごちそうは、

吟味した素材で一品一品丁寧にお作りした

逸品ぞろい。日持ちやコスト抑制のための

食品添加物を一切加えず、伝統的な製法を用いながら

ノンオイル調理で仕上げました。

SONOKOならではの｢安心・安全｣という贅沢と

本物の美味しさをハレの食卓で、ぜひご堪能ください。

カラダ想いの安心仕立て。
ハレの季節限定、美味三昧。

1,500円
常 蔵 凍

120g

No.137610

北海道日高沖で旬にしか
獲れない希少な｢銀聖鮭｣を
生から加工し、旨みを凝縮。

北海道天然銀聖鮭
ワンフローズン
スモークサーモン

1,150円
常 蔵 凍

880g

No.137632

北海道産の魚介をたっぷり使用した、炊飯器
で手軽に作れるパエリアの素。海鮮鍋にも！

シーフードパエリアの素

4,800円
常 蔵 凍

200g

No.137590

黒毛和牛のもも肉を使用。
紀州備長炭で香ばしく
ジューシーに焼き上げた
極上の逸品。

黒毛和牛
ローストビーフ

2,500円
常 蔵 凍

1個

No.137602

油脂や香料などは使わずに、生チョコのよ
うな濃厚でリッチな風味に仕上げました。

ショコラノアール

1,500円
常 蔵 凍

2.5g・12ティーバッグ 〈ギフトBOX入り〉

No.137643

日本の水に合わせて複数の
アッサムとセイロンを調合。
香り高くまろやかな味わい。

ロイヤルブレンドギフト

常 蔵 凍2個入

広島県産の蒸し牡蠣とホワイトソース
を香ばしく焼いた風味豊かなグラタン。

国産牡蠣のまるごとグラタン

「12月のごちそう詰め合わせセット」に入っ
ています。また、「12月の朝昼間食セット
プラス」にプレゼントとして付いています。
詳しくは、ショッピングガイドP.5へ▶

※SONOKOセレクトは
　ポイント対象外期間・数量限定すべて

〈セット販売のみ〉

※オンラインショップでは、お取り扱いしておりません。
※製造工場から直送のため、単独・後日発送となります。
※ご注文後のキャンセル・返品・交換はできません。
※沖縄県など一部お届けできない地域がございます。
　詳しくはお問い合わせください。

4,667円 常 蔵 凍1個
No.137613

口どけの良いバニラアイスにフランボ
ワーズとチョコソースをオン。チョコク
ランチとシャルロット生地で包んだ、
あの贅沢な味わいが久しぶりに登場。
フランボワーズ・ショコラ・
アイスケーキ 送料￥0

単独発送

1面

VOL.273
2 016
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旨みが濃く、歯応えのある比内地鶏と秋田県産米
で作ったボリュームたっぷりのきりたんぽが楽し
めるセット。比内地鶏のガラスープを昔ながらの醸
造法で醤油で味付けした濃厚なコクの絶品スープ
にお好みの野菜を入れてお楽しみください。

北海道産ムラサキウニを
1粒ずつ丁寧に赤穂の天
塩のみで一夜漬けに。旬
のまろやかな甘みと旨み
をお楽しみいただけます。

常 蔵 凍No.137637

品質が安定している美
味しいカナダ産ズワイ
ガニを水揚げから90
分以内で素早く加工。
鮮度抜群です。

常 蔵 凍
500g 5,200円
ズワイガニの棒肉

No.137608

抗生物質不使用、非遺伝子組み換えの穀物
で肥育した豚肉は、ほのかに甘く、まろやか
なコクがあり、しゃぶしゃぶに最適です。

2,900円 常 蔵 凍

ももスライス200g・ローススライス150g・ごまだれ200g

No.137641

放牧豚しゃぶしゃぶ肉セット（ごまだれ付）

天然だしで下味をつけ、
具材の旨みを活かして
仕上げました。野菜が
バランスよく摂れる、
お正月にうれしい一品。

常 蔵 凍

200g 1,800円
お煮しめ

No.137614

こだわりの鶏肉と国産の
野菜を使用した、料亭の
ような上品な味わい。

常 蔵 凍

170g・1食分 550円
お雑煮の素

No.137599

プチプチと歯ごたえの良い数の子を、
SONOKOの醤油を用いたこだわり
の調味液で漬け込みました。独特の
食感とコクが味わえる逸品です。

常 蔵 凍

数の子 2本入 1,250円
No.137623

新鮮な秋鮭の卵を国産
有機醤油のみで漬け込
んだ、味わい深い一品。
高鮮度な天然イクラなら
ではの美味しさです。　

常 蔵 凍
150g 3,000円
活イクラの醤油漬け

No.137627

安心にも美味しさにもこだわった、年
「来年も健やかに過ごせますように」との想いを込めて。一品一品丁寧にお作りした、

年末年始の特別な食卓にふさわしい日本の伝統的な美味をお楽しみください。
※杵つき餅を除く

期間・数量限定

徳島県産の真鯛を一尾一尾丁寧に焼き上
げて、よりしっとりとふくよかな味わいに。
おめでたい席にふさわしい縁起物です。

常 蔵 凍

1尾 3,000円
国産天然真鯛の姿焼き

No.137611

山口県下関産の天然真ふぐをさっと炙ったタタ
キは身厚に引いているので、とらふぐに負けない
真ふぐの味を堪能できます。ぶつ切りはプリプリ
の食感と旨みが楽しめます。〆は雑炊で、ふぐの
美味しさを余すところなくお召し上がりください。

常 蔵 凍No.137649

450g 8,400円
真ふぐのタタキとチリセット

60g 2,600円
北海道産粒うに

常 蔵 凍4,700円 No.137645

きりたんぽ350ｇ・比内地鶏肉250g・比内地鶏スープ360g 3人前

美味しく
なって

リニューアル

本杵つきならではの粘りと
コシ、なめらかさが特長。
国産もち米100％使用。

常 蔵 凍

500g（10個・個別包装）

1,170円

杵つき餅

No.137592

％5 UP
ポイント

※杵つき餅は別売です。

※飾りは付いていません。

年末年始を美味しく、健やかに

きりたんぽ鍋セット

2面

（通話料無料）
オンラインショップお電話注文 0120-88-7878 www.sonoko.co.jp

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

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
 お問合せ　03-4335-7878

オンラインショップは、年末年始も
ご注文のみ承っております。



和歌山県産・奈良県産の
種無し柿をほどよく生干
しし、保存料・添加物を使
わずに加工。とろりととろ
けるような果肉が美味！

常 蔵 凍
150g 720円
あんぽ柿

No.137647

限られた漁期にオホーツク
海のみで獲れる、脂がのっ
て身がやわらかなにしんを
使った甘露煮です。「日本そ
ば」にのせて、にしんそばに。

常 蔵 凍
80g・2枚入 550円
トロにしん甘露煮

No.137618

函館産真昆布と北海道
産するめ、無漂白の数の
子を使用。数の子の食
感と昆布の自然な粘り
のバランスが絶妙。

イトヨリダイの旨みとプリッ
とした歯ごたえがお楽しみ
いただけるお正月の定番品。

常 蔵 凍

200g×3 3,600円
3セット

No.137605常 蔵 凍

200g 1,200円
蒲鉾

No.137617

国産の大根とにんじん
を丁寧に二度漬けして
味をなじませました。

常 蔵 凍
80g 500円
紅白なます

No.137630

良質な魚肉と鶏卵を使
い、職人がひとつひと
つ巻き上げた逸品。

常 蔵 凍
380g 2,800円
伊達巻

No.137586

SONOKOオリジナルの
おつまみ風ドライ仕立て
の田作りです。

常 蔵 凍

35g 730円田作り
No.137625

希少な丹波・篠山産黒豆を
使用。時間をかけて、ふっくら
つややかに煮含めました。

常 蔵 凍

120g 870円丹波の黒豆
No.137595

国産そば粉をブレンド。
挽きたての風味が味わえ
る生タイプ。

常 蔵 凍
120g・2食入 780円
日本そば

No.137596

調理例

末年始のごちそう。

常 蔵 凍
150g 800円
松前漬

No.137624

希少な国産水稲もち米を
用いた、お供え餅。上下一
体型で水引も付いている
ので飾り付けが簡単です。

常 蔵 凍No.137642

12/4
発売

160g 514円

有機米使用
一体型お供え餅白米

ぶどうのストレート果
汁100％の、まるでシャ
ンパンのような微発泡
ジュースです。

常 蔵 凍
各750ml
各1,100円

スパークリングジュース
赤ぶどう No.137638
白ぶどう No.137644

常 蔵 凍No.137636

180g 600円
鮭の昆布巻き

北海道産秋鮭を根室産
1等級の厚葉昆布と栃
木県産かんぴょうで巻
き上げました。おせちに
欠かせない逸品です。

ホクホクとした食感で甘みの強い徳
島県産の鳴門金時芋と、国産の栗を
使用してお作りしました。

330g栗入り金時芋のきんとん
No.137615 常 蔵 凍

3,900円 常 蔵 凍

肩ロースサイコロステーキ用200g・
ももスライス200g・割下300g

No.137619

飼育環境・方法にこだわっ
た上質な牛肉が400gも
入ったお得なセット。

未来十勝牛
サイコロステーキと
すき焼き用肉セット
（割下付）

3,000円

※　　　　 は、すべてポイント対象外です。

％5 UP
ポイント

国産の本葛粉をブレンドした、ほのかに甘み
のあるくず湯はカラダを芯から温めます。

常 蔵 凍

6個入×3 3,300円
3セット

No.137621常 蔵 凍

6個入 1,100円
くず湯

No.137646

％5 UP
ポイント

選りすぐり SONOKO　　　

お電話注文・
オンラインショップ
12/6～お届け

●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



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・
焼きフライ（コロッケ）・ショコラリッチ…他

会食の機会が多い年末年始は、知らず知らずのうち

に油や食品添加物を摂り過ぎてしまう傾向に。一般

的なおせち料理には、日持ちや見た目を良くするため

に食品添加物が使用されることが多く、また、おせちに

欠かせない蒲鉾など、一見、油不使用と思われる食

品にも油が使われています。SONOKOでは、素材そ

のものが持つ油分を活かしたノンオイル調理を徹底。

吟味した原材料を用い、素材の持つ旨みやコクを手

間ひまかけて引き出したカラダ想いのご馳走をお作り

しています。

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

おせち重入り1週間グルメセット

おせち重

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。新商品
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.137652
常 蔵 凍

※オンラインショップではお取り扱いし
　ておりません。

クリスマスのディナー、新春の祝い膳もカラダ想いの逸品を。この季節ならではの美味に、皆の笑顔がはじけます。
聖夜とお正月、慶びのテーブル

SONOKOのおせちは、素材にこだわり、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

18,000円 No.137654 常 蔵 凍

スペシャル
特典

お正月の食卓に映える、鯛の尾頭
付き。味の良さで知られる徳島
県産の真鯛を用い、よりふっく
ら、しっとりと焼き上げました。

国産天然真鯛の姿焼き

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

年末年始こそ
ノンオイルが
おすすめです。

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。新商品の
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。

22,000円 No.137653 常 蔵 凍

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。

海の幸
マカロニグラタン

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

NEW

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

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・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・焼きフライ（コロッケ）・日本そば…他

NEW

リニューアル

期間・数量限定
お届け・店頭お渡し

12/2（金）～28（水） 14時

または

※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。
※年内お届け最終受付：12/25（日）16時まで（北海道・九州・沖縄県等は12/24）
※年末年始の営業については、ショッピンガイド裏表紙をご覧ください。

「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。

28,000円

おせち重
肉づくし二の重付き

完売御礼

4面

（通話料無料）
オンラインショップお電話注文 0120-88-7878 www.sonoko.co.jp

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

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
 お問合せ　03-4335-7878

オンラインショップは、年末年始も
ご注文のみ承っております。



とってもお得！自分好みの下地が選べます。
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.137664　オークル No.137665　ファンデーションの色をお選びください

マイルドバスコレクション
9,000円 No.137663
● 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

家族みんなが大満足！ 肌にやさしいバスアイテム。

ナチュラルメイク派のあなたに
ＢＢクリームの上にファンデをブラシでのせることで、
透明感のある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.137667　オークル No.137666　ファンデーションの色をお選びください

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。

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.137661 GGコスメタイプ 17,500円 No.137662
● 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
● 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 

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

WBグランクリーム プレミアムコレクション
25,000円 No.137660

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

7,800円
相当

お得

8,200円
相当

お得

1,650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

※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。

街の華やぎに心躍り、人に会う機会が増えるこの季節は、美しさを磨く絶好のチャンスです。
プレゼント付きの限定コフレで１年頑張った肌をいたわり、さらなる輝きで新年を迎えましょう。

自分へのご褒美に、あれこれ試せる贅沢コスメを。

2016 クリスマスコフレ
期間・数量限定 ※年内お届け最終受付：

12/25（日）16時まで
（北海道・九州・沖縄県
等は12/24）

お届け・店頭お渡し

12/2（金）～28（水） 14時

お得

3,800円
相当

サンプル

お得

4,622円
相当

サンプル

● ライトアップBB ● 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

● UVホワイトヴェール【医薬部外品】 ● 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

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。



ライトアップＢＢは化粧が下手な私でも、ムラなくキレイに
つけられます。その上にフェイスパウダーをつければ自然
な白さに仕上がります。ナチュラルな色味で日焼け止め
効果もあるので気に入っています。

（愛知県 神谷里美さん）

光光を味方にした多機能ＢＢＢＢクリーム
初めてSONOKOの「あま酒」をいただきましたが、ほん
のりとやわらかな香りとやさしい甘さで大変おいしくいただ
きました。このように上品な甘酒をいただいたのは初めて
です。友人にもぜひ、紹介したいと思います。

（愛知県 満園茂徳さん）

友人にもすすめたい、あま酒人にもすすめたい、あま酒皆様から
お寄せいただいた寄せいただいた
お声を紹介お声を紹介いたしまたします。

これらの体験には個人差があります。SONOKOのご提供する食品、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。 
皆様のご投稿をお待ちしております！

常 蔵 凍

あらいぐまシリーズ
６点セット
7,200円 No.137668

％5 UP
ポイント

ハウスクリーニング4点セット

12月限定プレゼント

352g・16個  680円 No.014217 常 蔵 凍

ミニフルーツゼリー りんご

国産牛肉の旨みと
具だくさん野菜と焼麩の
甘みがおいしい待望の一品

国産りんご果汁の
自然な味わいと口溶けの
良さにこだわりました

ご要望の多かった携帯できる間食が新たに登場。
国産のりんご果汁の自然な甘さを活かしたゼリー
をひと口サイズに仕上げました。

たっぷり魚介がうれしい
とろ～りなめらかな
グラタンをあつあつで

国産の牛肉と4種類の国産野菜に焼麩を加えた、
食感も楽しい牛すき丼。みりん、しょうゆ、砂糖ベースの
甘辛いたれがしみこみご飯によく合います。

120g  750円  No.013369 常 蔵 凍

牛すき丼

1,000ポイントプレゼント！

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

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

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

安全、安心とうたっている食器用洗剤をいくつも試し
ましたが、この食器用せっけんはしっかり落ちました。
手肌にもやさしくて大満足。（スタッフ：A.S.）

今までも石けんベースの洗剤を使ってきましたが、
諦めていた汚れ落ちがこの製品だとすっきりキレイに！
オレンジの香りも気に入っています。（スタッフ：Y.O.）

「毎日使うものだから、安心・安全なことはもちろん、汚れ落ちも満足できる、『本当にいいもの』
にこだわりたい」。そんな想いを受け止めて、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。洗浄成分は植物オイル100％の純石けんのみ。合成
界面活性剤などを使わずに天然由来成分をバランスよく配合し、余分な添加物は加えず
に、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。

VOICE

ひと足お先に試してみました！ひと足お先に試してみました！

肌にも、地球にも、やさしい。
なのに、この洗浄力。

無添加酸化防止剤
人工甘味料

期間・数量限定

あらいぐま
シリーズ

純石けんの
やさしいクリーナー

海の幸マカロニグラタン

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。添加物不使用のチキンコンソメでコクをプラス。
「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」に入って
います。詳しくは本誌4面とショッピングガイドP.4をご覧ください。

300g 　　　　　〈セット販売のみ〉常 蔵 凍

6面

（通話料無料）
オンラインショップお電話注文 0120-88-7878 www.sonoko.co.jp

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

Shop 営業時間（月曜定休） 銀座店 11 :00～19:30 
 お問合せ　03-4335-7878

オンラインショップは、年末年始も
ご注文のみ承っております。



6,000円
お得

80,470円
相当

66,000円
相当

1,200円

白いカレー
セット

12 16金 日18～お楽しみ付き販売

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

12 11日

SONOKOの食材を使用し
た、この日限りのノンオイルの
フレンチメニューをお楽しみ
いただけます。今回初めてパン
トマイムのパフォーマンスも！

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

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
お得な目玉商品〈数量限定〉
チョコチップメロンパン 500円

銀座店のご案内

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。
白は純真無垢を意味し、高貴で清 し々いイメージを人に与えます。
鈴木その子の十七回忌にあたり、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彼女の想いをあらためてお届けします。

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

予約受付：12/27（火）まで
※受注発注につき、お届けは3月以降となります。

単独発送
常 蔵 凍

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。

鈴木その子 十七回忌記念

〒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

12/14（水）2F 14：00まで　12/17（土）2F 18：00まで
12/18（日）2F 11：00～18：00 2Fのみ会員様貸切営業　

1,200円

ローストチキン
セット

12 16金 水28～12 1木 木15～

1日各10食限定 
12月 限定プレート トキノ会定例会

お1人様３点
ま
で

12

12 1 15木 ～ 木

年末SONOKO宝くじ
1万円（税別）お買い上げごとに、
豪華景品が当たる「ラッキーくじ」がもらえる！

サプリメント5点＆GG エッセンスセット

2等

1等

ボディ＆ヘアケアセット

リップトリートメントR 2本セット

エッセンス ステップ１ ＆
サプリ・食品セット

１等前後

WBシリーズ 6点セット

SONOKO GG ＆
WB グランクリームセット

40,400円相当

29,500円相当

5,000円相当

当選発表＆
景品交換

1 3 5火～ 木

トキノのり2袋セット
5,840円→2,920円
ホワイティ 2本セット
3,000円→1,500円

SONOKO GG
20,000円 →
14,000円

※セット詳細は銀座店までお問い合わせください。

2017年も、美味しいもの、お得なものを取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。

※お得な10万円福袋もご用意しております。 ※お1人様1点限り ※なくなり次第終了

3万円 5万円1万円 大変お得な商品が盛りだくさん！

銀座店限定 新春セール

＋

新春サプリメントセット
（SONOKO GG1本+素ドリンク 透・月 各1箱）

31,600円 → 22,120円

※お1人様1点限り ※お1人様1点限り ※お1人様1点限り

会員様貸切営業 ※SO CAFEは休業させていただきます。

※お1人様1点限り

※お1人様2点限り※お1人様2点限り※お1人様2点限り
※どちらもお1人様3点限り

2,400円
お得

荘水
8,000円 →
5,600円

12,000円
お得

9,480円
お得

SONOKO G.Gロゼ
3本セット
40,000円 →
28,000円

3,000円
お得

サインズエッセンス
10,000円 →7,000円

3,900円
お得

GG エッセンス
13,000円 →9,100円

7,500円
お得

スーパーモイスチャークリーム
25,000円→17,500円

※ほか10等まで。詳しくは銀座店までお問い合わせください。

新年初売り1 3 火 11:00～17:00

サプリ＆化粧品
対象商品

30%OFF

他にも
イベント
盛りだくさん

3等

4等

5等

45,000円
相当

■ 新春福引
■ あま酒＆祝餅
■ 特製豚汁配布
■ 新春公演VTR上映
■ SONOKO製品詰め放題コーナー

新春恒例の福引。景品には10％OFFチケットも！（有効期限1月末）
あま酒と祝餅を無料で配布！
初売り限定SO CAFE特製豚汁を無料でご用意。
新年を健やかに過ごすために。鈴木その子公演VTRを1Fにて上演。
1回限定1,000円で詰め放題！（製品はお楽しみ）

銀座店限定

銀座店限定 SONOKO開運福袋2017

予約受付は
今月まで

ピックアップ

ピックアップ

食品
対象商品
50%OFF

当日ご購入分のうち、冷凍・冷蔵品はご配送のみとなります。 他にも多数取り揃えております。

日18 1 日29

●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。

7面



Ⓐ Ⓑ

鈴木その子鈴木その鈴木その子
十七回忌記念
最期の講演

毎年ご好評をいただいている「開運福袋」を、今年も数量限定でご用意いたしました。10万円以上の福袋には、
創業者・鈴木その子の最期の講演を収めた特別DVDが入ります。どうぞ、お早めにご注文ください。

鈴木その子
秘蔵写真
卓上カレンダーが
お1つ入ります！
※1万円福袋には付きません。

鈴木その子の十七回忌を記念して、トキノ会定例会
での、鈴木その子の最期の講演を初めてDVDにいた
しました。そこには鈴木その子の卓見と理論の真髄が
余すところなく網羅され、遺言ともいえる講演となり
ました。いつもお傍で皆様の人生の道標にしていただ
けるようにと願ってお作りしました。

鈴木その子 十七回忌記念〈最期の講演 2000年9月30日 特別DVD〉

選りすぐりの
ジュエリーから
お好みの一品を
お選びいただけます。
SONOKO製品も
お入れした
あなただけの
福袋です。

【Ⓐリング】サイズ/6号～16号、アコヤ真珠：約4mm＆8mm、品質/宝石部分：アコヤ真珠、
地金部分：K18ホワイトゴールド　【Ⓐブレスレット】サイズ/チェーン：約20cm（3cmの
アジャスター含む）、アコヤ真珠：約7～7.5mm、品質/宝石部分：アコヤ真珠、地金部分：K18
ホワイトゴールド 【Ⓑネックレス】サイズ/チェーン：約40ｃｍ、品質/宝石部分：ダイヤモンド
（0.20ct）、地金部分：ピンクゴールド

【Ⓐペンダントトップ（猫）】サイズ/約3.3×2cm、品質/宝石部分：カメオ、
地金部分：イエローゴールド　【Ⓑペンダントトップ（馬）】サイズ/約3×2cm、
品質/宝石部分：カメオ、地金部分：イエローゴールド 【Ⓒネックレス】サイズ/
チェーン：約40cm、トップ部：約1.5×1.5cm、品質/宝石部分：ブルートパー
ズ、アイオライト、ホワイトトパーズ、地金部分：ホワイトゴールド 

宝飾入りミックスはⒶⒷのいずれかをお選びいただけます

Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

開運福袋SONOKO
2017

鈴木その子先生が皆様にお選びする品の
基準は「本物の輝きを放つ価値ある一流
の品」です。幸運にも私はそのお手伝い役
を担わせていただき、先生の真剣な品選
びの気迫を目の当たりにしてきました。そ
の先生の姿を思い起こしながら、私も皆様
のご希望に叶う逸品をお選びいたします。

鈴木その子外商担当時代

私がオススメ
いたします
販売スタッフ 根岸

●ミックス
　（サプリメント、
   食品、化粧品）
     

●宝飾入りミックス
　（サプリメント、
   食品、化粧品）
     

●化粧品
     No.137579

●ミックス
　（サプリメント、
   食品、化粧品）
     

●宝飾入りミックス
　（サプリメント、
   食品、化粧品）
     

●化粧品
     No.137576

※鈴木その子秘蔵写真卓上
カレンダーは付きません。

●食品

No.137573 常 蔵 凍

数量限定

1万5千円相当

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定

約20万円相当以上

常 蔵 凍

数量限定

約10万円相当

常 蔵 凍

数量限定

約5万円相当

お申し込み受付期間

12/1（木）～15（木） 

送料・代引手数料無料
※ポイント付与・ご利用の対象外となります。
※福袋は性質上、返品・交換できませんので
何卒ご了承ください。
※オンラインショップでは、宝飾入りミックス
福袋はお取り扱いしておりません。

※お届けは新年1月2日（月）です。
※アクセサリーは福袋とは別送で後日お届けいたします。

常 蔵 凍

期待以上の
おたのしみ！

Ⓐはアコヤ真珠を配したブレスレットとリング。カジュアル、エレ
ガント、どちらの装いにも。Ⓑは人気のピンクゴールドとダイヤ
をあしらい、女性らしい首元を演出します。

創業者・鈴木その子が愛したカメオは猫柄Ⓐと馬
柄Ⓑをご用意しました。Ⓒはブルー系半貴石をあし
らった華やかなネックレス。

【ⒶⒷネックレス】サイズ/チェーン：約40cm、トップ部：約縦12×横6mm、
品質/宝石部分：ダイヤモンド（0.01ct）、地金部分：ⒶK10ホワイトゴールド、
ⒷK10イエローゴールド   【Ⓒペンダント】サイズ/チェーン：約40ｃｍ、トップ
部：約縦17×横10mm、品質/宝石部分：ミスティックトパーズ、ホワイトト
パーズ3石、地金部分：シルバー925 ロジウムメッキ

プチペンダント（Ⓐホワイトゴールド、Ⓑイエローゴ
ールド）は繊細な愛らしさが魅力。Ⓒはミスティック
トパーズが神秘的です。

お一人様1点限り
3万円以上の福袋と同時購入できます

お一人様いずれか1点限り

ⒶK18WGアコヤ真珠ツインパールリング
　＆ K18WGアコヤ真珠ブレスレット
ⒷK18PGダイヤネックレス

宝飾入りミックスはⒶ～Ⓒのいずれかを
お選びいただけます
Ⓐ　　　　  K18カメオペンダントトップ（猫）
Ⓑ　　　　  K18カメオペンダントトップ（馬）

宝飾入りミックスはⒶ～Ⓒのいずれかを
お選びいただけます
ⒶK10WGダイヤネックレス
ⒷK10YGダイヤネックレス
Ⓒ5ｃｔミスティックトパーズペンダント

No.137577 No.137574

No.137578 No.137575

数量限定

●宝飾入りミックス

No.137582    　　　　　

カレンダーDVDDVD・
カレンダー入り

カレンダー カレンダー

●宝飾入りミックス
　（サプリメント、食品、化粧品）
     No.137581

●ミックス
　（サプリメント、食品、化粧品）
     No.137580

カレンダーDVDDVD・
カレンダー入り

数量限定

●宝飾入りミックス

No.137583　　　　　　

カレンダーDVDDVD・
カレンダー入り

カレンダー入りカレンダー入り

数量限定

●宝飾入りミックス

No.137584　　　　　　

カレンダーDVDDVD・
カレンダー入り

数量限定

●宝飾入りミックス

No.137585　　　　　　　

カレンダーDVDDVD・
カレンダー入り

数量限定
数量限定

Ⓒアイオライトトパーズネックレス

約15分
出演：鈴木その子
※デザインは変更の
可能性がございます

（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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