
スペシャルブレンド
ドリップバッグ
コーヒー新登場

手軽に本格の味わい！
後味軽やかな浅煎りタイプ

麹の風味が生きている
生味噌

SONOKOの逸品
母を想いながらつくり上げた画期的製品
ノンオイル中華総菜

SONOKOのこだわり
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■ 1回のご注文金額（税別）が対象となります。銀座店では、1日のお買い上げ金額の合算が対象となります。  
■ポイントを利用した場合もプレゼントの対象となります。
■オンラインショップもプレゼント対象です！ 
■以下はプレゼント対象外です。  ○定期便などのご予約品  ○単独発送となる別送品（ご予約販売品） ○先様送りギフト  
○浄水器本体　○浄水器工事費、メンテナンス費  ○寝具など一部のSONOKOセレクト品…他　
※詳しくはお電話にてお問い合わせください。

4万円お買い上げ毎に
ごと

ノンオイル調理
なのにしっとり！
人気の

キャラメル味。
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鈴木その子が著書『やせたい人は食べなさい』

を世に送り出し、一世を風靡してから40年。

当時、カロリーを減らすのが常識とされ、控

えるのがよしとされたご飯を主食に、１日３

食きちんと食べるというS O N O K O式

は、一大センセーションを巻き起こしまし

た。特徴的だったのは、我慢や苦痛と

は無縁に、主食をしっかり食べて無理な

く実行できる点。３食の食事についても

日本食の素晴らしさを唱え、「人間の生体に

合った食事をバランスよく摂っていれば、健康で

いられる」「ご飯食こそ、最高の健康・美容食」

とし、美味しいものをたくさん食べて、キレイになる

ことを目指し、独自の食養理論と調理法の追求

でSONOKO式献立の開発に至りました。

そもそも「スッキリすることは“健康になる”のが目的。

幸福になるための手段であり、美しい自分でい

ようという気持ちが大切」と語った鈴木その子。

そのために提唱したSONOKO式ですが、40年

経た今、新たに見直されています。鈴木その子

の想い、処方を変わらず受け継ぎ、さらに美味

しく進化したS O N O K O式献立で、皆さんも

ぜひ美味しいものを食べながら、健康的にキレイ

になりましょう！

これが元祖！我慢しない食事法これが元祖！我慢しない食事法
やっぱり凄い S O N O K O式やっぱり凄い S O N O K O式

ご家族やお友達と
一緒に、２週間の
継続実行がおすすめ！

ご家族やお友達と
一緒に、２週間の
継続実行がおすすめ！

SONOKO式献立は和洋中＋パンをバランスよく

組み合わせる、夕食には食べ応えのある主菜を

加えるなど、楽しみながら続けていただけるよう、

心の満足感にも配慮してメニューを考案していま

す。仲間とモチベーションを共有しながら、まずは

２週間トライしてみましょう！

メニューの味、種類、量感、
そして結果に大満足！
メニューの味、種類、量感、
そして結果に大満足！

今月限りのお得な同時購入特典

▶詳しくは16面へ

▶詳しくは8・9面へ

4月の１週間グルメセットA・Bの同時購入で その子ちゃん献立セットと
すっきりスターター献立セットの
同時購入で

SONOKO GG 50粒入

プレゼント！
新発売・
ドリップバッグコーヒー

2,956円もお得に！

「バラエティーに富んだメニューが多く、特に
夕食は豚カツやハンバーグなどボリュームが
あってとても満足しました。甘いものが好きなの
で、間食にお菓子があったのも毎日の楽しみ
に。湯煎すればOKなものが多いのも魅力。
１週間たった頃から夫の表情がよくなっている
ことに気づきました。始める前は３ヶ月で３kg
増え、カラダが重い感じだったのですが、献立
後はカラダの中からスッキリして、着ていたもの
を１枚脱いだように軽くなりました」(妻)

「好物の揚げ物風のメニューが多く、ご飯を
たくさん食べられるので、思ったよりも満足
度が高かったです。食事管理が目的なの
で味は期待していませんでしたが、どれも
美味しくてまた食べたいと思いました。ご飯
の量がいつもよりかなり多かったので、こん
なに食べて大丈夫かなと最初は思いまし
たが、まったく問題なく、この食習慣を維持し
ていきたいと思いました」(夫)

まずは、

加藤 隆士・順子ご夫妻

夫婦で
２週間トライ！

42,000円 No.148147

29,564円

▶

26,608円
No.148154

4月の1週間グルメセットA
21,000円

4月の1週間グルメセットB
21,000円

特典1

特典2

すっきりスターター
献立セット

13,334円  

その子ちゃん
献立セット

16,230円  

今、見直さ
れて

います！

※写真はイメ-ジです

※体験には個人差があります

一緒に実行しませんか
？ ４月の献立セット２週間分をご購入いただき、一緒に実行して

銀座店のティーパーティーで献立体験談を話し合いませんか？

OFF
10%

2面

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）  ※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です常 蔵 凍

（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



鈴木その子が著書『やせたい人は食べなさい』

を世に送り出し、一世を風靡してから40年。

当時、カロリーを減らすのが常識とされ、控

えるのがよしとされたご飯を主食に、１日３

食きちんと食べるというS O N O K O式

は、一大センセーションを巻き起こしまし

た。特徴的だったのは、我慢や苦痛と

は無縁に、主食をしっかり食べて無理な

く実行できる点。３食の食事についても

日本食の素晴らしさを唱え、「人間の生体に

合った食事をバランスよく摂っていれば、健康で

いられる」「ご飯食こそ、最高の健康・美容食」

とし、美味しいものをたくさん食べて、キレイになる

ことを目指し、独自の食養理論と調理法の追求

でSONOKO式献立の開発に至りました。

そもそも「スッキリすることは“健康になる”のが目的。

幸福になるための手段であり、美しい自分でい

ようという気持ちが大切」と語った鈴木その子。

そのために提唱したSONOKO式ですが、40年

経た今、新たに見直されています。鈴木その子

の想い、処方を変わらず受け継ぎ、さらに美味

しく進化したS O N O K O式献立で、皆さんも

ぜひ美味しいものを食べながら、健康的にキレイ

になりましょう！

4月から１年かけてスッキリしませんか？
3ヶ月に1度の4週間完全実行献立セットで

これが元祖！我慢しない食事法これが元祖！我慢しない食事法
やっぱり凄い S O N O K O式やっぱり凄い S O N O K O式

SONOKO式の特徴SONOKO式の特徴

副菜の海藻類で
ミネラルを補給
副菜の海藻類で
ミネラルを補給

１日の始まりは
昆布水から
１日の始まりは
昆布水から

食事のはじめは
煮豆から
食事のはじめは
煮豆から

主食がメイン主食がメイン

2回連続購入で

3％OFF
数量限定 お電話注文・銀座店限定 常 蔵 凍

4月の4週間完全実行献立セット

78,000円 分割19,500円×4回4週間で合計
※お届け日は、ご注文日・お届け地域によりご希望に沿えない場合がございます。何卒
ご了承ください。※原則的に途中キャンセルはできません。やむを得ず途中キャンセル
された場合は実費をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。 

※2017年から継続購入されている方も、引き続き割引きの対象になります。 ※対象月であれば、いつからでも始めていただけます。 ※連続購入が途切れると、割引率は0％に戻ります。

送料￥0
単独発送

■1週間ごとに送料・
代引手数料無料で
ご希望日にお届け
いたします。

スペシャルブレンド 
ドリップバッグコーヒー 
（10g×10袋） 1個

ショコラリッチ 1個 トーストクリーム 4個

ご希望の飲み物のタイプをお選びください

コーヒータイプNo.148140 ほうじ茶タイプNo.148141

●毎朝の必須アイテム！ 「昆布水のもと」 ●エネルギー補給
として大切な「間食」「夜食」 ●からだのリズムをサポート
「のり」 ●ミネラルたっぷり「わかめ」

下記のアイテムも入っています。

お申し込み
受付期間

4/1（日）～10（火）

第1週
4/2（月）～16（月）
の間でご希望日をお選びください。
※北海道・九州・沖縄県等一部地域は4/3（火）～

お届けは

焼きフライ（メンチカツ） 北海の恵みごちそう丼 焼きフライ（エビフライ）ノンオイル中華 海老チリソース

中華風鶏のうま煮 タンドリーチキン 焼きフライ（一口ヒレカツ）海の幸マカロニグラタン

第2週

第3週 第4週

検診も良好になり、

活力もアップ！
昨年、主人の検診結

果が

心配で４週間献立を
実

行。2ヶ月で変化を感
じ、

今年の検診ではす
べて

クリアに！
茨城県 伊藤ゆう子

様

価格割引がうれしい。プレゼントも楽しみ
サプリも併用したいので、すべて入った無駄のない
このセットは続けやすい。メニューも豊富で楽しく
実行中。

福岡県 井坂裕美様

お客様のお声

★ごはん、つけあわせのキャベツ、調味料、スパイスはご用意ください。★ご実行の悩みや疑問点などをご相談ください。SONOKOスタッフがサポートいたします。

計35食×4週分
3食＋間食・夜食×7日分
朝 昼 間 夕 夜

召し上がり方の一例
〈メニュー表〉付

4/8（日）～22（日）
の間でご希望日をお選びください。
※北海道・九州・沖縄県等一部地域は4/9（月）～

お届けは

4/15（日）～30（月・振休）
の間でご希望日をお選びください。
※北海道・九州・沖縄県等一部地域は4/16（月）～

お届けは
4/22（日）～5/8（火）
の間でご希望日をお選びください。
※北海道・九州・沖縄県等一部地域は4/23（月）～

お届けは

続けるほどお得な
継続割引

今月から始めれば、

2,340円お得！
4月から始めると7月は

3回連続購入で

5％OFF
3,900円お得！
4月から始めると10月は

4回連続購入で

10％OFF
7,800円お得！
4月から始めると2019年1月は

1年間で
なんと！

合計14,040円も
お得！！

１日３食、規則正しく食べることでカラダのリズ
ムを整えます。また空腹の時間をあまりつくらな
いために、昼食と夕食の間の間食、寝る前の夜
食を必ず摂るのもSONOKO式の特徴です。

規則正しく３食+間食規則正しく３食+間食
カラダに負担をかけず、スムーズな
エネルギー補給に欠かせないご飯
はSONOKO式食事法の要。１日３
食、適量を摂ることが大切です。

ミネラルを豊富に含むのり
や昆布などの海藻類は、

カラダのリズムを
ケア。イキイキし
たカラダづくり
のためにも積極
的に摂ります。

朝一番に昆布水を飲むこ
とで、カラダのリズムを活

性化するミネラル
が摂取でき、毎
朝のスッキリを
サポートします。

ご飯よりスピーディーにブドウ
糖ができあがる煮豆は、より

円滑なエネルギー
摂取を助けると
SONOKOでは
考えています。

本気のあな
たに

今シーズン
最後

キャンペーン対象月 ：2018年4月・7月・10月・2019年1月

※体験には個人差があります

たくさんの方がチャレンジしています！

たくさんの方がチャレンジしています！

たくさんの方がチャレンジしています！

たくさんの方がチャレンジしています！

※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです

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。

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
①送料全国一律780円（1箱につき）　②代引手数料300円（1箱につき）　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



常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです） 常 蔵 凍 ※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です

・SONOKO GG180粒×3本
・荘水 35ml

SONOKO GG 3本セット+荘水1本

57,000円
No.148196

常 蔵 凍

50ml×10本
GG デイリーブースター 1箱（10本）

4,000円No.031028 常 蔵 凍
35ml×3本
荘水 3本セット 24,000円

No.148198

常 蔵 凍

滞りがちなリズムを整え
るため、カラダにとってな
くてはならない水に着
目。カラダのバランス調

整に大切なミネラルを配合した液状タイプ
のサプリメントが、若 し々く健やかなカラダづ
くりをサポートします。

年齢とともに低下していくエ
ネルギーサイクルを根本から整えて、GGのパワ
ーが十分に発揮されるようアシスト。しっかりと活
力を与え、カラダのリズムを高めて、さまざまな環
境からカラダを守ります。

カラダのリズムを土台から支え、コンディションを高めるサプリメントたち。
毎日しっかり摂ることで、我慢のない笑顔のスッキリを効率的にサポートします。
カラダのリズムを土台から支え、コンディションを高めるサプリメントたち。

毎日しっかり摂ることで、我慢のない笑顔のスッキリを効率的にサポートします。

SONOKO式を補完する強い味方です

栄養を
取り込む力を補い
リズムをアップ

より大切になる
ミネラルを
効率よく補給食事量が

減る方の
活力もアップ

今、注目の脳内物質に着目し、良質なホタテ・
プラズマローゲンを配合。DHAやEPAを豊
富に含み、知的健康をサポートします。心もカ
ラダも健やかに、笑顔で暮らすために大切な
冴えとひらめきに働きかけ、クリアな毎日を応

援します。リフレッ
シュを後押しして
ボディメイクもより
スムーズに！

献立にプラスすることで、ポジティブにボディメイクを

※オンラインショップではお取扱いしておりません

常 蔵 凍

能活生活

7,000円
30粒 No.035001

のうかつせいかつ

GG デイリーブースター 50ml×5本GG デイリーブースター 50ml×5本

SONOKO
通販スタッフ
大石

朝スッキリせず、ぼんやりすることも多くなっ
ていたのですが、朝晩１粒ずつ飲み始めて１週
間目から変化を感じるように。朝の目覚めか
ら調子がよく、気分がスッキリしたことで、気
持ちの負担が軽くなり、とても前向きになりま
した。テキパキ動けるようになり、物事に対す
る反応もスピーディーに。SONOKO式と合わ
せて発売以来ずっと愛飲中です。

Report

※体験には個人差があります

カキ肉エキスが、乱れがちに
なったカラダのリズムへアプロ
ーチ。栄養を取り込む力の
弱った方には、食事のエネルギーを効率的に取り
込み、コンディションをアップ。イキイキとした毎日へ。

毎日習慣
1日1～2本

毎日習慣
1日1～2粒

※ポイント対象外

％5 UP
ポイント

＋1,200ポイント

さらにプレゼント！

実行中の

荘水
まるごと
1本分お得！

実行中に

実行中に

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



常 蔵 凍※温度帯の表記のない化粧品はすべて※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです　

SONOKO式を補完する強い味方です
食事やサプリメントでカラダのベースを整えたら、外側からのケアもしっかりと。

年齢によるお悩みもSONOKOでケアして、顔もボディも髪もずっとキレイを楽しみましょう。

年齢別のお悩みもSONOKOで解決！

40代に入って感じたフェイ

スラインや目元の悩み。毎

日「３Dデザインセラム」で

お手入れを始めたら、手

で触れた感触に変化が！

「アイトリートメント」で明る

い目元をキープ中です。

60代のお悩み

ハ
リ
・コ
シ
不
足
を
解
消
。

ふ
っ
く
ら
ツ
ヤ
髪
に
羨
望
の
眼
差
し
が
！

50代のお悩み

ボ
デ
ィ
の
乾
燥
、ハ
リ
不
足
を
ケ
ア
し

香
り
で
心
身
と
も
に
リ
フ
レッ
シ
ュ

40代のお悩み

メ
イ
ク
で
は
隠
し
き
れ
な
い
重
力
対
策
に
！

フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
、目
元
が
ピ
ン
ッ
！

アイトリート
メント
15g No.148166

7,000円

％3 UP
ポイント

バスエッセンス
ブーケ

120mL No.148165

2,800円

３Ｄデザインセラム 2g３Ｄデザインセラム 2g

３Ｄデザインセラム 2g３Ｄデザインセラム 2g３Ｄデザインセラム 2g３Ｄデザインセラム 2g

GG ディープケア
トリートメント 2セット
200g×２ No.148163

9,000円

％3 UP
ポイント

GG ディープケア
シャンプー 2セット

480mL×２ No.148162

7,800円

GG ディープケア
ヘアパック 2セット
180g×２ No.148164

9,000円

いい香りに癒される「バス

エッセンス ブーケ」で入

浴後、「３Dデザインフォ

ーボディ」でケアするよう

になってから肌はしっとり、

さらにハリとツヤもアップ！

もう手放せません。

くせ毛に加え、50代からはハリ・コシ不足も悩

みでしたが、「GG ディープケアシリーズ」を使

うようになり、以前のようなふん

わりボリュームが復活しました！

GG ディープケア
シャンプー 28mL
GG ディープケア
シャンプー 28mL

GG ディープケア
シャンプー 28mL
GG ディープケア
シャンプー 28mL

あなたの
お悩みは？

3Dデザイン
セラム
30g No.148160

9,000円
定期便対象品

3Dデザイン
フォーボディ
200mL No.148161

7,000円
定期便対象品

睡眠中もカラダは一生懸命働き、美し

く生まれ変わるための作業を行ってい

ます。そのため睡眠不足では、やせにく

くなるといわれています。しっかりとした

睡眠をとるためには、心身のコンディ

ションを整え、穏やかな時間を過ごすことが大切に。心地よくリフ

レッシュすることで、翌朝の元気に差がつきます。

よりよい眠りで美しく！ 上質な休息＊で、さらに美しく

おへそを中心に時計
まわりに円を描くよ
うになじませ、みぞお
ちから脚のつけ根へ
流します。

フェイスライン全体
を引き上げ、こめかみ
で３秒間押さえます。

銀座店スタッフ
平野婦美子

会員歴26年
木村佳代様

銀座店スタッフ
竹内洋子

＊カラダをいたわること

常 蔵 凍

鈴木その子は30年以上前から休息＊の大切さを
説いてきました。「素ドリンク 月」には、ETAS®(ア
スパラガス抽出物)など心身の調子を整え、リフ
レッシュする成分を配合。１日の終わりに飲むこと
で、深い休息＊と休息＊中の「美造」を叶えます。

素ドリンク 月
500ml No.015094

5,500円 常 蔵 凍

素ドリンク 月（スティックタイプ）
8g×30包 No.015916

5,800円

エキス

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。

780円



常 蔵 凍

リニューアル

おすすめ！ 情報新 商 品

常 蔵 凍

鈴木その子が「煎り方」「豆の比率」に
吟味を重ねたこだわりのコーヒー。爽や
かな酸味を持つアラビカ種と、色と苦み
のあるロブスター種を7:3の最適な割
合でブレンド。厳選した6種類の豆の風
味を最大限に活かすため、豆ごとに焙
煎方法を変えてブレンドしました。浅煎
りタイプならではの豆独自のフレッシュ
な香りの表情をお楽しみください。

6種類の豆ごとに最適な焙煎方法で仕上げ、
芳醇な香りをそのまま1袋に封じ込めました。

米麹の風味とやさしい甘みを大切に、
粒感を残して仕上げました。

有機フルーツ＋野菜100

1,680円No.015923190g×6本
6本

7,980円No.015925190g×30本
30本

送料￥0
単独発送

昆布水のもと 徳用パック

「昆布水のもと」が約4週間分も入った
お得な徳用パック。従来よりも効率よく
昆布水をつくったり手軽にお料理に使
ったりできるよう、北海道産の真昆布
を細切りにカットしました。

1～3月の新定番商品

常 蔵 凍

2,850円No.013385
120g

360ml×3 120g×3 500ml×3 200ml×3 300ml×3

スペシャルブレンド
ドリップバッグコーヒー

1,360円No.148199
10g×10袋

あま酒

350円No.015926
160g（清涼飲料水）

通常の4倍サイズ
〈通常サイズ〉

有機JAS認証のフルーツと野菜を使い、有
機JAS認証を得た工場で製造。果汁分を多
くすることで飲みやすいさらりとした口当た
りに仕上げました。中でもバナナを多めに
配合し、とろみもあり飲みごたえ充分です。

1,880円No.011026

しょうゆ 3本セット
常 蔵 凍

1,880円No.148098

だしの素（顆粒） 3袋セット
常 蔵 凍

和風ドレッシング 3本セット
常 蔵 凍

2,300円No.011024

純米酢 3本セット
常 蔵 凍

2,180円No.011028

かつおつゆ 3本セット
常 蔵 凍

お得な調味料
おまとめセット

4月の新商品

手づくりの米麹に酒粕を加えた、ほんのり甘い味わ
いが人気のSONOKOの「あま酒」。のどごしの良い
擦りつぶしタイプとなり、さらに飲みやすく。より低
い温度で殺菌を行うことで、米麹そのものの豊かな
風味がより味わえるようになりました。

常 蔵 凍

常 蔵 凍

1,111円No.014184
9枚

パッケージ変更
常 蔵 凍

ソフトクッキー チョコレート味
エコに配慮してパッケージをコンパクトにしました

％3 UP
ポイント 1,580円No.148134 ％3 UP

ポイント

6面

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）常 蔵 凍

（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



● 荘 モイスチュアローション
● アイブロウペンシル （グレー）
● 　　　   クイーンズブーケ
   ビューティーエッセンス

● コーンポタージュ
● 　　　   大豆そぼろの味噌太郎
● 北海道産豚肉
   ジンジャーソテーセット● 　　　   極薄削り節パック

● 　　　   カシスジャム

SONOKO の逸品
一度仕上がった味噌に再び麹を加えて発酵
させる「追い麹製法」を行うことで、麹本来のや
さしい甘みと、豊かな旨みやコクを引き出した
SONOKOの生味噌。加熱処理は行わずに、発
酵を完全に止めることなく、味噌の生きた風味をそ
のままパックに閉じ込めました。調味料としてはもち
ろん、みそ汁にすれば芳醇な香りがさらに引き立ち
ます。生味噌は、創業時から大切にする「食品添
加物不使用」の考えが息づいたこだわりの
SONOKO製品そのもの。毎回つくれるのはわず
かな数量だけです。ひとつひとつ丁寧に仕上げた
風味をぜひお楽しみください。

素
材
本
来
の
味
と

香
り
引
き
立
つ

生
味
噌

理由あって
愛されています

ワ  ケ

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。 

皆様からお寄せいただいた
お声を紹介いたします。

1,000ポイント
プレゼント！

皆様のご投稿をお待ちしております！

6種類の豆の風味を活かして焙煎しているからこその、他
では味わえない美味しさですよね。お葉書ありがとうござ
いました。スタッフともどもとても幸せな気分にさせていた
だきました。

喫茶店でSONOKOのコーヒーを提供。
15年前から田舎で小さな喫茶店を営んでいます。始
めようと思ったきっかけは、安全で美味しい
SONOKOのコーヒーを会員ではない方々にも味わっ
ていただきたかったから。「こんなに美味しいコー
ヒーは初めて！」と喜んでくれる方もいます。そんな時
は私も幸せな気分になります。 （石川県　村中継子様）

朝の化粧前にホワイトマスクをぜひ！
朝、化粧前にホワイトマスクを使うと化粧ノリが全
然違います！SONOKOのスタッフさんから「まる
で美容液のような感覚です」と教えていただき、ま
すますファンになりました。ちょっと肌の調子が悪
いなぁという時のお助けアイテムです。

（茨城県　宮本智美様）

950円500g No.011019

価格・内容量変更

パッケージ・ラベル変更

● しょうゆ 680円に値上げ
● だしの素（顆粒） 680円に値上げ
● 純米酢 820円に値上げ
● 和風ドレッシング 580円に値上げ
● かつおつゆ 780円に値上げ

原料価格高騰により、
値上げさせていただきました

仕入れ価格高騰により、
値上げさせていただきました
● 浄水器カートリッジ

● ドリームプリン チョコ
● 荘 デイクリーム
● 荘 ナイトクリーム
● アロマストーンディフューザー

● キムチの素

● 　　　   オーガニック
   スポーツドリンク

● 　　　    麹ぐると

瓶の仕様が変わりました。内容量・中身の変更はございません

なくなり次第販売終了

販売終了

食品表示法改定に伴い表示の一部を変更いたします

不漁の影響により、600円に値上げ

● 　　　   天日干したくあん
有機大根へ変更のため、475円に値上げ

● アイトリートメント

リニューアル予定

● 黒蜜風味ようかん 5月予定 ● やさい煮 6月予定

エコ仕様に切替。内容量・中身の変更はございません

・据置タイプ
16,000円に値上げ

・ビルトインタイプ
31,000円に値上げ

・バスルームタイプ
26,000円に値上げ

● ホワイトストリーム
エコ仕様に切替。内容量・中身の変更はございません

● エッセンス ステップ2
エコ仕様に切替。内容量・中身の変更はございません

味噌の風味をそのまま生かす追い麹製法

総合カタログ201 7年11月版より変更された商品

編集部スタッフより

私も愛用しています！ おっしゃるように、朝のご使用で1日
中透明感のあるしっとりとした肌をキープできます。肌を
出す季節は首からデコルテへのご使用もおすすめです。

編集部スタッフより

本誌に掲載されていな
いすべての定番商品が
ご購入いただけます。

ご請求はお電話または
オンラインショップへ

お持ちですか？
保存版「総合カタログ」
毎年6月・11月発行

7面このページにない定番商品のご注文は、保存版「総合カタログ」をご覧ください。

※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです　

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

●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。

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
780



4月の1週間グルメセットB
No.148146  21,000円 

【セット内容】厚切り山型パン、特大白あんぱん、オレンジチョコパ
ン、フレンチトースト、らーめん風、トーストクリーム×2、真だらの味
噌漬け焼き、国産鶏のぶっかけ白湯スープ、ミートソース、国産た
まごスープ、小松菜のおみそ汁×2、ほ
うれん草としめじのおひたし、オムレ
ツ、ノンオイル中華 肉焼売、からだバ
ランスプレート 鶏と豆腐とひじきの
和風ソースハンバーグセット、いんげ
ん豆の煮豆（小分け）×2、帆立しぐれ
煮（小分け）、ひじき煮（小分け）、モー
ニングケーキ、黒豆塩大福

常 蔵 凍No.148152  14,500円 
4月の朝昼間食セットプラス

あさ ひる かん しょく

2食＋間食×7日分 計21食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間

常 蔵 凍

※「4週間完全実行献立」のご用意もございます。詳しくはお問い合わせください。 ※「4週間完全実行献立」のご用意もございます。詳しくはお問い合わせください。

計28食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕
3食＋間食×7日分

【セット内容】厚切り山型パン、メロンパン、オレンジチョコパン、
特大白あんぱん、かぼちゃとこしあんの２色パン、らーめん風、
トーストクリーム×2、中華風鶏のうま煮、焼豚、から揚げ風チキ
ン、真だらの味噌漬け焼き、小松菜のおみそ汁、国産たまごスープ
×2、ノンオイル中華 肉焼売、ノンオイル中華 肉ワンタン、ノンオ
イル中華 海老チリソース、切り干し大根、ひじきの煮物、ほうれん
草としめじのおひたし、八宝菜、海苔佃煮、うぐいす豆の煮豆、帆
立しぐれ煮（小分け）、モーニングケーキ、ドリームプリン カス
タード、チョコゼリーケーキ

ヘルシーだけじゃない！ 美味しさにもこだわったノンオイル中華。

今月はトーストクリーム最後の月！ さらに3個プレゼント。

4月のセットのお届けは▶5 5（土・祝）まで ご希望日にお届けいたします ご注文受付日・お届け地域によりご希望日にお届けできない場合がございます

夕食以外で取り入れられるから、ライフスタイルに合わせて手軽に実行できます。

からだバランスプレート
さばの味噌焼き

生姜風味セット 1セット

プレゼント

数量限定

数量限定

4月の1週間グルメセットA
No.148145  21,000円 常 蔵 凍

計28食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕
3食＋間食×7日分

【セット内容】厚切り山型パン、ロールパン、いちごメロンパン、生パス
タ、トーストクリーム×2、焼きフライ（一口ヒレカツ）、なんこつ入りつく
ね、焼きフライ（メンチカツ）、無塩せきポークウインナー、焼きフライ
（コロッケ）、鶏肉のやわらか煮～オレンジ風味～、タンドリーチキン、
かつを煮、国産真さばの味噌煮、ポークカレー、具だくさんミネスト
ローネ、小松菜のおみそ汁、ミートソース×2、国産鶏のぶっかけ白湯
スープ、ビーフシチュー、ほうれん草としめじのおひたし、オムレツ、ほう
れん草の和え物、いんげん豆の煮豆（小分け）×2、ひじき煮（小分け）、
カシューナッツクッキー、ソフトクッキー チョコレート味

SONOKO式ならダイエット中でもフライだって食べられます！

プレゼント

数量限定

42,000円
2面にも掲載しております

No.148147

トーストクリーム 3個

プレゼント

4月の１週間グルメセット 
A・B同時購入

トーストクリーム 3個
今シーズン
最後

今シーズン
最後

今シーズン
最後

今シーズン
最後

今シーズン
最後 さらに今月限りのお得な

同時購入特典
SONOKO GG 
50粒入 1袋

新発売のドリップバッグ
コーヒー（10g×10袋）１個

特典1

特典2

数量限定

献
立

今月のおトク情報8面

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）常 蔵 凍 ※すべての献立セットに「実行記録シート」をお付けしております。「召し上がり方の一例〈メニュー表〉」と併せてご活用ください ※メニュー内容等を変更する場合がございます

（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



【セット内容】ほくほくポテトのクリームシチュー、ビーフハヤシ、豚肉の
シャリアピン、鶏肉のやわらか煮～オレンジ風味～、無塩せきポークウイ
ンナー ハーブ、国産真さばの味噌煮、焼豚、秋鮭の塩麹漬け焼き、牛すき
丼、真ダコとエビの黄身酢和え、鶏そぼろ入りうの花、きんぴらごぼう×
2、ほうれん草の和え物、ひじきの煮物、南瓜のそぼろ煮×2、ひじき煮（小
分け）、ほうれん草としめじのおひたし、小松菜のおひたし×2、板のり、豆
ちゃん（大豆の煮豆）、いんげん豆の煮豆（小分け）、葉唐辛子、帆立しぐ
れ煮、釜揚げうどん、カ
レーパン、オレンジチョコ
パン、特大白あんぱん、北
海道にんじんポタージュ、
小松菜のおみそ汁、昆布
水のもと、モーニングス
イッチスムージー キング
（いちご＆トマト）、カシュー
ナッツクッキー、黒豆塩大
福、素ドリンク 月（スティッ
クタイプ・1包）×7

予約制

SONOKO式実行相談窓口 〈 開設日時 〉
火・木・土  10時～17時

トキノ会会員様の SONOKO 式献立実行に関するご質問やご相談を承ります。

ご予約後、ご案内の日時にご相談専用ダイヤルにお電話をいただきますと、お待たせせずに実行相談員が対応いたします。
「お電話が混み合ってつながりにくい」とのご意見にお応えし、事前予約制とさせていただきました。

（月曜定休）10 : 00～18 : 00

◆ご予約

    0120-88-7878
◆ご相談専用ダイヤル（ご予約制）
0570-03-7800

ご相談窓口
担当スタッフ 大石
※窓口担当の1人です。※ご予約が殺到した場合、ご希望の日時にご相談をお受けできない場合がございます。※担当者のご指名はお受けいたしかねます。ご了承ください。

すっきり献立セット デラックス
常 蔵 凍No.148159  15,000円 

すっきりスターター献立セット
常 蔵 凍No.148158  13,334円 

豪華なメニュー内容に、「素ドリンク 月」が
入って穏やかな休息もサポート。

3食＋間食＋夜食×7日分 計35食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕 夜

計35食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

3食＋間食＋夜食×7日分
朝 昼 間 夕 夜

スタンダード献立セット

【セット内容】じゃがいもゴロゴロカレー、親
子どん、ビーフシチュー、おでん、牛すき丼、
まぐろ煮みそ味、かつを煮、帆立しぐれ煮、
節味楽、いん
げん豆の煮
豆 、わかめ
煮、フルーツ
ゼリー オレ
ンジ、黒蜜風
味ようかん

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／昆
布水のもと／わかめ／のり／和風ドレッ
シングなどの調味料、スパイス／夜食

常 蔵 凍No.029962  8,990 円 

佃煮が中心のスタンダードメニュー。

計28食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夕
3食＋間食×7日分

からだバランスプレート入り献立セット

【セット内容】からだバランスプレート（真だらのカレーソースセット、さばの味噌焼き生姜風味
セット、鶏と豆腐とひじきの和風ソースハンバーグセット、若鶏と4種のお豆のトマト煮込みセッ
ト、豚団子の和風クリーム煮セット）、チキンカレー、秋鮭の塩麹漬け焼き、ビーフシチュー、親子
どん、牛すき丼、焼豚、無塩せきポークウインナー、オムレ
ツ、ほうれん草としめじのおひたし、きんぴらごぼう、ほう
れん草の和え物、帆立しぐれ煮（小分け）、特大あんぱん、
角食パン、レーズンパン、ワイルドブルーベリージャム（2
袋）×2、小松菜のおみそ汁、北海道にんじんポタージュ、
ドリームプリン カスタード、チョコゼリーケーキ、フルー
ツゼリー オレンジ、栗まん（2個）、黒蜜風味ようかん

常 蔵 凍No.148157  17,000円 

塩分が気になる方に。

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／キャベ
ツ／昆布水のもと／のり／和風ドレッシング
などの調味料、スパイス／夜食

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／キャベツ／昆布水のもと／
わかめ／のり／和風ドレッシングなどの調味料、スパイス／夜食 【セット内容】越後もちぶたのハンバーグ～トマト煮込み～、クリームカレー、

ポークカレー、時鮭の塩焼き、牛すき丼、八宝菜、ミートソース、国産真いわしの
しょうが煮、スライスハム、ほうれん草としめじのおひたし、ほうれん草の和え
物、きんぴらごぼう、板のり、乾わかめ、豆ちゃん（大豆の煮豆）、いんげん豆の煮
豆（小分け）×2、ひじき煮、帆立しぐれ煮（小分け）、しらす煮、かぼちゃとこしあ
んの2色パン、特大あんぱん、レーズンパン、生パスタ、小松菜のおみそ汁×2、昆
布水のもと、フルーツゼリー オレンジ、栗まん（2個）×2、黒蜜風味ようかん

4月のパンセット4月のごちそう詰め合わせセット 常 蔵 凍No.148150  4,000円
【セット内容】厚切り山型パン、トーストクリーム×3、ワイルドブルーベリージャム（2袋）×2、特大
宇治抹茶あんぱん、かぼちゃとこしあんの２色パン、メロンパン、手造りもっちりナン（3枚）

常 蔵 凍No.148151  5,500円
【セット内容】ビーフハヤシ、北陸甘エビのビスクスープ、フレンチトースト、焼きフライ（コロッ
ケ）、ポテトサラダ、肉巻ポテト中華ソース

人気の限定品など多彩なお総菜が楽しめるセット。 今シーズン最後！ トーストクリ―ムがたっぷり楽しめます。

宇治抹茶ぼうろ（2袋） 1セット

プレゼント

数量限定 数量限定

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／和風ドレッシングなどの調味料、スパイス

正しく食べてカラダを整える、SONOKO式の基本を
1週間分の献立にしました。

その子ちゃん献立セット
常 蔵 凍No.148156  16,230円 

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

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

【セット内容】バーガーバンズ×2、特大白あんぱん、カレーパン、ロールパン、かぼちゃとこしあんの2色
パン、レーズンパン、らーめん風、生パスタ、ワイルドブルーベリージャム（2袋）、プレミアムハンバーグ、
無塩せきポークウインナー、スライスハム、鶏の白焼き、牛すき丼、時鮭の塩焼き、ミートソース、ビーフ
シチュー、具だくさんミネストローネ、北海道にんじんポタージュ、ほくほくポテトのクリームシチュー、
オムレツ、切り干し大根、鶏そぼろ入りうの花、ポテトサラダ、ひじき煮、いんげん豆の煮豆、帆立しぐれ
煮（小分け）、ドリームプリン カスタード、栗まん（2個）、モーニングケーキ、フルーツゼリー オレンジ 宇治抹茶ぼうろ（2袋） 1セット

プレゼント

宇治抹茶ぼうろ（2袋） 1セット

プレゼント

宇治抹茶ぼうろ（2袋） 1セット

プレゼント

バラエティに富んだメニュー。
パン好きな方に。

献立セットにプラス！ さらに美味しく健やかに！

26,608円29,564円▶
No.148154

献立応援セット 常 蔵 凍

【セット内容】昆布水のもと 30g、板のり 10枚、
和風ドレッシング 200ml

数量・期間限定

330円
お得!2,000円2,330円▶No.148153

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／キャベツ／和風ドレッシ
ングなどの調味料、スパイス

今シーズン
最後ぜいたく！

厚切り山型パン
1枚に1個！

今月限りのお得な同時購入特典 2,956円も
お得に！

その子ちゃん献立セットと
すっきりスターター献立セットの
同時購入で OFF

10%

9面このページにない定番商品のご注文は、保存版「総合カタログ」をご覧ください。

※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです

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

●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。

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
780



食
品

No.148104 2,760円120g×3 牛肉と豚肉の脂身の少ない部位
を用いて肉の旨みをアップ。

プレミアムハンバーグ 3セット
常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント 1,800円200g×2

豚肉のシャリアピン 2セット
No.148130

コクと素材の旨みを引き出した
絶品ソースのシャリアピン。

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,250円120g×3

牛すき丼 3セット
No.148111

国産牛肉と4種類の国産野菜に焼
麩も加えた、食感も楽しい牛すき丼。

％3 UP
ポイント 3,000円

脂身の少ない上質な豚肉を使
用。甘さほどよい焼豚。

120g×2
焼豚 2セット 
No.148128

常 蔵 凍

単品

％3 UP
ポイント 2,550円

850円

150g（2合用）×3

九州産の筍をたっぷりと使い、
だしを利かせて上品な味わい
に仕上げました。

混ぜて炊くだけ 
筍ごはん
3セット
No.148122

150g（2合用）
No.148121

単品

％3 UP
ポイント 1,440円

480円

85g×3

はちみつや純米酢で漬けた紀
州南高梅を加え、特徴ある味わ
いに仕上げました。

国産真いわしと
はちみつ梅のうま煮
3セット
No.148120

85g
No.148119

数量・期間限定

％3 UP
ポイント 1,780円80g×2

ご飯によく合う塩加減で鮭本
来の旨みをしっかり堪能。

時鮭の塩焼き
2セット
No.148125

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,400円200g×2

しっとりジューシーな鶏肉はお
箸で切り分けられるやわらかさ。

鶏肉のやわらか煮
～オレンジ風味～ 2セット
No.148115

常 蔵 凍

数量・期間限定

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,600円

豚モモスライス150g・タレ30g（2人前）×2

懐かしさを感じる甘辛いケチャ
ップ味の豚肉のソテー。

北海道産豚肉
ケチャップソテーセット 2セット
No.148132

常 蔵 凍

1,960円140g（70ｇ×2袋）×2

身が甘く、とろりとなめらかな
本格漬け丼。

銀聖鮭のづけ丼（2袋）
2セット
No.148113

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,800円

8g×5袋（フリーズドライ）×2

国産たまごと白菜、椎茸を使っ
た、ホタテ風味の中華味スープ。

国産たまごスープ（5袋） 
2セット
No.148116

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

200g×5 チキンと野菜がたっぷり！ 風味
豊かなヘルシーカレー。

チキンカレー 5セット 辛さ★☆☆☆
No.148137 ※ポイント対象外 3,250円

チキンカレー
1袋

プレゼント

1個分
お得!

常 蔵 凍

200g×5 かつおだしや醤油、練り胡麻など
の隠し味でコクを出しました。

ポークカレー 5セット 辛さ★★★☆
No.148138 ※ポイント対象外 3,250円

ポークカレー
1袋

プレゼント

1個分
お得!

％3 UP
ポイント

ノンオイル中華 
肉焼売 2セット
常 蔵 凍

八宝菜 
3セット
常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,800円％3 UP

ポイント

ノンオイル中華
肉ワンタン 2セット
常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,400円200g×3

トマトとブイヨンをベースに、味
噌でコクを加えたこだわりの味。

ビーフシチュー 3セット
No.148103

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,800円200g×2

素材の旨みを閉じ込めた懐か
しの味わい、クリームカレー。

クリームカレー 2セット
辛さ★★★★

No.148091

％3 UP
ポイント 2,130円140g×3

野菜と挽き肉をじっくり煮込み、
旨みを凝縮した本格派の味。

ミートソース 3セット
No.148135

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

2,400円180g（6個）×2

油で揚げていない、ヘルシーな
から揚げ風。お弁当の定番。

から揚げ風
チキン 2セット
No.148089

常 蔵 凍

我慢せずに美味しく食べられる！ SONOKOのノンオイル中華総菜。

％3 UP
ポイント 2,100円

177g（ワンタン15個・スープ2袋・2～3人前）×2
No.148100

具材の食感も楽しめる、
ボリューム満点の
肉ワンタン。

177g（ワンタン15個・スープ2袋・2～3人前）×2
No.148100

具材の食感も楽しめる、
ボリューム満点の
肉ワンタン。

1,800円

ジューシーでみっちりとした
肉感のある焼売。

1,800円

ジューシーでみっちりとした
肉感のある焼売。216g（18g×12個）×2  No.148102

ノンオイル中華
肉餃子 2セット
常 蔵 凍

皮の中にジューシーな具材を
ぎっしりと詰めました。

180g×3  No.148131
家庭で手づくりした
ような美味しさ。
野菜や海鮮の具材が
楽しめる八宝菜です。

180g×3  No.148131
家庭で手づくりした
ような美味しさ。
野菜や海鮮の具材が
楽しめる八宝菜です。

192g（24g×8個）×2  No.148101192g（24g×8個）×2  No.148101

1,800円

4,800円
200g 黒毛和牛のモモ肉を使用。紀州備

長炭で香ばしく焼き上げました。

黒毛和牛ローストビーフ
No.148309

常 蔵 凍

数量・期間限定

％5 UP
ポイント

+240ポイント

プレゼント

トーストクリーム 2個
今シーズン
最後

10面 今月のおトク情報

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）  ※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です常 蔵 凍

（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



常 蔵 凍常 蔵 凍

760円
鶏肉の旨みと野菜の甘みが溶け
込んだ塩味ベースのスープ。

国産鶏の
ぶっかけ
白湯スープ

単品 200g
No.148117

3,800円5セット200g×5
No.148118 ※ポイント対象外

数量・期間限定

単品

％3 UP
ポイント 1,600円

800円

6枚×2 

醤油味のせんべいをベースに、黒
ごまを練り込んで焼き上げました。

せんべい
（ごま）
2セット
No.148094

6枚
No.148095

数量・期間限定

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 4,080円

720ml　清酒 アルコール分17度以上
18度未満

アミノ酸とビタミンを豊富に含有。
美容にアプローチするお酒です。

その子酒

No.148097

パ イタン

常 蔵 凍

1,500円10個（490ｇ）

だしが利いた、深みのあるやさ
しい味わいの玉子焼き。

玉子焼き
No.148112

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

からだがポカポカ温まる生姜ド
リンクの素。

％3 UP
ポイント 1,620円400g×2

凝縮したトマトの風味を楽しめ
るトマトピューレソース。

その子トマト 2セット
No.148096

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 3,000円

310g（4～6倍希釈）×2
有機しょうがシロップ（濃縮）

有機ジンジャー 
りんごとすだち 2セット

No.148133

常 蔵 凍

●お酒は20歳になってから ※未成年者の飲酒及び未成年者への酒類の販売は法律で禁止されています ※20歳以上
の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しません ●通信販売酒類小売業免許を取得しています ●酒類
の1回の注文数は760ml相当で2ダースまでとさせていただきます

常 蔵 凍

ボルドー
ワイン
赤

3,950円
750ml
No.148105

常 蔵 凍

ボルドー
ワイン
白

3,950円
750ml
No.148106

3,950円750ml
No.148108

ジロンド川の中洲「パティラ島」
で栽培されたブドウを使用。メル
ロー種特有の芳醇でまろやかな
味わいが魅力的なワインです。

ステンレスタンクで自然発酵・熟
成。ソーヴィニヨン・ブランを60
％使用し、フレッシュな香りと爽
やかな味わいに仕上げました。

※外気温によっては瓶内で二次発酵が進み、開栓時に
栓が勢いよく飛び出し、ケガをしたり、中身が吹き出すこ
とがあります ※開ける前には冷蔵庫内で十分に冷やし
てください ※瓶口を絶対に自分や他人の顔や体、壊れ物
に向けて開栓しないでください

常 蔵 凍

ロゼスパークリング
ワイン

常 蔵 凍

単品

％3 UP
ポイント 1,560円

780円

200g（4個）×2

国産のもち米と小豆を使用。生地と
粒あんのバランスが絶妙です。国産
の桜葉が香る上品な味わいの一品。

桜餅
2セット
No.148123

200g（4個）
No.148124

数量・期間限定

％3 UP
ポイント 2,700円100g×3

まろやかな酸味がやみつき。大
粒で肉厚の紀州産南高梅。

梅干し 3セット
No.148139

常 蔵 凍

国産鶏のぶっかけ
白湯スープ 1袋

プレゼント

1個分
お得!

注ぎ口付ストッパー
１個

プレゼント

シャンパンストッパー
１個

プレゼント

900円50g×3
カカオあめ 3セット
No.148086 ％3 UP

ポイント

常 蔵 凍

濃厚なカカオの味わいで、大人
も満足な手づくりあめ。

990円2個×3
栗まん 3セット
No.148114 ％3 UP

ポイント

やわらかな栗の甘露煮と白あ
んの絶妙なハーモニー。

1,600円6枚×2
せんべい ざらめ 2セット
No.148093 ％3 UP

ポイント

しょうゆだれとざらめの甘さが
好相性。

「辛さ・旨み・香り」が好バランスな
キムチの素。料理の味付けにも。

155g×2
キムチの素 2セット

1,800円No.148090 ％3 UP
ポイント

2年かけてじっくり熟成させた、
天然醸造・再仕込み醤油。

360ml×2
しょうゆ 2セット

1,360円No.148092 ％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント 1,740円320g×3

たまご・大根など6種類の具材を、
かつおだしと醤油で煮込みました。

おでん 3セット
No.148136

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,900円500g×2

丸大豆・米・塩のみを使い、製法
や熟成法にもこだわりました。

生味噌 2セット
No.148129

常 蔵 凍

選び抜いた国産米を使い伝統
の製法でつくった純米酢です。

500ml×2
純米酢 2セット

1,640円No.148127 ％3 UP
ポイント

かつお・さば・昆布など、素材の
コクと旨みが詰まった濃縮つゆ。

300ml×2
かつおつゆ 2セット

1,560円No.148088 ％3 UP
ポイント

どんな素材とも相性抜群な、醤油
ベースのノンオイルドレッシング。

200ml×3
和風ドレッシング 3セット

1,580円No.148134 ％3 UP
ポイント

原料は天然素材のみ。ひと振り
すれば料理の味がグンとアップ。

120g×3
だしの素（顆粒） 3セット

1,880円No.148098 ％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント 1,520円200g（5本）×2

国産うるち米を使用した風味豊か
な団子に、甘辛いたれをたっぷりと。

みたらし団子 2セット 
No.148107

常 蔵 凍

常 蔵 凍

No.148099 2,920円乾燥・生のり50g サクサク食感と香ばしさを存分
に味わえる乾燥生のり。

トキノのり（ばらのり） 
％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

常 蔵 凍

※色のご指定はできません。

ワインレッド グレー

or

www.sonoko.co.jp/veggie詳しくはホームページをご覧ください ▶

あんしん野菜

2,300円

有機JAS認証の野菜7～10種＊1

常 蔵 凍

※ポイント対象外

※写真はイメージです。
お届けの内容は毎回異なります。

※写真はイメージです。
お届けの内容は毎回異なります。

土、肥料、安全＊2にこだわった
契約農家から、旬の美味しい
野菜をお送りします。ご注文
後、約1週間でお届けします。

＊1 野菜の種類は毎回変わります。 
＊2 放射能物質抜取検査実施。対象都県については
     ホームページをご確認ください。

送料別
単独発送

※生鮮品のため、配送エリア限定です
  （北海道、九州、沖縄県、四国、離島にはお届けできません）

注ぎ口付ストッパー
１個

プレゼント

※色のご指定はできません。

ワインレッド グレー

or

常 蔵 凍

常 蔵 凍

11面このページにない定番商品のご注文は、保存版「総合カタログ」をご覧ください。

※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです

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

●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。

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
780
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※オンラインショップではお取り扱いしておりません　
※アイスの表示価格には保存容器・ドライアイス代が含まれています　

製造の都合により、お届けできるお日にちが限定されております。詳しくは下記をご覧ください。

～ 4／  3  （火） FAXの場合 4/ 2（月） 4／ 11（水） もしくは 4／14（土）

● 本州（青森県・秋田県・岩手県を除く）
● 四国　● 九州（長崎県・鹿児島県の一部地域を除く）

● 北海道　● 青森県　● 秋田県  ● 岩手県　
● 長崎県（一部地域を除く）  ● 鹿児島県（一部地域を除く）

A 地域お届け日 B地域お届け日
ご注文締切日

SONOKOアイスお届けカレンダー

～ 4／ 10  （火） FAXの場合 4/ 9（月） 4／ 18 （水） もしくは 4／ 21（土）
～ 4／ 17 （火） FAXの場合 4/16（月） 4／ 25 （水） もしくは 4／ 28（土）
～ 4／ 24（火） FAXの場合 4/23（月） 5／  2   （水） もしくは 5／ 5（土・祝）

4／ 12（木） もしくは 4／15（日）
4／ 19（木）もしくは 4／22（日）
4／26（木）もしくは4／29（日・祝）
5／ 3  （木・祝）もしくは 5／ 6（日）

常 蔵 凍

アイス

120ml×10個
チョコ（10個）

5,300円No.114828

120ml×10個
バニラ（10個）

4,700円No.114829

送料￥0
単独発送

バニラ120ml×5個  
チョコ120ml×5個     

バニラ＆チョコ
（各5個）

5,000円No.113660

※ポイント対象外

常 蔵 凍

日向夏独特のさわやかな酸味
と果肉の風味を存分に堪能！

1,000円

季節のめぐみ 
国産日向夏マーマレード
140g
No.148110

％3 UP
ポイント 1,500円

※ポイント対象外 常 蔵 凍

SONOKO GG 3セット分の価格で荘水1本が付き、さらにGG デイリーブ
ースターが5本も付いてくるお得なセット。毎日の美と健康づくりにぜひ！

SONOKO GG 3本セット＋荘水1本
57,000円No.148196常 蔵 凍

ミネラル配合の液状タイプ。健康
的なカラダづくりを応援します。

No.148176

重なりゆく年齢のサ
インに立ち向かう美
容液。「リンクルエッ
センス48」の後継品。

20g

サインズ
エッセンス

10,000円

GG デイリーブースター
50ml×5本

プレゼント

❶製造工場から直送のため、単独発送の形をとっております。他製品と
の同送はできかねます。❷キャンセルの場合は、お届け希望日の２週間
前までにご連絡ください（月曜定休）。なお、製品の性質上、お客様のご
都合による返品・交換はお受けいたしかねます。❸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。❹誠に
恐れ入りますが、福島県の一部地域（下記掲載）はアイスセットのお届
け再開の目処が立っておりません。何卒ご了承くださいませ。
[１] 全域で集荷・配達を停止している地区　双葉郡大熊町・双葉町
[２] 一部で集荷・配達を停止している地区　双葉郡葛尾村葛尾字野
行地区・字柏原地区・字小出谷地区・大堀地区・井出地区・小丸地区・
末森地区・室原地区・羽附地区・双葉郡浪江町酒井地区津島地区・
下津島地区・南津島地区・赤宇木地区・川房地区・昼曽根地区・双
葉郡富岡町桜地区・夜ノ森北地区・夜ノ森南1丁目・夜ノ森南2丁目・
小良ヶ浜字深谷808番地の１を除く区域・大菅の一部地区・本岡の
一部地区・相馬郡飯舘村長泥地区・南相馬市小高区金谷地区

数量・期間限定 数量・期間限定

900円50g×2

抹茶のほろ苦さと生地の甘さが
絶妙なぼうろ。軽い食感とあっ
さりとした味わいが楽しめます。

宇治抹茶ぼうろ（2袋）
No.148109

常 蔵 凍

数量・期間限定

90g×2
カシューナッツクッキー 2セット
No.148087

常 蔵 凍

常 蔵 凍

三重県の山桜から採蜜。口に含む
と桜の香りが華やかに開きます。

1,480円

自然のめぐみ 
国産はちみつ さくら
120g
No.148126

数量・期間限定

カシューナッツを贅沢＊に使用した
サクサククッキー。＊カシューナッツ40％以上配合

・SONOKO GG 180粒×3本
・荘水 35ml ※ポイント対象外

年齢を重ねるごとに気になる美容トラブルをケア。カラダのリズ
ムを整え、ハリのある若々しい毎日へと導きます。

SONOKO G.Gロゼ 3本セット
40,000円No.148197

その子ちゃん刺繍入り
ハンドタオル １枚

プレゼント

150粒×3本

荘水 3本セット
35ml×3本 24,000円No.148198 ％5 UP

ポイント

+1,200ポイント

常 蔵 凍

WB 
クレンジングミルク
120mL 7,000円No.148181

負担をかけにくい軽やかな感
触で、汚れをオフ。

定期便対象品 定期便対象品

WB 
ウォッシングフォーム
100g 7,000円No.148184

うるおいバランスを整えながら
濃密泡で洗い上げる。

定期便対象品

WB 
トリートメントローション
150mL 9,000円No.148183

肌をやわらかくし、次のスキンケア
を受け入れる土台をつくる化粧液。

美白＊とハリを両立し透明感際
立つキメ美肌へ。＊メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

理想の輝き、明るさをもたらす薬
用美白＊美容液。＊メラニンの生成を抑え、

シミ・そばかすを防ぐ

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

定期便対象品

WB 
ホワイトニングローション 
【医薬部外品】
170mL 8,000円No.148180 ％3 UP

ポイント

定期便対象品

WB 
ホワイトニングエッセンス
【医薬部外品】
40mL 12,000円No.148177 ％3 UP

ポイント

％3 UP
ポイント

定期便対象品

No.148170

肌をうるおいで包
み込み、透明感あ
ふれる明るい肌に
導く、洗い流すタ
イプの多機能フェ
イシャルマスク。

90g
ホワイトマスク

9,000円
％3 UP
ポイント

定期便対象品定期便対象品

％3 UP
ポイント

定期便対象品

WB 
モイスチュアライジングミルク
120mL 10,000円No.148182

モイスチャーバランスを整えながら肌をやさしく
包み込み、しっとりなめらかな肌へと導きます。

％3 UP
ポイント

ACNローション 2セット
60mL×2 5,000円No.148173

皮脂をケアしベタつきのない
サラリとした肌へ。

％3 UP
ポイント

アイトリートメント
15g No.148166
16種の美容成分で目元をトータルケア。
フェイスケアの最後につけることで、目元
にハリをもたらします。

7,000円

3Dデザインセラム 2g

プレゼント

※化粧水の前に
お使いください。

WB グランクリーム 4g

プレゼント

％3 UP
ポイント45g

スキンケアの仕上げに。内側＊か
らあふれるようなうるおい、ハリ、
透明感をもたらします。

ＷＢ グランクリーム
25,000円No.148178 ＊角質層

定期便対象品

ボディジェル 150g

プレゼント

50g

10種類以上の保湿成分をふんだ
んに配合した高保湿クリーム。目
指したのはぷるぷるの赤ちゃん肌。

スーパーモイスチャー
クリームR

25,000円No.148179 ※ポイント対象外

定期便対象品

荘水1本 さらにGG デイリーブースター5本分お得

2,800円分
お得!

約2,200円分
お得!

12面 今月のおトク情報

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）常 蔵 凍 常 蔵 凍※温度帯の表記のない化粧品はすべて

（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



メガネ感覚で気軽
に着用できるクリ

アデュオと、ブルー光線*を
カットしクリアな視界を保つ
サングラスの2種をご用意。

紫外線やパソコン
の 液 晶 画 面のブ

ルー光線*もカット。特別なピン
ク色の波長がリラックス効果
をもたらします。

数量・期間限定

SPF35/PA+++

ALL
40%
OFF

18,000円▶

20,000円▶

10,800円

サイズ：［レンズ］横6.5×縦4cm ［テンプル］13.5cm ［全面幅
（レンズの端から端まで）］13.5cm 重量：約16.8g 素材：［レン
ズ］プラスチック ［レンズ枠・テンプル］チタン

サイズ：［フレーム］横13.4×縦3.6cm ［テンプル］
13.5cm 重量：約21g 素材：［レンズ］プラスチッ
ク ［フレーム］プラスチック ［テンプル］プラスチッ
ク、ベータチタン ［レンズ］日本製 ［フレーム］中国
製 組立：日本 付属品：ケース、メガネ拭き

3Dデザインセラム 2g

プレゼント

30g

形状記憶ジェルが肌の3層構
造＊にアプローチ。肌が引き締
まった顔立ちへ。

3Dデザインセラム
9,000円No.148160 ＊角質層

定期便対象品

7,000円％3 UP
ポイント

480mL×2 No.148162

GG ディープケア 
シャンプー
2セット

うるおいとツヤのある
若々しい美髪へ。地肌も
スッキリと洗い上げます。

7,800円％3 UP
ポイント

GG ディープケア 
トリートメント 2セット

すこやかな地肌とツヤの
あるしなやかな美髪へ。

9,000円

【医薬部外品】

ハウスクリーニング
4点セット

プレゼント

定期便対象品

3Dデザイン フォーボディ
200mL No.148161

柔らかな乳液状で角質層に浸透し、なめ
らかで上質な肌へ。

3Dデザインセラム 2g

プレゼント

GG ディープケアシャンプー 
28mL

プレゼント

220g×2
No.148174

200g×2
No.148163

保湿とトリートメント効果で、う
るおいのある素肌へと導きます。

春から強まる紫外線対策に！ 人気のサングラスを大特価にてご提供！

ボディクリームＲ 2セット
7,000円％3 UP

ポイント

150g×2
No.148168

肌をうるおすジェルタイプでつ
け心地さらり、お肌しっとり。

ボディジェル 2セット
5,600円％3 UP

ポイント

120mL
No.148165

お湯が乳白色になるトリートメン
ト成分を配合。スキンケア効果も。

バスエッセンス ブーケ 
2,800円％3 UP

ポイント

地肌・ツヤ
ケア

ハリ・コシ

GG ディープケア 
ヘアパック 2セット

しっとりとしたハリ・コシ
のある艶やかな美髪へ。

9,000円

GG ディープケアシャンプー 
28mL

プレゼント

180g×2
No.148164

480mL×2

マイルド
コンディショニング
シャンプー 2セット

9,000円No.148175

ノンシリコンで弱酸性。家族で毎
日使えるリンス不要のシャンプー。
※フレッシュハーバルの香り

＊眩しく感じる光

％3 UP
ポイント 500mL×2

マイルド
ボディシャンプー 
2セット

6,600円No.148167

弱酸性、アミノ酸系洗浄成分配
合。やさしく洗いながら素肌を
守るボディソープ。

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント600mL

あらいぐま 洗濯用石けん
1,200円

人と環境にやさしい洗濯用石け
ん。天然オレンジの香り。

No.148185 ％3 UP
ポイント600mL

あらいぐま 洗濯用仕上げ剤
1,200円No.148186 ％3 UP

ポイント300mL
あらいぐま 食器用石けん

1,200円
泡立ちよく、すすぎやすく、汚れすっ
きり。手肌と環境にやさしい洗剤。

衣類の黄ばみや匂いの発生を
防いでふんわりと。

No.148187

％3 UP
ポイント300mL

あらいぐま 
キッチンクリーナー

1,200円
オレンジオイルの力で、油汚れ、
ヌメリを分解。

No.148188

4,500円％3 UP
ポイント

定期便対象品

ライトアップBB
30g
No.148171

1本でスキンケア・ベースメイ
ク・色補正・UVカット。

SPF40/PA+++

4,900円％3 UP
ポイント

定期便対象品

UVホワイトヴェール

30g
No.148172

美白＊ケアしながら、紫外線を強力
にブロック。キメ美肌を演出。

＊メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

％3 UP
ポイント300mL

あらいぐま
バスクリーナー

1,200円
手肌にやさしく、浴槽の皮脂汚れ
を包んでオフ。

No.148189 ％3 UP
ポイント300mL

あらいぐま
トイレクリーナー

1,200円
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。

No.148190

12,000円

No.148193
クリアデュオ（ベージュピンク）

25,000円▶

サイズ：［フレーム］横14.4×縦5.3cm ［テンプ
ル］12.5cm 重量：約33g 素材：［レンズ］プラ
スチック［レンズ枠・テンプル］プラスチック（ア
セテート） ［レンズ］日本製 ［フレーム］中国製 
組立：日本

15,000円

No.148194
サングラス（コーラルブラウン）

No.148195

クリアデュオ（ベージュピンク）

サングラス（コーラルブラウン）

各12,800円▶各7,680円

No.148192
サイズ：［レンズ］横5.8×縦3.8cm ［テンプル］
12cm 内寸12.9cm  重量：約30ｇ  素材：［レン
ズ］プラスチック ［レンズ枠・テンプル］ナイロン

美美Pink ノーマルタイプ

No.148191
サイズ：［レンズ］横6.0×縦4.3cm ［テンプル］
13cm 内寸13.5cm  重量：約33ｇ  素材：［レン
ズ］プラスチック ［レンズ枠・テンプル］ナイロン

オーバグラスタイプ
ノーマルタイプ

オーバグラスタイプ

アイブレラ

クリアサングラス(オリエンタル)

常 蔵 凍※ポイント対象外アウトレットセール
サングラス

春のお掃除特集！  暖かい春こそお掃除にぴったり。あらぐまシリーズがお役に立ちます！

ハウスクリーニング
4点セット

プレゼント

ハウスクリーニング
4点セット

プレゼント

日本人の骨格に合わせてデザインし、抜群のフィット感
を実現。折りたたみケース付きで携帯にも便利。

紫外線カット率

99.9％

紫外線カット率

99％

紫外線カット率

100％

13面このページにない定番商品のご注文は、保存版「総合カタログ」をご覧ください。

※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です ※セール品・プレゼント品は十分ご用意いたしておりますが、万一お品切れの際はご容赦ください　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです

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

●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。

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
780



鈴木その子のお母様は、中華料理や肉料理などの脂っこい料

理が大好きな“美食家”でした。そのせいでカラダのバランスが

乱れてしまい、晩年は生活習慣の悪化に悩まされ続けました。そ

こで医師の指示に従い、メロンなどの果物だけを摂取する食事

法を取り入れましたが、一向に効果は上がりませんでした。

果物よりも一膳のごはんの方が低カロリーで

栄養のバランスもよく、ヘルシーであることを経

験的に知っていたその子は、その食事を眺めな

がら「何かがおかしい…」と心の中で叫び続けま

した。そしてお母様の死後、脂肪を摂りすぎな

いノンオイル調理に取り組み、試行錯誤

を重ねた末に「新八宝菜」、「新チン

ジャオロース」の開発に成功したので

す。「ノンオイルなのに美味しい中華総

菜」という画期的な商品は、たちまち大人

気となりました。

SONOKOのこだわりここが
ミソ!

鈴木その子が目指したのは、単なる油を使わない料理ではありま

せんでした。ヘルシーであることはもちろん、美味しさに関しても自

身が納得いくまで徹底的にこだわりました。そのためにその

子は、素材の処理の仕方や調理法、使用する調

味料などを工夫しながら何度も何度も試作を繰り

返しました。そして誰もが不可能と思っていた“美味

しい”ノンオイル中華総菜を完成させたのです。

S O N O K Oのノンオイル調理総菜では、まずは素材を

吟味し脂肪を徹底的に取り除くなど丁寧な下処理を

施します。その素材を使い、油は使わずに、酒、砂糖、

醤油、あるいは片栗粉や、各種の香辛料を上手に使う

ことでコクや旨みを出して仕上げています。亡き母を想

い工夫を凝らした鈴木その子ならではのノウハウが、現在

のノンオイル中華シリーズにも受け継がれているのです。

丁寧な下処理と
調理法の工夫で
美味しくてヘルシーな
中華メニューを実現。

お母様を想いながら、考え、
試行の末に誕生した画期的メニュー。

鈴木その子の想いを受け継ぐ、人気のノンオイル中華総菜。

今月のPICK UP！

油を使わないだけではない。
美味しくなければSONOKOじゃない。

4月の1週間グルメセットBは中華総菜盛りだくさん！ 詳細は８面へ

懐かしい発売当時の
ノンオイル中華

具材の食感も楽しめる、ボリュー
ム満点の肉ワンタン。

ノンオイル中華
肉ワンタン
2セット

1,800円
900円

177g（ワンタン15個・スープ2袋・2～3人前）×２

単品 177g（ワンタン15個・
スープ2袋・2～3人前）

No.148100

No.013361

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

皮の中にジューシーな具材の旨
みをぎゅっと詰めました。

ノンオイル中華
肉餃子
2セット

1,800円
900円

216g（18g×12個）×２

単品 216g（18g×12個）

No.148102

No.013340

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

国産の鶏肉・豚肉・野菜を使った、
ジューシーで肉感のある焼売。

ノンオイル中華
肉焼売
2セット

1,800円
900円

192g（24g×8個）×２

単品 192g（24g×8個）

No.148101

No.013339

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

8種類の具材が楽しめる、素材
の食感と味わいが楽しい一品。

八宝菜
3セット

2,100円
700円

180g×3

単品 180g

No.148131

No.013372

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

ノンオイル
中華総菜

14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

常温・冷蔵・冷凍（ご利用可能な温度帯が白、ご利用できない温度帯がグレーです）  ※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です　※価格はすべて税別です　※写真はイメージです常 蔵 凍



■ パール会員様からプラチナ会員様への切り替え時期はお買い上げ累計
   金額が20万円以上に達した翌月からの変更になります。

〈 通常購入時に付くポイント早見表 〉

前年度累計
購入金額（税別）

送料サービス
特典

（20万円未満） （20万円以上）

1％

パール会員 プラチナ会員

食品・サプリメント・
化粧品・日用品・

浄水器（本体・カートリッジ）
（ 購入ポイント

のみ ）

3％通常購入時ポイント

通常購入時

（ 購入ポイント1％ ＋
商品ポイント2％ )

月に1回、
送料無料でお届け！
WEB（オンラインショップ）
でのご注文は対象外です。
税別30,000円未満のお買い上げで
代金引換の場合は、
代引手数料300円を申し受けます。

ご利用方法

配達日・時間指定 ご注文時にお申し付けください。

宅配便にてお届けいたします。

ご都合に合わせて曜日・配達日・時間等をご指定いただけます。
一部時間帯指定不可地域がございます。

送料 全国一律 4月1日より変更させていただきました。780円（1個口につき）

※詳しくは、ご注文時に スタッフへお尋ねください。＊1件とは、『1住所』への『1回のお荷物』をさします。

商品配達時に代金をお支払いいただく方法です。 各クレジットカード会員契約に基づきお客様のご指定の口座より自動的にご利用代金を引き落とす方法です。
〔お支払い回数〕 一括／リボ・2回分割・ボーナス払い・分割払いからお選びください。

代金引換

商品合計金額30,000円（税込32,400円）未満の代金

引換につきましては、個数口ごとに代引手数料として

300円を申し受けますのでご了承ください。1件＊のお届け

が30,000円以上の場合、代引手数料・送料ともに
SONOKOが負担いたします。

※複数のお届け先のお支払いを1件の代金引換金額に
合算することはできません。（詳しくはお尋ねください）

クレジットカード （ご本人名義）
お
支
払
い
方
法

ご
注
文
方
法

お
届
け
方
法

ご注文ダイヤル（通話料無料）
電話 受付時間/

10：00～18：00（月曜定休）0120-88-7878
FAX 0120-48-7717 24時間受付

通信料無料

郵便

オンライン
ショップ

03-4335-7750

① ご注文された荷物の確認、返品・交換に関するお問い合わせ
② 住所変更などの会員登録内容に関するご連絡、各種お手続き
③ SONOKO式実行、製品に関するお問い合わせ
④ 個人情報に関するお問い合わせ・その他お問い合わせ

音声ガイダンスの後、専任担当におつなぎいたします。

※ＩP電話・国際電話等で上記電話番号がご利用いただけない場合は

お
問
い
合
わ
せ

返
品
・
交
換
方
法

※プッシュ音が選択できない電話機（ダイヤル回線など）の方は、操作をせずそのままお待ち
　ください。自動的に④にお繋ぎいたします。担当者にご用件をお申し付けください。

■サプリメント　■食品　■開封された製品　■お買い上げレシートや納品書がないもの　
■一度ご使用になった製品　■製品到着後8日以上経過した製品　
■配達後お客様が破損、汚損されたもの　■セット製品・プレゼント付き製品の一部返品　
■書籍・DVD・ビデオ　■受注生産品・限定品　など

返品・交換に際しましては事前に左記のお問い合わせ電話番号にご連絡ください。
※返品・交換は製品到着後7日以内とさせていただきます。
※お客様都合による返品・交換につきましては返送料（運送会社の実費）・再送料をご負担いただきますのでご了承ください。

※返品現品が当社に到着・確認後、銀行振込等にてご返金いたします。
※クレジットカードでお求めの場合は手続き上、ご指定の口座より一旦引き落とされる場合もございます。
　その場合、クレジット会社より翌月ご返金いたします。

ご返金について

右記の場合は返品・交換を
お受けできません。

お電話注文は1件＊のお届け商品合計が30,000円（税別）以上、
オンラインショップは1個口の合計が10,000円（税別）以上で送料無料となります。

＊1件とは、『1住所』への『1回のお荷物』をさします。

0120-07-7878 受付時間/10：00～18：00（月曜定休）

03-4335-7750IP電話・国際電話等ご利用の場合

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-3 スプライン青山東急ビル4F

「通信販売」係

ポイントサービスのご案内 特価品やセレクト品及び先様送りのご注文はポイント対象外です

ポイントの有効期限について

Nicosご利用いただけるカード SONOKO
VISA VISA Master JCB AMEX Diners

一括／リボ

分割払い※1、3
ボーナス払い※1、2
2回分割 ※1

※一括のみ
   リボ不可

※ご注文のつど「①カード会社②カード番号③有効期限」を確認させていただきます。お電話でご注文の場合、クレジットカードをあらかじめお手元にご用意の上、
   ご確認くださいますようお願いいたします。尚、カードはご本人名義に限らせていただきます。

※1：1万円以上お買い上げの場合ご利用可　
※2：3/1～6/15及び8/1～11/15の期間ご利用可　
※3：分割回数は3、5、6、10、12、15、18、20、24回より

24時間いつでもご注文！

※申込・変更・休止・解約はお電話にて、次回お届け指定日の2週間前までにご連絡ください。
　（お米の定期は3週間前、野菜通販はお届け日の10営業日前までにご連絡ください。）

〈 定期便購入時に付くポイント早見表 〉

定期便対象の
食品・サプリメント・

化粧品

定期購入時ポイント

前年度累計
購入金額（税別）

パール会員 プラチナ会員

送料サービス特典

6％

定期便購入時

6回継続ごとに30％分のボーナスポイントが
付きます。

税別30,000円未満のお買い上げで代金引換の場合は、
代引手数料300円を申し受けます。

（ 購入ポイント1％ ＋ 定期ポイント5％ ）

毎回送料無料でお届け！

（20万円未満） （20万円以上）

『定期便サービス』気軽に続けられる！続けるほどお得

４月1日から翌年３月３１日までの間に商品のご購入があれば有効期限は自動的に延長となります。
● 毎年３月３１日の時点で過去１年間にご購入がないとお手持ちの保有ポイントは、すべて失効します。 
● ポイントのみでのお買い上げの場合は、自動延長の対象外となります。

定期便サービス
3大特典

※定期便サービスのご注文・お問い合わせは 
　お電話にて受け付けております。オンライン
　ショップではお取り扱いしておりません。 
※定期購入の場合、商品ポイントは付かず定
　期ポイントのみ付与されます。

●お届け日変更OK  ●ご都合に応じてお休みOK

お買い上げ毎に 6回継続で

送料無料

合計1万円（税別）以上で

1個口 送料無料

オンラインショップだけ

毎月10・20・30日は

2 ポイント
UP

不定期で実施

オンライン限定の

Sale
www.sonoko.co.jp

　多くの方々に結果をもたらすことができた『献

立セット』には、大きな思い入れがあります。それ

は人間のカラダと食事のことを考え続けてきた

私の成長とともに育ってきたようにも思えます。

　『献立セット』は、商品の梱包から発送手配

まですべて自分たちの手で行っていますが、そう

した手間は、価格の中には含まれていません。こ

れは私からのプレゼントなのです。

　その代わり、お願いがあります。『献立セット』

はぜひ処方を守って実行してみてください。その

上に『荘水』を取り入れていただければ、あなた

にもきっと良い結果がもたらされると思います。

TOKINO〈時の新聞〉第76号（2000年7月発行） 要約

今に受け継がれる、SONOKOの原点を振り返るその子の想い❶

15面



イチゴメロンパン
500円

特大あんぱん
430円

チョコチップメロンパン
500円

予約制

大阪会場
［会場］大阪マルビル 大阪第一ホテル ６F モナーク　
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 24〈日〉

6 23〈土〉名古屋会場
［会場］アパホテル〈名古屋錦〉EXCELLENT 4F 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

5 13〈日〉
［会場］TKP仙台南町通カンファレンスセンター 7F 7A
宮城県仙台市青葉区中央3-6-10 仙台南町通ビル
TEL 022-200-2617
JR東北本線「仙台」駅西口より徒歩3分
地下鉄仙台市営南北線「仙台」駅南1出口より徒歩1分

当日は全フロア18：00までの営業となります。
※一部カフェメニューの変更がございます

■開会 13：30　■会場 SONOKO銀座店2Fトキノ会定例会
4 22〈日〉

お楽しみ付き販売
4 20〈金〉～22〈日〉

SONOKOミニショップ in仙台
●12：30～16：00

大阪・名古屋
「定例会」のご案内
●定例会 13：00～14：00 ※受付開始は12：30～
●販売会 14：00～16：30（受付終了）
●閉場 17：00            

SO CAFE

1,700円
『北海の恵みごちそう丼プレート』

1日10食

特別
プレート♪

4/27〈金〉11：00～19：30
プレミアムフライデー特別企画

対象商品

30%OFF!
カフェメニュー

10%OFF!

月末の金
曜日は

ぜひ銀座
店へ

北海の恵みごちそう丼プレート内容
・北海の恵みごちそう丼　・鶏の白焼きとわかめの和え物
・3種盛（なんこつ入りつくねの梅肉ソース、たまご焼き、香の物）
・小松菜のおみそ汁　・ミニデザート（みたらし団子）
・コーヒーまたは紅茶

4 1〈日〉～
29〈日・祝〉

販売期間

4月は、新生活に向けて気持ちよくスタートを切りたい季節です。昨年のことになりますが、

我が家の息子のグズグズがまったくないことに気付きました。

例年春めいてきますと、必ず悩んでいたのですが、この年は本人自身何も気にしていな

かったようです。

わたしが気になり「今年は大丈夫なの？」と聞くと「なんともないよ！」という返事。一瞬「本当

に？」とうれしくなりました。

生活の変化といえば、3年前の5月頃から「ありがとう乳酸菌」「がんばれ善玉菌」を飲み

始めたことです。もともと健康体でしたが、よりスッキリできた結果かと、とても感謝いたしております。

ふと、「腸内菌の働きには、いまだ解明されていないことも多いのよ」と、その子先生の言葉が思い出されます。カラダ

の中の精緻で深い相互作用にあらためて神秘を感じます。

自身のカラダは自らの力でつくり守る。自らの力で健康と幸せを生み出す「SONOKO理念」と「生きる力」がいつも

変わることなくSONOKO製品には込められております。

通販スタッフからのご案内 イベントのお知らせ

2 018

4

銀座店のご案内

　1999年4月、鈴木その子は東京・後楽園の「春のキャンペーンガール」として、後楽
園ホールに登場しました。取材陣のフラッシュを浴び、お気に入りの黄色のパンツスー
ツ姿で鈴木その子が現れると、春休みの学生さんや子ども連れのお母さんたちが
一斉に歓声を上げて「その子さ～ん」と大歓迎。にこやかに手を振る姿を見ながら、私
たちは内心ハラハラしていました。と言うのもその数日前まで入院していたカラダだった
からです。大手術をして経過はすこぶる良好とはいえ、まだ退院予定日まで日にちが
ある中、退院してしまったのです。それには理由がありました。鈴木その子に対して
全く根拠のないデマを流し、嘘の記事を掲載した女性誌に、抗議をし真実を証明する

ための居ても立っても居られずの退院でした。どこかの企業が鈴木
その子を陥れようとした執拗で明らかにでっち上げの記事は、すぐ
に嘘と暴かれ、出版社が謝罪記事を掲載することで決着を見まし
た。鈴木その子がパスポートをかざしながら、「私が外国に行って
いないことは、見ればすぐわかるのに、嘘がどうしてやすやす
とまかり通るのか」と憤りをあらわにしていた姿。
正しいことを証明するのは会員様を守るためと、
闘う時の厳しさを決して忘れることはありません。

T H E  N O R I K O トキノ会便り 編集長 瀧本範子の「ノリコ手帖」
VOL.10

営業時間 11：00～19：30（月曜定休）
4/11（水）2F 14:00まで　4/21（土）2F 18:00まで　4/22（日）18:00まで
〒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

プラチナ会員様に年4回（1月・4月・7月・10月予定）『トキノ会便り』にて鈴木その子の思いをお届けいたします。トキノ会便りのご案内

献立体験交流
ティーパーティー
献立体験交流
ティーパーティー
献立体験交流
ティーパーティー
献立体験交流
ティーパーティー

銀座店GW特別販売銀座店GW特別販売銀座店GW特別販売銀座店GW特別販売

4 28〈土〉～5 6〈日〉11：00～ 19：30

Facebookで銀座店の耳より情報を
随時配信中！ こちらもご登録を！

銀座店の最新情報やSO CAFEの
お得なクーポンを配信中です。

インスタグラム始めました
＠sonoko_official

LINE
ぜひご登録ください!

SONOKO特製スイーツを
召し上がりながら、

献立実行中の体験談やお悩みをお話し合う
会員様限定のお茶会です。

SONOKO式献立で
うれしい結果を出すためのポイントもご紹介。

皆様で交流を深めながら、
楽しく献立を実行していきましょう！　

※定員になり次第締め切りとさせていただきます

5 12〈土〉 14：00～ 15：30  

みんなで楽しく続けよう！！

すべては自らの力で
通販スタッフ 大石

素敵な

プレゼント案
内も

あります♪
宛先▶ info-sonoko@sonoko.co.jp
※メールの配信は不定期となります ※メルマガでの特典は、お電話でのご注文に限ります

【ご連絡いただく情報】 ①氏名   ②会員番号　③メールアドレス

お電話注文のみのお得な情報を、いち早くメールでお届け。
登録方法は簡単！下記のメールアドレスに必要情報を送るだけ。  毎月1回、

不定期でお
届け！“通販メルマガ”

のご案内

普段は買えない人気のSONOKOのパンを期間限定で特別販売。
数に限りがございますので、お早めに銀座店へ！

4月の献立セット
2週間分を購入された方をご招待。

土曜の午後のひとときを仲間と一緒に過ごしませんか？

4 28〈土〉・
29〈日・祝〉

5 4〈金・祝〉
～6〈日〉

5 1〈火〉～
3〈木・祝〉

※他にもお買い得品を多数ご用意いたします

いずれも
お1人様3点

まで

※会場が変更になる場合がございます

16面




