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ヘアーカラー
トリートメント

美容室いらずの白髪ケア
しっかり染まってツヤ美髪に

化学調味料を使わずに
素材の旨みがたっぷり！
ノンオイル中華
中華丼

創業45周年記念
SONOKO 45年の歩み

秋のSONOKOデー
ポイント交換で断然お得

SONOKOの食品は
子育て中の食事に
ぴったり！

パパママ座談会

熟練パン職人の技で
さらに美味しくなって登場！
新「極み」パン

具だくさんで美味

おかげさまでSONOKOは9月26日に創業45周年を迎えます。
これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝しております。

今後とも、何卒ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1面

VOL.306
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No.153656

能活生活
30粒

7,000円 常 蔵 凍％7 UP
ポイント

+490ポイント

知的健康をサポートし、
笑顔あふれる毎日を
知的健康をサポートし、
笑顔あふれる毎日を
私たちがイキイキと能動的に暮らすためには、喜怒哀楽の

豊かな感情が彩る日々を送ることが大切です。人は毎日が

イキイキしているからこそ、感情豊かに自分らしく暮らすこと

ができます。ありがとうと思う感謝の気持ちや笑顔あふれる

喜びが、前向きな気持ちや行動の原動力になります。こう

した感情豊かな毎日を支えてくれるのがプラズマローゲン

です。ストレスや加齢によって不足しがちなプラズマローゲン

を補うことで、いつまでも感謝の気持ちを忘れずに笑顔の

毎日を送りましょう。

私たちがイキイキと能動的に暮らすためには、喜怒哀楽の

豊かな感情が彩る日々を送ることが大切です。人は毎日が

イキイキしているからこそ、感情豊かに自分らしく暮らすこと

ができます。ありがとうと思う感謝の気持ちや笑顔あふれる

喜びが、前向きな気持ちや行動の原動力になります。こう

した感情豊かな毎日を支えてくれるのがプラズマローゲン

です。ストレスや加齢によって不足しがちなプラズマローゲン

を補うことで、いつまでも感謝の気持ちを忘れずに笑顔の

毎日を送りましょう。

９月病をご存知ですか？９月病をご存知ですか？
楽しかった夏 休みが明けて

仕事や学校が始まる時期に、

心身のバランスを崩す９月病が

近年増加中です。季節の変わり

目は、何かとカラダのコンディションが

揺らぎやすくなります。イキイキと

した健やかなコンディションを保

つためには、カラダの内側からケア

することが重要になります。「能活生活」

は脳内物質のプラズマローゲンに着目し

たサプリメント。プラズマローゲンとは人間

のカラダを構成する約37兆個の細胞すべて

の細胞膜を構成しているリン脂質の一種で、

知的健康をサポートします。「能活生活」は、ＤＨＡやＥＰＡなどの有用な

不飽和脂肪酸を豊富に含む「ホタテ・プラズマローゲン」を使用。ポジ

ティブで冴えた毎日をバックアップします。

楽しかった夏 休みが明けて

仕事や学校が始まる時期に、

心身のバランスを崩す９月病が

近年増加中です。季節の変わり

目は、何かとカラダのコンディションが

揺らぎやすくなります。イキイキと

した健やかなコンディションを保

つためには、カラダの内側からケア

することが重要になります。「能活生活」

は脳内物質のプラズマローゲンに着目し

たサプリメント。プラズマローゲンとは人間

のカラダを構成する約37兆個の細胞すべて

の細胞膜を構成しているリン脂質の一種で、

知的健康をサポートします。「能活生活」は、ＤＨＡやＥＰＡなどの有用な

不飽和脂肪酸を豊富に含む「ホタテ・プラズマローゲン」を使用。ポジ

ティブで冴えた毎日をバックアップします。

豊かな感情と冴えた毎日が輝きのもと豊かな感情と冴えた毎日が輝きのもと

常 蔵 凍

荘水 6本セット
35ml×6 No.153654

％5 UP
ポイント

+2,250ポイント
45,000円

□ ぼんやり
しがち

□ なんとな
く頑張れない

□ 表情が冴えない

□ 遅刻が増える

□ 朝からスッキリしな
い

最近、こんな
こと

気になって
いませんか

？
C h e c k !

※体験には個人差があります

「ホタテ・プラズマ
ローゲン」とは？

プラズマローゲンは、体内のほぼすべ
ての組織に存在していますが、特に脳
神経細胞や心筋、リンパ球などに多く
含まれます。プラズマローゲンは鶏肉
や魚介類などあらゆる動物の組織にも
含まれ、中でも国産の帆立貝から特殊
な方法で抽出した「ホタテ・プラズマロ
ーゲン」はヒト型のプラズマローゲン
に近く、ＤＨＡやＥＰＡを豊富に含有し
ています。熱に弱く食事からは摂取し
にくいため、サプリメントからの摂取が
効果的です。

   
ホタテ・プラズマロー

ゲン入り

お客様のお声
能活生活を飲み始めてからうっかりす
ることが減り、やる気がアップ。食生活
や身だしなみ、生活習慣を見直す気持
ちになり、充実感が増しました。

島根県 川合礼子様

お客様のお声
能活生活を飲み始めてからぼ
んやりすることが減り、やる気
がアップ。食生活や身だしな
み、生活習慣を見直す気持ち
になり、充実感が増しました。

島根県 川合礼子様

お客様のお声
飲み始めて２週間目から朝の
調子が良好になり、さらに翌
週から家事の効率が良くなり
ました。一日中元気に過ごせ
るようになり、気分も前向きに！

千葉県 佐藤美里様

Shop 営業時間銀座店
お問合せ　
03-4335-7878 2F 11:00～19:30

1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30（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

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

2面



3面

今月は「海の幸セット」が
おすすめです！ ▶詳しくは9面へ

ひらめきをアシストする魚を積極的に食べましょう！ひらめきをアシストする魚を積極的に食べましょう！
ＤＨＡやＥＰＡを含む魚類は、クリアな毎日を応援するスマートフードの代表選手。
魚中心のバランスよい食事で、イキイキと美しい毎日を過ごしましょう。
ＤＨＡやＥＰＡを含む魚類は、クリアな毎日を応援するスマートフードの代表選手。
魚中心のバランスよい食事で、イキイキと美しい毎日を過ごしましょう。

北海道で水揚げされた
秋鮭を塩麹で味付け。

やわらかな食感で
旨みたっぷり ！

北海道で水揚げされた
秋鮭を塩麹で味付け。

やわらかな食感で
旨みたっぷり ！

素朴な味付けで
いわし本来の
旨みを凝縮。
骨まで食べられる

やわらかさ ！

素朴な味付けで
いわし本来の
旨みを凝縮。
骨まで食べられる

やわらかさ ！

国産真さばを
こだわりの

信州味噌の
ブレンドタレで味付け。
骨が気にならないよう
調 理しているので
お子様にも！

国産真さばを
こだわりの

信州味噌の
ブレンドタレで味付け。
骨が気にならないよう
調 理しているので
お子様にも！

具だくさんで
食べ応え充分！
ごはん、麺とも

抜群の相性です

具だくさんで
食べ応え充分！
ごはん、麺とも

抜群の相性です

はちみつや純米酢で
漬けた南高梅入りの

やさしい味わい。

はちみつや純米酢で
漬けた南高梅入りの

やさしい味わい。

芳醇な香りと
爽やかな味わいを満喫。

カラダにやさしい
ワインで美しさもアップ

芳醇な香りと
爽やかな味わいを満喫。

カラダにやさしい
ワインで美しさもアップ

生地がよりしっとり、
やわらかに。

小麦本来の甘みも
アップ！

生地がよりしっとり、
やわらかに。

小麦本来の甘みも
アップ！

％3 UP
ポイント

No.153607No.153607

国産真いわしの
しょうが煮 3袋
国産真いわしの
しょうが煮 3袋

1,200円1,200円
73g×373g×3

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

No.153606No.153606

国産真さばの
味噌煮 3袋
国産真さばの
味噌煮 3袋

1,440円1,440円
83g×383g×3

常 蔵 凍％3 UP
ポイント

No.153608No.153608

秋鮭の塩麹漬け焼き3切秋鮭の塩麹漬け焼き3切
1,440円1,440円

210g（3切）210g（3切）

常 蔵 凍

焼きタイプ

１切あたり
480円

％3 UP
ポイント

No.153609No.153609

秋鮭の塩麹漬け3切秋鮭の塩麹漬け3切
1,260円1,260円

240g（3切）240g（3切）

常 蔵 凍

生タイプ

１切あたり
420円

「青魚のサラサラ成分」でおなじみ
の、ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）と
ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）。
どちらもマグロやサバ、イワシなどの
青魚に多く含まれる成分で、人体
ではほとんど生成することができな
い必須脂肪酸（オメガ３脂肪酸）
の一種です。健康維持と美容に
有用な働きが期待されるといわ
れ、近年では成人病予防の観点
からも、世界中でますます注目度が
高まる傾向に。「生活が不規則」
「運動不足」「脂っこい料理が好
き」など生活や食生活が気になる
という人におすすめの栄養素で、
元気で若々しい毎日をサポートし
ます。体内ではつくれないため、
日々の食事で補うためにも青魚を
しっかり食べることが大切です。

美しく生きる
知恵

DHA・EPAって何？

生タイプもあります。
生タイプもあります。

No.153546No.153546 1,440円1,440円
85g×385g×3
3袋3袋

％3 UP
ポイント

No.153545No.153545

国産真いわしと
はちみつ梅のうま煮
国産真いわしと
はちみつ梅のうま煮

480円480円

常 蔵 凍

85g85g

数量限定

単品単品

No.013414No.013414

ノンオイル中華 
中華丼
ノンオイル中華 
中華丼

780円780円

常 蔵 凍

180g180g

６種の国産具材（豚肉、タマネギ、たけのこ、うずらの
卵、にんじん、きくらげ）を使用し、それぞれの食感や
素材の旨みを引き出す味付けに。一般的な中華総菜
は旨み成分が配合されていますが、SONOKOの中
華丼はもちろん化学調味料不使用。チキンブイヨン
が効いたしょうゆ味で、麺にかけても美味しい！

原材料はそのままに、製法の見直しや、熟練の
パン職人の徹底した温度・時間管理で、パン生
地のベストな状態を「極」めることでワンランク
上の美味しさを実現。よりやわらかな食感と
やさしい甘みを引き出した“極上”の逸品に
仕上げました。

No.153628No.153628

新シリーズ「極み」パン詰め合わせ新シリーズ「極み」パン詰め合わせ
2,500円2,500円 常 蔵 凍

リニューアル

● 極みメロンパン 1個 
● 極みチョコチップパン 1個
● 極みロールパン 6個 
● 極み粒あんぱん 1個 
● 極みレーズンパン 2個

数量限定

美味しさ

 盛りだくさん！ 美味しさ

 盛りだくさん！ 

酸化防止剤として使用している亜硫酸
塩の含有率を極限まで低く抑え、芳醇
な香りと爽やかな味わいを引き出しま
した。カラダにやさしいアルコールを適
量摂ることで、キレイを後押しします。

No.015933No.015933

その子美ワイン白その子美ワイン白
3,950円3,950円 常 蔵 凍

750ml750ml

※年毎にヴィンテージが変わります

●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
●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

【極みチョコチップパン】
ベルギー産のチョコチ
ップをふんだんに使用。
もちっとして、カカオの
香りが広がります。

【極みロールパン】
外側は香ばしく、中はふ
んわりもちっとした食感
で、噛みしめるとより甘
みを感じます。

【極み粒あんぱん】
北海道産小豆を使用し
た粒あんがしっとりし
た生地とベストマッチ。
大満足の食べ応え。

【極みレーズンパン】
レーズンを1度蒸してか
ら加えることで、しっと
り風味もアップ。生地と
より好相性に。

9月の新商品9月の新商品【極みメロンパン】
表面のクッキー生地は
よりサクッと、中はふん
わりもっちりした食感が
楽しめます。

※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※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

ご利用について詳しくは15面をご覧ください



リンゴ幹細胞
エキス入り！

＊2

宇田川：お子様はごはんをよく食べられますか？
後藤：我が家はお弁当が多いので、ごはんはよく食べますね。娘は1食で
158gも食べるんです。
宇田川：大人並みですね！２人を子育て中ですと、睡眠時間が短くなりが
ちではないですか？
後藤：はい。２人の寝るタイミングが違うので、毎日睡眠は2～3時間です。

宇田川：大変ですね、もともと体力があったのですか？
後藤：いえ、小さい頃から病弱でしたが、子育てを始めてからは体調を崩せないと
いう思いで気が張っているのか、調子を崩さないですね。娘もカラダが丈夫です。
宇田川：出産後、何か意識されていることはあるのでしょうか？
後藤：そうですね、とにかくしっかりと食べるようにしています。そして
サプリメントは素ドリンク 月、透と荘水を毎日飲んでいます。夜に月
のボトルタイプを炭酸水で割って飲むと翌朝、調子が良いです。
宇田川：私も月のスティックタイプを寝る前に3袋飲んでいます。翌朝
スッキリしますよね。
後藤：はい。おかげで朝は目覚めた瞬間から、もの凄いスピードで動いて家事をして
います(笑)。サプリと言えば、息子は朝と夜、飲み物に混ぜた荘水を飲んでいます。
娘は素ドリンク 透が大好きでバレエのレッスンの時に水筒に入れて持参しています。
私は授乳が終わってからは、寝る前にその子酒や力松に有機ジンジャー りんご
とすだちなどを混ぜてカクテル風にして楽しんでいます。力松と素ドリンク 月は
良く合いますね。子どもたちはホワイティが欠かせません。
宇田川：ホワイティはいつ頃から飲んでいますか？
後藤：娘は4歳くらいから、息子はもう1歳で飲んでますね。ちょっと
薄めくらいでも美味しいですよ。セレクトのソーダスパークルマルチ
でつくった炭酸で割るのも好きですね。
宇田川：美味しそうですね。うちでもやってみます。

宇田川：ところで、ご主人のSONOKO商品へのご理解はいかがでしょうか？
後藤：SONOKOの食品や私がアレンジしてつくったものを、
美味しいと言って一緒に食べています。
宇田川： アレンジですか。お料理はよくされますか？
後藤：はい。SONOKOの食品でよくアレンジをしています。スーパーだと
安全な素材を選ぶのが大変だし、逆にお金がかかってしまいますので。
秋鮭の塩麹漬けや真だらの味噌漬け、豚どんセットなどの生のお肉、お魚を
フードプロセッサーでつぶして、ハンバーグや肉詰めなどをつくっています。
宇田川：後藤様が一番お好きな食品は何ですか？
後藤：一番というと難しいのですが(笑)、トキノのりは毎日食べていま
す。あとメンチカツなどの焼きフライ系や、そのままで美味しい肉まるくん
が大好きです。お弁当に活用できる総菜は重宝しますね。焼きフライはキャベツを添え
るだけで豪華なメニューになりますし、そのままで美味しい肉まるくんはスープや煮込み

宇田川：最近お野菜の販売がスタートしましたが、野菜はよく食べられますか？
後藤：はい、我が家では焼きナスが人気です。ナスにトーストクリームを塗って、だしの素
を適量、味噌２、味の母１、砂糖１の割合で混ぜて煮込んだ味噌ソースを塗って、さらに
トーストクリームとパン粉をトッピングして焼きます。それをカレーにのせるともうごちそう！
宇田川：美味しそうですね！ アレンジを始めたきっかけは何ですか？
後藤：結婚当初はその子先生のアレンジ本を読んで、自分で一からつくっていました
が、子どもが２人になるととにかく時間がない。SONOKOのお総菜はそのままでも
美味しいのですが、毎日のことなのでひと手間加えていろいろなメニューを子どもたち
に食べさせたいと思って始めました。SONOKOのお総菜だとアレンジしても絶対
失敗せず美味しいので、楽しいです！
宇田川：子育てをきっかけに、さらにSONOKOの食品を活用してくださっているのですね。
後藤：そうですね、やはり一番の理由は、安全なので親として安心ですよね。
宇田川：これから子育てを始める方に、ぜひメッセージをお願いします。
後藤：SONOKOの食品は危ないものは一切なく、安全でアレンジできるものが多いので、
子育て中の食事にとても向いていると思います。にんにくなどのクセがある餃子は初めて
食べさせる時にためらいがちですが、SONOKOの餃子ならノンオイルでクセがないので、
初めて食べさせるのにぴったりです。SONOKOの食品は、甘めの味付けで食べやすいやさし
い味が多いので、子どもの好き嫌いがなくなると思います。子育て中の方にぜひおすすめです。
宇田川：本日は貴重なお話をありがとうございました。

パパママ
座談会パパママ
座談会

SONOKO
SONOKO 安全でアレンジ自在なSONOKOの食品は

子育て中の食事にぴったり！
安全でアレンジ自在なSONOKOの食品は

子育て中の食事にぴったり！
ご結婚前からSONOKO製品をご愛用くださり、現在は２人のお子様の育児に奮闘される後藤様に、

１才男児の父でもある代表の宇田川がインタビュー。子育てやおすすめのアレンジメニューなどについて、たくさんのお話を伺いました。
ご結婚前からSONOKO製品をご愛用くださり、現在は２人のお子様の育児に奮闘される後藤様に、

１才男児の父でもある代表の宇田川がインタビュー。子育てやおすすめのアレンジメニューなどについて、たくさんのお話を伺いました。

“朝から元気”の立役者“素ドリンク 月”“朝から元気”の立役者“素ドリンク 月” 料理に入れても。どちらもぜひ定番にして欲しいです！ 黄色いカレーも皆大好きです。
宇田川：カレーもアレンジしていますか？
後藤：野菜や麺類を入れたり、カレードリアにもよくアレンジします。
宇田川：すごい！
後藤：カレードリアをつくる時はトーストクリーム、その子トマトをお米
に混ぜています。そのソースをメンチカツにかけると、子どもも大喜び！
宇田川：トーストクリームは期間限定の販売ですが、とっておかれるのですか？
後藤：はい。なので、トーストクリームが入っていると思わず買っちゃいます(笑)。娘は卵が
苦手ですが、トーストクリームは大好きです。トーストクリームはそのままパンに塗るよりも、お料理
に使うことが多いですね。銀座店の寺田さんにアレンジレシピのアドバイスをいただけるの
で、とても助かっています。最近ではお店でいただいた、角食パンにジャムを塗って巻いた
ラップロールを参考にしました。美味しくてお弁当にも重宝して我が家の人気メニューです。
宇田川：ラップロールをつくられる時に、角食パンの耳は切るのですか？
後藤：はい。パンの耳は小さく切ってラスクにして、スープやサラダにトッピングします。これも子ども
たちに大人気。あとは耳をフードプロセッサーでパン粉にして、グラタンにもトッピングしています。
宇田川：自家製のパン粉！ 無駄なく使われていて素晴らしいですね。
後藤さんが毎日のお料理に欠かせないものは何ですか？
後藤：常に我が家にあるのは、だしの素と和風ドレッシングです。和風ドレッ
シングを熱 な々ノンオイル中華 肉餃子やメンチカツにかけるとさっぱりいた
だけるので、子どもたちも大好きです。娘は市販の餃子は油っこくて3個も食べ
られないのですが、SONOKOの餃子なら1パックまるまる食べるほどです。

お総菜のアレンジで、さらに美味しくお総菜のアレンジで、さらに美味しく

子育てをきっかけに、さらにSONOKOの食品を活用子育てをきっかけに、さらにSONOKOの食品を活用

後藤みちる様
（長女 ５才、長男 １才）
後藤みちる様
（長女 ５才、長男 １才）

代表・宇田川
（長男 １才）
代表・宇田川
（長男 １才）

花柄ボックスポーチ
サイズ：幅14cm 高さ11cm マチ6cm
素材：綿・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン混、ポリエステル

花柄ポケット付きバッグ
サイズ：幅22cm 高さ21cm マチ10cm（間口31cm）
素材：綿・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン混、ポリエステル

GG洗顔セット
● GG クレンジングクリームR 120g
● GG ウォッシングフォームR 90g
No.153638

うるおいを守りながら、肌をリセット

13,000円

％7 UP
ポイント

+910ポイント

数量限定

GG基礎３点セット
● GG モイスチャーローションR 120mL
● GG エッセンスR 30mL
● GG クリーム 30g
No.153639

年齢肌を徹底ケアし、ハリ&ツヤ肌へ

30,500円

％7 UP
ポイント

+2,135ポイント

数量限定
■希少なリンゴから抽出した美容成分。
■目元や口元などに現れやすい乾燥
などの年齢サインをケア。
■肌のすみずみへアプローチ＊3し、
ハリのある肌へ。
■うるおいを与え、透明感あふれる
明るい肌に。

年齢肌に適した成分を強化！
＊1

リンゴ幹細胞エキス＊2

＊1 自社比　＊2 保湿成分　＊3 角層まで

□肌がごわついている
□肌がカサついている

□肌色がさえない
□ハリがなくなった気がするこんなこと

ありませんか？こんなこと

ありませんか？

ハリハリツヤツヤに満ちた肌のために今すべきこと

素ドリンク 月

素ドリンク 透
荘水

有機ジンジャー 
りんごとすだち

その子酒

力松

豚どんセット

トキノのり

そのままで美味しい
肉まるくん

焼きフライ
（メンチカツ）

黄色い
カレー

トーストクリーム

だしの素

その子トマト

和風
ドレッシング

ノンオイル中華
肉餃子

ホワイティ

春から夏に紫外線を受け続けた肌は、ダメージが蓄積しています。
さらに急激な気温の低下や乾燥でデリケートな状態に。
丁寧なお手入れで秋も美しく過ごしましょう。 たっぷり収納

たっぷり収納

サイドポケットが
便利サイドポケットが
便利

秋鮭の
塩麹漬け

真だらの
味噌漬け

Shop 営業時間銀座店
お問合せ　
03-4335-7878 2F 11:00～19:30

1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30（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

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

4面

常 蔵 凍※温度帯の表記のない化粧品はすべて



美容室美容室 いらず！いらず！
しっかり染まって、しっかり染まって、しっとり美髪しっとり美髪
「白髪は染めたいけれど、髪を傷めたくない」。「美容室に行く時間がない」。そんな大人の女性の願いを叶えるヘアカラートリートメントが

SONOKOから誕生！髪や頭皮へのやさしさや使用感にこだわった逸品。毎日のバスタイムで手軽に白髪ケアを！

QQ
AA
使い方を教えてください

QQ
AA
１回の使用量は？

QQ
AA
どれくらいの頻度で使えばいいですか？
使い始めは３日間連続でのご使用をおすすめします。髪色
が安定したら、中２日ごとにご使用ください。染まり方には個
人差がありますので、髪色を見ながら調整してください。

使い始めは３日間連続でのご使用をおすすめします。髪色
が安定したら、中２日ごとにご使用ください。染まり方には個
人差がありますので、髪色を見ながら調整してください。

使用量目安を参考に、髪全体にいきわたるようにご調整く
ださい。
使用量目安を参考に、髪全体にいきわたるようにご調整く
ださい。

QQ
AA
素手で使えますか？
ご使用いただけます。ただし、乾いた手に
付くと落ちにくい場合がありますので、必ず
濡れた手でお使いください。またご使用後
は、すぐに石けんで洗い流してください。
爪の汚れが気になる方は、ビニール手袋
やブラシなどのご使用をおすすめします。

※染まり方には個人差があります。

ＧＧ ディープケアシリーズとの組み合わせで
健やかな頭皮と美髪をキープ
ＧＧ ディープケアシリーズとの組み合わせで
健やかな頭皮と美髪をキープ

髪と頭皮をいじめないヘアカラー髪と頭皮をいじめないヘアカラー

モニターのお声
初日からとても良いと思いました。さらりとしてのばしやすい
ため、櫛を使って生え際や分け目にもしっかり塗れました。
ブラウンの深みのある染まり具合がとてもキレイで、周りの
人からも大好評！数日経ってもあまり色落ちしないので、手間
を感じずに継続できそうです。

使い方がとても簡単。多少手に色が付いても素早く落ちるし、
何よりも短時間でしっかり染まったことに大満足！使い続け
るほど期待に応えてくれ、時間が経過しても色落ちせずにしっ
かりと色が付いたままなのもうれしい。髪も傷まず、しっとり
ふんわりツヤも感じます。

GG ディープケア
シャンプー

3,900円％5 UP
ポイント480mL

No.153645

GG ディープケア
トリートメント

％5 UP
ポイント 4,500円200g

No.153646

GG ディープケア
ヘアパック

4,500円％5 UP
ポイント180g

No.153647

より健やかな頭皮と美髪を保つために、ＧＧ ディープケアシリーズとの併用をおすすめします。より健やかな頭皮と美髪を保つために、ＧＧ ディープケアシリーズとの併用をおすすめします。

シャンプー後、タオルで髪の
水気をよく拭きとり、白髪
部分を中心に髪全体にムラ
なくなじませ、５分程度放置
します。染まり方が弱いと感じた場
合は、放置時間を長めにしてもＯＫで
す。髪や頭皮に負担をかけにくいので、
時間を長くおいても問題ありませんが、
20分程度を目安にご使用ください。

シャンプー後、タオルで髪の
水気をよく拭きとり、白髪
部分を中心に髪全体にムラ
なくなじませ、５分程度放置
します。染まり方が弱いと感じた場
合は、放置時間を長めにしてもＯＫで
す。髪や頭皮に負担をかけにくいので、
時間を長くおいても問題ありませんが、
20分程度を目安にご使用ください。

11

お湯に色が出なくなるまで、
しっかりすすぎます。
お湯に色が出なくなるまで、
しっかりすすぎます。

22

タオルで髪の水気をとり、
ドライヤーでしっかり
乾かします。

タオルで髪の水気をとり、
ドライヤーでしっかり
乾かします。

33

鈴木その子が提唱していた「10年後のキレイのためのいじめない
お手入れ」。その想いを引き継ぎ「白髪をしっかりと染めながら、
髪と頭皮をいじめないヘアカラートリートメント」がついに完成。
一般的なヘアカラー剤で使用され、髪や頭皮のダメージやトラ
ブルのもとになるジアミンやタール系色素、過酸化水素水などの
成分は一切使用していません。
SONOKOならではのこだわりは３つ。
①髪や頭皮にやさしい染毛成分で、しっかりと染め上げます
②年齢肌に適した成分により、ハリ・コシのある髪に
③トリートメント成分が、パサつきやうねりを抑えて、しっとりさらさら
なツヤ美髪へ
髪と頭皮をいたわりながら誰でも簡単にお風呂で白髪カバーでき
る、キレイの味方です。

鈴木その子が提唱していた「10年後のキレイのためのいじめない
お手入れ」。その想いを引き継ぎ「白髪をしっかりと染めながら、
髪と頭皮をいじめないヘアカラートリートメント」がついに完成。
一般的なヘアカラー剤で使用され、髪や頭皮のダメージやトラ
ブルのもとになるジアミンやタール系色素、過酸化水素水などの
成分は一切使用していません。
SONOKOならではのこだわりは３つ。
①髪や頭皮にやさしい染毛成分で、しっかりと染め上げます
②年齢肌に適した成分により、ハリ・コシのある髪に
③トリートメント成分が、パサつきやうねりを抑えて、しっとりさらさら
なツヤ美髪へ
髪と頭皮をいたわりながら誰でも簡単にお風呂で白髪カバーでき
る、キレイの味方です。

やさしい染毛成分で手軽に白髪ケアやさしい染毛成分で手軽に白髪ケア
SONOKOのヘアカラートリートメントは、髪や頭皮にやさしい塩基
性染料とＨＣ染料を使用し、髪の表面と内側をダブルでカラー
リングします。さらにヘナをはじめとする刺激の少ない植物由来
染毛成分も配合。毎日のトリートメントの代わりにご使用いただく
だけで、白髪をしっかりと染め上げる低刺激のやさしい設計です。
これまでのヘアカラーが苦手という方も、ぜひ一度お試しください。

SONOKOのヘアカラートリートメントは、髪や頭皮にやさしい塩基
性染料とＨＣ染料を使用し、髪の表面と内側をダブルでカラー
リングします。さらにヘナをはじめとする刺激の少ない植物由来
染毛成分も配合。毎日のトリートメントの代わりにご使用いただく
だけで、白髪をしっかりと染め上げる低刺激のやさしい設計です。
これまでのヘアカラーが苦手という方も、ぜひ一度お試しください。

3,000円
ヘアカラートリートメント
200g
No.153667

使い始め２週間のお手入れサイクルモデル

使い始めの

1週間目使い始めの

1週間目

髪色が

なじんできた

2週間目

髪色が

なじんできた

2週間目

1日目1日目

ヘアカラー
トリートメント

2日目2日目 3日目3日目 4日目4日目

GG ディープケア
トリートメント

5日目5日目 6日目6日目 7日目7日目

8日目8日目 9日目9日目 10日目10日目 11日目11日目 12日目12日目 13日目13日目 14日目14日目

GG ディープケア
ヘアパック

1日目1日目 2日目2日目 3日目3日目

5日目5日目 6日目6日目 7日目7日目4日目4日目

白髪白髪 ▶

手が汚れ
にくい！

根元まで
ラクラク
染められる！

便利なヘアカラーブラシ
プレゼント

便利なヘアカラーブラシ
プレゼント

〈染毛イメージ〉

健康な髪の毛

週に1度はヘアパックがおすすめ！週に1度はヘアパックがおすすめ！髪と頭皮に栄養を与え、しなやかな髪に髪と頭皮に栄養を与え、しなやかな髪に穏やかに洗い、汚れをスッキリ落とす穏やかに洗い、汚れをスッキリ落とす

こんなに
お得！

〈使用量目安〉
ピンポン玉大

ショ ート
セミロング
ロ ン グ

：約1個分
：約2個分
：約3個分

自宅でも自宅でも

+195ポイント +225ポイント +225ポイント

一般的な
ヘアカラー剤

SONOKOの
ヘアカラートリートメント

酸化染料により
キューティクルが剥がれて
ケラチンが放出され、
髪にダメージを与える

キューティクルを
コーティング。
色付きながら
補修ケア！

キューティクル 分子の小さい染料が
内部に浸透

50代女性

40代男性

5面

ご利用について詳しくは15面をご覧ください

※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



60,000円
相当お得！

ポイント交換アイテムポイント交換アイテム
＊すべてポイント対象外

SONOKO
G.Gロゼ
No.153676
150粒

忙しい時こそ、カラダへの思いやり。
さっと食べられる基本の3点セット。

ごはんがおいしいセット

● 荘たまご 1パック（6個）
● 小松菜のおみそ汁 
　4.5g 6袋
● そのこ米ごはん 
　ササニシキ180g 6パック

ドリームプリンをはじめ人気の
洋菓子のセット。

洋菓子セット

● チョコゼリーケーキ 3個
● ドリームプリン カスタード 3個
● フルーツゼリー オレンジ 3個

※十分に注意して梱包いたします
が、たまご のヒビ割れにつきましては
ご容赦ください。

お年寄りから小さなお子様まで、
みんなが喜ぶ和菓子セット。

和菓子セット

● おはぎ 200g（4個）
● 黒豆塩大福 220g（4個）
● 黒蜜風味ようかん 240g（20g×12本）
● みたらし団子 200g（5本）

工事のいらない据置タイプ。
浄水器を新設する
絶好のチャンスです！

No.153685

浄水器 据置タイプ

No.153677

No.153678

No.153679

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

3,000円
相当お得！

90φ×W180×H170mm

お弁当のおかずや、あと
もう1品ほしい時にとっ
ても便利。

副菜盛り合わせセット

● 南瓜のそぼろ煮 60g
● 鶏そぼろ入りうの花 50g
● きんぴらごぼう 50g
● ほうれん草の和え物 55g

No.153682

2,5002,500ポイント2,6502,650 ポイント 2,1002,100ポイント 1,7001,700ポイント 1,5001,500ポイント

3,0003,000ポイント3,5003,500ポイント3,5003,500ポイント5,0005,000ポイント

5,0005,000ポイント7,0007,000ポイント10,00010,000ポイント50,00050,000ポイント100,000100,000ポイント

荘水 2本
6,000円
相当お得！No.153672

35ml×2

常 蔵 凍 常 蔵 凍 常 蔵 凍

オードトワレ
ＳＯＵ

2,000円
相当お得！

パルファム
No.153675
7mL

550円
相当お得！

370円
相当お得！

580円
相当お得！

国産鶏のぶっかけ
白湯スープ 3袋
パイタン500円

相当お得！

No.153683
200g×3

板のり
3袋
No.153680
10枚×3

600円
相当お得！

国産たまごスープ
5袋 3セット
No.153681
8g×5（フリーズドライ）×3

450円
相当お得！

9,000円
相当お得！

ロゼスパークリングワイン
No.153684750ml

数量限定

数量限定
数量限定

No.153673

数量限定
スーパービューティセット

● SONOKO GG 180粒
● エッセンス ステップ1 5mL×7本
● エッセンス ステップ2 30mL
● スーパーモイスチャークリームR 50g

No.153674
50mL

51,000円
相当お得！

9/1（日）～30（月）

銀座店でのお買い物の場合は、その場でポイントが付きますので、お買い物の直後に
ポイントを利用することが可能です。
お電話注文でのお買い物の場合は、ポイントの付与に時間差があり、
ご注文をされた時点ではなく、商品がお手元に届いた時点でポイントが付きます。
 （プレゼントポイントの場合は、それより後の場合もございます。詳しくはお尋ねください。）

● ポイントが付くタイミングについて
1

2

● SONOKOデーのポイント交換について
ポイント交換アイテムは、SONOKOデー開催期間中のみ交換が可能です。
開催期間以外は、1ポイント＝1円でのお値引きとしてのみご利用可能です。
ポイント相当額の金額を現金やクレジットカードでのお支払いでお求めいた
だくこと（たとえば、10,000ポイントの代わりに現金やクレジットカードで
1万円のお支払いなど）はできませんので、あらかじめご了承くださいませ。

1

2

※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 
●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

銀座店スタッフ 竹内洋子

　SONOKO ＧＧのおかげで元気に過ごせていますが、能活
生活を飲むようになってからはさらにテキパキと行動できるよう
に! 若い頃は仕事に追いかけられるような日々 でしたが、今では
私が仕事を追いかけるように動けています。例えば1日の中であ

れもこれもと段取りを考え、すべて予定通
りにこなせています。しかもスピーディー
に! 我が家のことであっても仕事のこと
であっても、ハプニングはつきもの。それで
も臨機応変に上手く対応できています。
きっと私の場合は“行動”に能活生活
の効果が表れているのだと思います。

私の逸品
能活生活

私の場合は「行動」に効果が表れるようになりました!
　またある時、高校受験
を控えた孫娘に能活生
活をプレゼントしたことがあ
りました。2箱目を飲み終え
る頃に、「あともう少し飲み
続けたい。意欲が湧いて
きて、しっかり勉強できてい
ると思う！」と孫娘から言わ
れ、さらに1箱プレゼントすることに。その後も飲み続けた結果、さら
に学校が楽しくなっているとのことです。

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍

ポイント
交換で
お得！

630円
相当お得！

SONOKOデー お手持ちのポイントも、これから貯めていただくポイントも
「SONOKOデー」のポイントアイテムと交換するの
が断然お得です！ 年に2回のこの機会、どうぞお見逃しなく！

常 蔵 凍

今月はお得なポイント付き 詳しくは2・8面へ

● オンラインショップではご利用いただけません

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）  ※　　 　  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です常 蔵 凍

Shop 銀座店
お問合せ　
03-4335-7878

営業時間

2F 11:00～ 19:30
1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30
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今月はプレゼント付き 詳しくは5・8面へ

9月の新商品

ずっと「荘 モイスチュアローション」
を使用していましたが、「ＧＧ モイス

チュアローションR」を勧められ使用してみま
した。ＧＧの方がしっとりして良かったのです
が、荘とＧＧのどちらを使用したら良いのか
迷っています。 　　　  　　島根県　玉井里香様

「荘シリーズ」は敏感肌用、「ＧＧシリー
ズ」はエイジングケア*に特化しておりま

す。お肌の状態や用途に応じてお選びいただければ
良いかと思います。ご質問ありがとうございました。

Q

A
お客様とSONOKOをつなぐ
コミュニケーションの場です。

皆様からお寄せいただいたお声や
お写真を紹介いたします。

お客様とSONOKOをつなぐ
コミュニケーションの場です。

皆様からお寄せいただいたお声や
お写真を紹介いたします。

献立セットにはいつも
助けられています！
兵庫県　三木光代様

献立セットは便利なうえに、SONOKO
式を体感できるうれしいセットとなって
おります。6月からは食事管理をされて
いる方におすすめの「すっきり献立セッ
ト1500」も新たに加わりました。ぜひ
お試しください！

美味しいものは世の中にあふれていま
すが、SONOKOの献立セットは美
味しいだけでなく、実行するうちにカラ
ダが軽くなり、活力が湧いてきて、スッ
キリします。これほど結果がしっかり出
るものは他にないと思います。

山口県　田中彩子様

ハーブソルトをご購入いただきありが
とうございます。本当に優秀な調味料
ですよね。スープに入れるとさらに深
い味わいになりますよ。「七色唐辛子」
も辛すぎず風味豊かでおすすめです。

いつも「北海道産 豚もも肉ベーコン
風」とれんこんとタマネギの炒め料理
をつくる際、味付けに「オリジナルハー
ブソルト」を使うのですが、家族や友
人から大好評！ サラダや魚のソテー
にも使いましたが、塩こしょうより風味
が格段にアップして美味しいです！

これ1本で味付けが
完結するほど秀逸！

暑い季節でも
化粧落ちがしない！
東京都　風間由香子様

暑い中、外での作業は本当に大変です
ね。夏の紫外線はファンデーションだけ
では不安なので、下地に「ライトアップ
BB」をお試しください。強い紫外線に
はダブルの効果で立ち向かいましょう！

仕事上、屋外で過ごす時間が多く、猛
暑のせいで今まで使っていたファン
デーションがすぐに落ちてしまい困って
いました。そこで「SONOKOファンデー
ション」を購入して使ってみたところ、以
前よりもお化粧落ちが少なくなり、何度
も直す手間がなくなり助かっています。

「トキノのり」が大好きで何の料理にもつい入れてしま
います。うどん、パスタ、冷ややっこ、おみそ汁…変わり
種でオムレツに入れるなんてことも！ サラダにもよく
振りかけますが、ドレッシングがしみ込んでしっとりとしたのりと、
まだシャキシャキのままののりとのハーモニーがたまりません！ “バラの
り”なので手軽に使用できるのもポイントですね。また、SO N O KOの
「板のり」もよく食べるのですが、市販の板のりと比べて厚みも旨みも
全然違う！ これからも食べ続けたいと思える一品です。

麻布スタッフ 渡辺

料理男子もSONOKOは応援します！ 皆様もおすすめレシピがあり
ましたらぜひ教えてくださいね。お便りお待ちしております。

SONOKO
クイズ

8月号の答え
山田一朗(竹中直人)の母親役
「山田寿美恵」

晩年、鈴木その子が手術後の回復した姿を見ていただきたくて
水着姿を披露しましたが、その写真を撮ったのは誰でしょう。
答えは10月号の『 S O N O K Oサロン』で！

SONOKOがお答えします

※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※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

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。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。

お写真や
エピソード大募集!

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 
オーク南麻布ビル8F SONOKO
「THE SONOKO 編集部」

thesonoko@sonoko.co.jp

郵送

メール

SONOKO製品や鈴木その子にまつわ
るエピソードとともに、ご本人やご家族、
ペットの写真をお送りください。

おハガキまたはメールにて、エピソード、
ご住所、お名前、会員番号、ご年齢を
ご記入の上お写真とともにお送りください。

こちらのハガキで
ご応募ください！
こちらのハガキで
ご応募ください！
こちらのハガキで
ご応募ください！
こちらのハガキで
ご応募ください！

プレゼント
1000P

ご掲載の方へ

化学調味料は加えずに
素材の旨みを生かしました

美容室へ行かずに白髪ケア！
しっかり染まってツヤ美髪に

東京都

「総合カタログ」をお持ちですか？

毎年6月・11月発行ご請求はお電話またはオンラインショップへ
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。

リニューアル ● 納豆 11月予定   ● ゆであずき 11月予定

なくなり次第終了 ● クロ子
● 　　　　　　 まじめな蜂蜜 アカシア 10月予定

ノンオイル中華 中華丼
780円

豚肉・タマネギ・たけのこ・うずら
の卵・にんじん・きくらげ、計6種
類の国産の具材をぜいたくに使
った中華丼。化学調味料は一切
使わずに、チキンブイヨンやしょ
うゆ、片栗粉といった安心な調
味料のみで味やとろみを加えま
した。とろっとろの濃厚あんと、具
材それぞれの食感や旨みを存分
にお楽しみください。

180g
No.013414

刺激の少ない塩基性染料やHC染料、
植物由来の染毛成分を使用し、髪や頭
皮に負担をかけずにしっかりと染め上
げます。また、トリートメント成分をぜ
いたくに配合。パサつきやうねりを集中
補修し、ツヤ美髪へ導きます。

ナチュラルおよびオーガニック
成分配合。柔らかい芯でスムー
ズにラインが描けるペンシルタ
イプのアイライナー。印象的で
力強い目元を演出します。

       ロゴナ 
アイライナーペンシル 
01ディープブラック

1,500円No.043994

美容成分配合のリキッドタイプ
のアイライナー。コシのある筆
で描きやすく、メイク直後の仕
上がりを長時間持続します。お
湯で簡単に落とせます。

        エポラーシェ 
ノーステイン ライナー

2,600円No.043993

ロゴナ アイライナーペンシル
用シャープナー。ポーチの中で
も削ったゴミが散らばらない、
蓋つきタイプです。

ロゴナ シャープナー
800円No.043995

200g
ヘアカラートリートメント

3,000円No.045125

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ミュ
スカデルをそれぞれ「7：2：1」の割合で
ブレンドし、複雑で豊かな味わいに仕上
げました。亜硫酸塩の含有量は日本の
法定をはるかに下回る10mg/lなので、
安心してお楽しみいただけます。

その子
美ワイン白

3,950円
750ml No.015933

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

極みレーズンパン 400円2個 No.016157

極みロールパン 800円6個 No.016158

極みチョコチップパン 500円1個 No.016159

極みメロンパン 500円1個 No.016156

極み粒あんぱん 430円1個 No.016155

常 蔵 凍

常 蔵 凍※温度帯の表記のない化粧品はすべて

生地のベストな状態を見極め
美味しく仕上げた“極上パン”

心華やぐ
フレッシュな
味わい

リニューアル

＊年齢に応じたスキンケア

※年毎にヴィンテージが変わります

今月はお得なセットがあります 詳しくは13面へ

ご利用について詳しくは15面をご覧ください

7面
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うるおいを守りながら、肌をリセット 年齢肌を徹底ケアし、ハリ&ツヤ肌へ

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 常 蔵 凍※温度帯の表記のない化粧品はすべて

No.15365435ml×6

カラダのバランス調整に必要な微量ミネラ
ルを配合。飲み物や食べ物に混ぜて摂れる
液状タイプです。若々しいカラダづくりに。

荘水 ６本セット

高い抽出力だね！

45,000円

180粒×3

カラダが本来持っている可能性
を引き出し、整え、正しく働かせ
るように考えた「オールインワ
ン」の万能サプリ。

3本セット
SONOKO GG

57,000円

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍常 蔵 凍常 蔵 凍

No.153653

180粒単品
20,000円

No.153657

50g

％5 UP
ポイント

+195ポイント

GG ディープケアシャンプー
3,900円480mL

No.153645

毛髪と頭皮のダメージを補
修する美容液成分を配合。
髪を内側から補修してハリ
のある艶やかな美髪へ。

キメ細かな泡立ちで、頭皮や
髪にやさしい使い心地なが
ら、汚れや頭皮の老廃物をス
ッキリ落とします。

GG ディープケアヘアパック
180g
No.153647 ％5 UP

ポイント

+225ポイント
4,500円

％5 UP
ポイント

+225ポイント

GG ディープケアトリートメント
4,500円200g

No.153646

沖縄の海シルト*が毛穴の汚れ
を吸着して洗浄。美容液発想
で毛髪と頭皮に栄養を送り、生
まれてくる髪をサポート。＊保湿成分

年齢を重ねるほど気になる美容
トラブルをケア。カラダのリズムを
整えることで、心身ともにハリの
ある若々しい毎日へ導きます。

30粒

能活生活

7,000円No.153656

記憶する力「脳内物質」に着目。
冴えとひらめきにアプローチし、
ポジティブな毎日を応援します。

40,000円

SONOKO G.Gロゼ 
3本セット
150粒×3
No.153655

％7 UP
ポイント

+490ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

10ml×15包（液体タイプ）

選び抜いた16種類の乳酸菌が分
泌するエキスが善玉菌を守り、悪
玉菌の住みづらい体内環境に整
え、健康増進をサポートします。

ありがとう乳酸菌

5,800円
No.153658

5.5ｇ×30包（粉末タイプ）

善玉菌のエサとなる栄養素を
SONOKO独自のバランスで配合。
食生活が乱れている方、野菜不足
が心配な方に特におすすめです。

がんばれ善玉菌

3,000円
No.153659

プレゼント

WB グランクリーム 
4g

％5 UP
ポイント

+2,850ポイント

％5 UP
ポイント

+2,250ポイント

％5 UP
ポイント

+325ポイント

％5 UP
ポイント

+2,000ポイント

リンクルエッセンス48の後継品。
乾燥、ハリ不足などあらゆる年齢サ
インに立ち向かい、若々しい肌へ。

20g
サインズエッセンス

10,000円No.153640

120g
GG クレンジングクリームR 

6,500円 ％5 UP
ポイント

+325ポイント
％5 UP
ポイント

+375ポイント
6,500円No.153633

メイクや毛穴の汚れを肌に負担
をかけずに取り除くクレンジング。

90g
GG ウォッシングフォームR
No.153634

クリーミーな泡立ちでツッパリ
感なく肌を清潔に保つ洗顔料。

％5 UP
ポイント

+600ポイント
12,000円40mL

WB ホワイトニングエッセンス
【薬用美白美容液】 医薬部外品
No.153650

理想の輝き、明るさをもたらす
薬用美白*美容液。　

120mL
GG モイスチャーローションＲ

7,500円No.153635

美肌＆保湿成分たっぷりで、うるお
いがみなぎる肌をめざす化粧水。

30mL
GG エッセンスR

13,000円No.153636

ハリ・弾力・透明感をもたらすスペ
シャルエイジングケア*美容液。

＊年齢に応じたスキンケア

％5 UP
ポイント

+650ポイント

30g
GG クリーム

10,000円No.153637

リッチな使用感でありながら
ベタつかずにうるおいをキー
プする美容クリーム。

％5 UP
ポイント

+500ポイント

％5 UP
ポイント

+250ポイント
％5 UP
ポイント

+500ポイント
高分子ファイバーが、肌表面にネッ
トを張るようにアプローチ。目元の
肌の複合的な悩みをケアします。

15g
アイトリートメント

7,000円No.153643 ％5 UP
ポイント

+350ポイント

デリケートで乾燥しがちな唇をう
るおいで包んでふっくら保ちます。

10g
リップトリートメントR

2,500円

No.153651

％5 UP
ポイント

+125ポイント

28mL

サメ由来のスクワラン*原料を
99.95%配合。気になる部分をうる
おす全身用美容オイル。

ＳＱオイル
5,000円No.153641

＊ 純度99.7%以上/
保湿成分

150g

うるおいで満たしながら、さらっとみずみ
ずしいつけ心地のジェルタイプクリーム。

ボディジェル

2,800円

No.153652

％5 UP
ポイント

+140ポイント
うるおいのヴェールで包みながら保湿。
手のうるおいとネイルケアをこれ1本で。

ハンド＆ネイルトリートメント
3,200円

No.153642

％5 UP
ポイント

+160ポイント

％5 UP
ポイント

+140ポイント

％5 UP
ポイント

+175ポイント

220g

保湿とトリートメント効果で、うるおい
のある素肌に。乾燥予防にもおすすめ。

ボディクリームR
3,500円

No.153648

％7 UP
ポイント

+1,750ポイント

13,000円
No.153638

％7 UP
ポイント

+910ポイント

● GG クレンジングクリームR 120g
● GG ウォッシングフォームR 90g

GG基礎３点セット

30,500円
No.153639

％7 UP
ポイント

+2,135ポイント

● GG モイスチャーローションR 120mL
● GG エッセンスR 30mL
● GG クリーム 30g

数量限定 数量限定

＊メラニンの生成を抑え、
シミ・そばかすを防ぐ

25,000円
45g
WB グランクリーム
No.153649

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。　 ＊角質層

200g

刺激の少ない染料成分やトリー
トメント成分を配合。白髪ケアを
しながらツヤ美髪へ導きます。

ヘアカラートリートメント
3,000円No.153667

120mL

華やかな香りと美容成分がバスタ
イムを優雅に演出。肌の水分を保
ち、しっとりとなめらかに整えます。

バスエッセンス ブーケ
2,800円No.153644

プレゼント

ヘアカラーブラシ

プレゼントプレゼント

GG洗顔セット
花柄ボックスポーチ
サイズ：幅14cm　高さ11cm  マチ
6cm　素材：綿・レーヨン・ポリエス
テル・ポリウレタン混、ポリエステル

花柄ポケット付きバッグ
サイズ：幅22cm 高さ21cm マチ10cm
（間口31cm） 素材：綿・レーヨン・ポリエ
ステル・ポリウレタン混、ポリエステル

詳しくは5面をご覧ください

詳しくは4面をご覧ください

水道水 荘水

化
粧
品
の
ご
購
入
は
今
月
が
お
す
す
め
で
す

コーヒー粉末を使った抽出力の実験

今月のおトク情報8面

サ
プ
リ
メ
ン
ト
／
化
粧
品

Shop 銀座店
お問合せ　
03-4335-7878

営業時間

2F 11:00～ 19:30
1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30
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食
品

％2 UP
ポイント 1,400円120g×2

しっとりやわらかな食感。あっさ
りとした味わいの中にガーリック
の風味を利かせました。

蒸し鶏のガーリック風味 2袋
No.153610

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

2,500円160g（4本）×2

放牧豚の旨みを生かしたジューシーな味
わい。フライパンで加熱するとより美味。

無塩せきポークウインナー 
2袋
No.153598

％2 UP
ポイント 1,800円200g×2

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。

豚肉のシャリアピン 2袋
No.153584

％2 UP
ポイント 1,200円180g（6個）

こだわりのノンフライ製法で国産む
ね肉をジューシーな味わいに仕上
げました。

から揚げ風チキン
No.153599

2,760円
120g×3

脂身の少ない国産の牛肉と豚肉を用
いて、肉本来の旨みを引き出しました。
直火のオーブンでこんがり焼き上げ
た、素材も製法もこだわりの逸品です。

プレミアムハンバーグ 3個
No.153604 ％3 UP

ポイント

％3 UP
ポイント 2,040 円

114g（12個）×33袋
No.153543

680 円単品 114g（12個）
No.153544

そのままで美味しい
肉まるくん

％2 UP
ポイント120g×2

脂身の少ない上質な豚肉を使
用。甘さほどよい焼豚。

焼豚 2袋
3,000円No.153602

180g

豚肉、タマネギ、たけの
こ、うずらの卵、にんじ
ん、きくらげ、計6種類の
国産の具材をぜいたくに
使用。チキンブイヨンが
生きたしょうゆ味の濃厚
あんと、具材の食感や旨
みが食欲をそそります。

ノンオイル中華 
中華丼

780円

5,000円

No.013414

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定

数量限定

1,440 円
85g×3
3袋
No.153546

480 円単品 85g
No.153545

国産真いわしと
はちみつ梅のうま煮

数量限定

1,800円
200g×2

粗挽きのもちぶた挽き肉とトマト
ソースの絶品ハーモニー。

越後もちぶたのハンバーグ
～トマト煮込み～ 2個
No.153582 ％2 UP

ポイント

2,900円

ももスライス200g・ローススライス150g・
ごまだれ200g

安心・安全な飼料で育てられた
豚肉と特製ごまだれが好相性。

放牧豚のしゃぶしゃぶ肉セット
（ごまだれ付）

No.153554

1,800円
120g×3

手ごねなんこつ入り
つくね 3袋
No.153569

国産の鶏肉・豚肉・なんこつを使
用。手づくりにこだわり、みっしりと
した食感に仕上げました。

％2 UP
ポイント

1,560円

豚モモスライス160g・タレ50g（2人前）×2
豚の味噌焼きセット 2袋
No.153601

甘辛味噌だれが豚モモ肉の赤身
の美味しさを引き出します。

％2 UP
ポイント

肉の幸セット
No.153620

●そのままで美味しい肉まるくん 114g（12個）
● ミートローフ 120g
●手ごねなんこつ入りつくね 120g
●焼きフライ（一口ヒレカツ） 90g（3個）
●無塩せきポークウインナー 160g（4本）

数量限定

常 蔵 凍

1,800円

豚肩ローススライス160g・タレ50g（2人前）×2
豚どんセット 2袋
No.153600

醤油ベースの甘いたれがご飯と
も相性抜群。

％2 UP
ポイント

常 蔵 凍
常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント 1,600円100g（4本）×2

放牧豚の赤身肉にスパイシーなチ
リペッパーを加えた、ピリ辛仕上げ。

無塩せきポークウインナー 
スパイシー 2袋
No.153603

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント 1,800円140g（2個）×2

とろりとクリーミーなソースにぷりっとした
エビを合わせました。衣のサクサク感もた
まらない、ノンオイル調理のコロッケです。

ぷりぷり天然エビの
クリームコロッケ 2袋
No.153585

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,200円73g×3

素朴な味付けでいわし本来の旨み
を凝縮。骨まで食べられる柔らかさ。

国産真いわしのしょうが煮 3袋
No.153607

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,440円83g×3

なめらかな身質の国産真さばを
信州味噌で味付け。

国産真さばの味噌煮 3袋
No.153606

常 蔵 凍

常 蔵 凍

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
No.153577

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント 1,400円

80g×2

放牧豚の内もも肉を使用。適度
な噛み応えと豚肉本来の旨み。

スライスハム 2袋
No.153605

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

％2 UP
ポイント 1,800円250g×2

国産豚の旨みと白菜の甘さが際立
つ、中華だしベースのスープ。

ミニハンバーグと
白菜のクリームスープ 2袋
No.153581

常 蔵 凍

4,200円

常 蔵 凍

数量限定

海の幸セット
No.153621

● 焼きフライ（エビフライ） 58g
● 国産真さばの味噌煮 83g
● 海の幸マカロニグラタン 1個
● 国産真いわしのしょうが煮 73g

％2 UP
ポイント 1,380円100g×3

口いっぱいに広がる、和風だしと
茎わかめの香り。

わかめ煮 3袋
No.153539

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,440円

210g（3切）
秋鮭の塩麹漬け焼き3切
No.153608

％3 UP
ポイント 1,260円

240g（3切）
秋鮭の塩麹漬け3切
No.153609

焼きタイプ

生タイプ

１切あたり
480円
１切あたり
480円

420円
１切あたり
420円
１切あたり

％2 UP
ポイント 1,520円110g×2

国産海苔をやさしい甘辛な味付
けで炊き上げました。磯の風味
豊かな味わいです。

海苔佃煮 2個
No.153567

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

3,000 円

具材50g・寿司酢20ml
（1食分）×5

5袋
No.153548

600 円
単品 具材50g・寿司酢20ml（1食分）

No.153549

％5 UP
ポイント

+150ポイント

ちらし寿司の素

数量限定

ちらし寿司の素 
1袋

プレゼント

常 蔵 凍

1,200円
50g×2

釜揚げしらすを飴煮にしたしっと
り甘辛い佃煮。

しらす煮 2袋
No.153541 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

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。 9面

※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 ※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 

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
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食
品

そのこ米ごはん 5パック
ササニシキ180g×5
No.153592 1,500円
吟味したササニシキの旨みをそ
のままパックに。

200g×2

スパイシーなオリジナルブレンドのカ
レー粉と鶏モモ肉の旨みが絶妙。

クリームカレー 2袋
辛さ★★★★

No.153583 1,800円 3,750円200g×5

スパイスの香り豊かな一品。トロッと
なめらかな食感と辛さで一番人気！

黄色いカレー 5袋
辛さ★★★★

No.153594 4,000円
230g×5

野菜の美味しさを堪能できる具だ
くさんの甘口カレー。

じゃがいもゴロゴロカレー 
5袋 辛さ★☆☆☆
No.153595

1,800円
200g×2

11種のスパイスをバランスよくブ
レンドしたスパイシーなカレー。

白いカレー 2袋 
辛さ★★★★

No.153580

多彩なスパイスでチキンと野菜から
コクと旨みを引き出しました。

チキンカレー 5袋
辛さ★☆☆☆
200g×5
No.153596

かつおだしや醤油、練り胡麻の
隠し味でコクを出しました。

ポークカレー 5袋
辛さ★★★☆

3,250円
200g×5
No.153597 980円

100g×3

専用釜で焼き上げたノンオイル調
理ナン。外は香ばしく中はモチモチ。

手造りもっちりナン3枚
No.153593

％3 UP
ポイント

オムレツ3個
2,000円No.153568

100g×3

％3 UP
ポイント 2,890円No.153559

たまごを手作業でかき混ぜ、一
つ一つ丁寧に焼き上げました。
お弁当にも便利。

1個あたり
約667円

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

700円 ％2 UP
ポイント 750円120g

8種類のスパイスをブレンド。国
産の豚肉、タマネギをじっくり煮
込んで旨みを凝縮しました。

ノンオイル調理
キーマカレー 辛さ★★☆☆
No.153612

200g

オーガニックココナッツミルクパウダー
を使用して仕立てました。まろやかな甘
みの後にスパイスの辛みが広がります。

ノンオイル調理
タイレッドカレー 辛さ★★★☆
No.153614

％3 UP
ポイント 2,040円

200g×3
No.153560

ふっくらとしたやわらかさとやさ
しい甘さが人気の煮豆。

豆ちゃん（大豆の煮豆） 3袋

4,500円

ワインが
おいしいセット
No.153627

● 東京しゃもときのこのキッシュ風 180g（90g×2個）
● 北海道ほっき貝のクロケット風～ルッコラソース添え～ 
　110g（45g×2本、ソース20g）
● 国産ほたてとバターナッツかぼちゃのテリーヌ 110g

4,500円

洋デリセット

らくらく健美膳 3種セット

No.153622

● クリーミーグラタン
　ごろごろチキン 200g
　（ソース140g、
　ゆでマカロニ60g）
● 焼きフライ
　（エビフライ） 58g
● 焼きフライ（コロッケ） 
　110g（2個）
● ぷりぷり天然エビの
　クリームコロッケ 
　140g（2個）

●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

※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

ロゼスパークリングワイン

3,950円
750ml No.153547

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍
常 蔵 凍

ボルドーワイン赤

3,950円
750ml No.153613

※年毎にヴィンテージが変わります

※年毎にヴィンテージが変わります

銀座で
その子ビール
6本

3,900円

No.153552330ml×6

1本 650円No.153553330ml

大好評につき単品限定販売

数量限定

％5 UP
ポイント

+197ポイント

％5 UP
ポイント

+195ポイント

その子美ワイン白
3,950円750ml

No.015933

％7 UP
ポイント

+276ポイント

数量限定

ソーヴィニヨン・ブラン、セ
ミヨン、ミュスカデルを「7：
2：1」の割合でブレンド。
亜硫酸塩の含有量はわず
か10mg/lなので安心で
す。爽やかな香りと豊かな
果実味をご堪能ください。

4種のきのこの煮びたし、ごぼうの甘酢ゆず
風味、すき昆布の土佐煮、まだらの煮付け、
キャベツのお浸し×2、鶏ささみ入り豆腐ハ
ンバーグ、春雨と野菜の中華和え、酢豚 

％3 UP
ポイント 2,000円

200g×2

具だくさんでボリューム満点。と
ろけるクリームシチュー。

ほくほくポテトの
クリームシチュー 2袋
No.153570

常 蔵 凍

480円
160g

ごぼう本来の素朴な甘みと、コク
のあるまろやかな味わい。

北海道ごぼうポタージュ
No.153991

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

1,520円
100g×2

旨みたっぷりの椎茸と角切り昆
布の上品な佃煮。

椎茸昆布 2袋
No.153540 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1,300円
ピリッとした辛みと旨みが詰まっ
た葉唐辛子の佃煮。

葉唐辛子 2袋
100g×2
No.153561 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1,800円
噛めば噛むほど味がしみ出る風
味豊かなかつをの角煮。

かつを煮 2袋
100g×2
No.153562 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1,020円
やさしい甘さと食べやすさがお
子様にも人気の一品。

まぐろ煮みそ味 2袋
100g×2
No.153564 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

2,000円
国産の帆立を炊き上げ、旨みと風
味をたっぷり凝縮。

帆立しぐれ煮 2袋
100g×2
No.153563 ％3 UP

ポイント

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

3,250円％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント 1,760円90g×2

有機のトマト、タマネギ、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。

魚介の冷製トマトソース 2袋
No.153542

数量限定数量限定

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 4,000円

200g×5

トマトとビーフブイヨンをベースに、味
噌でコクをプラスしたこだわりの味。

ビーフシチュー 
5袋
No.153571

常 蔵 凍

ビーフシチュー 1袋

プレゼント

数量限定 数量限定

常 蔵 凍

常 蔵 凍

今月のおトク情報10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

Shop 銀座店
お問合せ　
03-4335-7878

営業時間

2F 11:00～ 19:30
1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30
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食
品
／
雑
貨

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。

 9／ 11 （水） もしくは   9／ 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）

●FAX注文は前日締切です。
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

 9／ 18 （水） もしくは   9／ 21 （土）
 9／ 25 （水） もしくは   9／ 28 （土）

 9／ 3 （火） まで
 9／10 （火）まで
 9／17 （火）まで
 9／24 （火）まで10／2 （水） もしくは 10／ 5 （土）

 9／ 12 （木） もしくは   9／15 （日）
 9／ 19 （木） もしくは   9／22 （日）
 9／ 26 （木） もしくは   9／29 （日）

10／  9 （水） もしくは 10／12 （土） 10／  1 （火）まで10／ 10 （木） もしくは 10／ 13 （日）
10／ 3 （木） もしくは 10／  6 （日）

常 蔵 凍

アイス

120ml×10
チョコ10個

5,300円No.114828

120ml×10
バニラ10個

4,700円No.114829

送料￥0
単独発送

バニラ120ml×5 
チョコ120ml×5     

バニラ＆チョコ
各5個

5,000円No.113660

※ポイント対象外

❶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・交換はお受けできません。❷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15 面のご利用方法
（お届け方法）をご覧ください。

※オンラインショップでの取扱いはございません　※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

植物油脂、乳化剤や安定剤など添
加物は一切不使用。20年前から変
わらない製法と吟味した卵や牛乳を
使いやさしい甘さに仕上げました。

2,850円500g×3

丸大豆と米麹を使い、こだわり
の熟成法でつくり上げました。

生味噌 3個
No.153572

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

810円400g

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
No.153575％3 UP

ポイント 710円
360ml

野菜の旨みと甘みを凝縮。料理
の隠し味にも活躍。

ウスターソース
No.153574

※ポイント対象外

数量限定

％2 UP
ポイント 1,560円

200g×3

ホクホクとした食感で、かみしめるとねっ
とりと甘く豆の豊かな風味が広がります。

いんげん豆の煮豆 3袋
No.153566

北海道産の小豆を使い、丹念に煮
上げた粒あんをさっくりと軽い皮で
はさんだ、上品な甘さの最中です。

1,000円6個
最中

No.153555

数量限定

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 550円1kg

産地が明確な国産小麦100%。
小麦本来の美味しさを味わう料
理に最適。

小麦粉
No.153576

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

1,880円360ml×3

国産丸大豆・小麦・塩を2年か
けてじっくり熟成した、濃厚な
再仕込みしょうゆ。

しょうゆ3本
No.153573 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1本あたり
約627円

2,180円300ml×3

吟味した素材の旨みを丸ごと引
き出した濃縮つゆ。

かつおつゆ3本
No.153579 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1本あたり
約727円

1,580円200ml×3

どんな素材とも相性抜群な、しょう
ゆベースのノンオイルドレッシング。

和風ドレッシング3本
No.153578 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

1本あたり
約527円

2袋

単品 750円80g No.153550

1,500円
80g×2

昔ながらの手づくりで、ほどよい
甘さと軽い食感に仕上げました。

ミックスポン菓子

No.153551 ％3 UP
ポイント

2袋

単品 780円200g（4個）
No.153556

1,560円200g（4個）×2

もっちりとしたもち米の食感と粒
あんのバランスが絶妙です。

おはぎ

No.153557 ％3 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

数量限定

さわやかな甘夏の香りと、ほの
かな酸味と甘みのマーマレード。

1,000円

季節のめぐみ 
国産甘夏マーマレード
140g No.153558

数量限定

やわらかな甘さの中に、みかんの
爽やかな酸味が感じられます。

1,598円

自然のめぐみ 
国産はちみつ みかんの花
120g
No.153611

数量限定

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定

常 蔵 凍

1,420円230g×2

吟味した小豆を丹念に煮上げた
粒あん。

ゆであずき 2個
No.153565 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

裏側に付いたツメでお好みの位置に固定でき、
伸縮性もあるので頭が痛くなりにくい優れもの。

サイズ：縦11cm 横13cm 幅1.3cm 
重さ：8g 素材：セルロースアセテート

❹ウェーブ型カチューシャ
5,500円
No.153661

ポニーテール風アップスタイルに最適。しっか
りホールドして、ヘアスタイルを一日中キープ！

サイズ：縦11.4cm 幅2.5cm 
重さ：28g　素材：セルロースアセテート

❺バレッタ型バナナクリップ
6,900円
No.153665

水や汗に強い万能な樹脂クリップで、ハー
フアップにおすすめです。

サイズ：縦6.7cm 横5.8cm 重さ：22g 
素材：セルロースアセテート

❸トライアングル型ヘアクリップ
8,500円
No.153660

常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍％3 UP
ポイント 2,000円

5g×5袋×2
緑茶 2袋

No.153587

こだわり抜いた茶葉のまろやかで
豊かな味わい。

常 蔵 凍％3 UP
ポイント 2,400円

2.5g×10袋×2

国産茶葉
プーアル茶 2袋

No.153590

国産茶葉を黒麹菌で発酵。まろ
やかな味わいです。

常 蔵 凍％3 UP
ポイント 2,400円

2.5g×10袋×2

国産茶葉
ウーロン茶 2袋

No.153591

静岡産茶葉を浅めに焙煎した、
苦みのない親しみやすい風味。

％2 UP
ポイント 1,900円

2g×10袋×2

ダージリンティー 
2袋

No.153589

吟味された茶葉で、心地良
い渋みが魅力。

常 蔵 凍％2 UP
ポイント 1,700円

2g×10袋×2
ほうじ茶 2袋

No.153588

すっきりとした味わいと上品な香ばしさ。

お届けの内容は毎回異なります。お届けの内容は毎回異なります。

お届けの内容は毎回異なります。お届けの内容は毎回異なります。 お届けの内容は毎回異なります。お届けの内容は毎回異なります。

わくわく野菜セット

3,800円No.013412No.013412

ベジバルーンセット

4,800円No.013413No.013413

月1回
お届け

お届けは
選べる3コース
お届けは

選べる3コース
A.毎週定期
B.隔週定期
C.その都度注文

A.毎週定期
B.隔週定期
C.その都度注文

締切りは
月2回
締切りは
月2回

あんしん野菜セット 

土、肥料、安全＊2にこだわった契
約農家から、週替わりで旬の野
菜をお送りする好評のセット。

全国津々浦々から集めた旬野菜
と加工品のセット。

有機栽培や特別栽培野菜中心の
時節の旬野菜と有精卵のセット。

有機JAS認証野菜4～5種目＊1
1～2人用

1,400円No.013410No.013410

2,300円No.013411No.013411

※ポイント対象外※ポイント対象外

※ポイント対象外※ポイント対象外

有機JAS認証野菜7～10種目＊13～4人用

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

＊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。 ※生鮮品のため、配送エリア限定です  
（北海道、九州、沖縄、四国、離島にはお届けできません） ※オンラインショップでの取扱いはございません

こだわりの
有精卵６玉付き！
こだわりの
有精卵６玉付き！

送 料 別
単独発送

送料￥0
単独発送

送料￥0
単独発送

８種目＊以上（野菜、農産加工品、お菓子など） 野菜（5～6種目＊）+有精卵6玉パック生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。
生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。生鮮品なのでお早めにお召し上がりください。

※ポイント対象外※ポイント対象外

ご注文▶毎月10日まで　発送▶毎月中旬・金曜日ご注文▶毎月10日まで　発送▶毎月中旬・金曜日 ご注文▶第1週・木曜日まで　発送▶第2週・金曜日
ご注文▶第3週・木曜日まで　発送▶第4週・金曜日
ご注文▶第1週・木曜日まで　発送▶第2週・金曜日
ご注文▶第3週・木曜日まで　発送▶第4週・金曜日

※ポイント対象外※ポイント対象外

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

＊1 野菜の種類は毎回変わります。 ＊野菜の種類は毎回変わります。 ＊野菜の種類は毎回変わります。 

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,720円

挽き豆200g×2

オリジナル
ブレンドコーヒー 2袋

No.153586

6種類の豆の風味を生か
すために豆ごとに焙煎した
SONOKOオリジナルコーヒ
ー。贅沢なコクと香りが際立
つ浅煎りタイプ。

※調理例

パステルブルー ホワイト ハンドメイドで一つ一つ塗られたエナメ
ルカラーが華やかなカフ付きヘアゴム。

サイズ：幅1.9cm 直径3.8cm 重さ：21g 素材：エナメル、合金
❷エナメルカフ付きヘアゴム

各5,500円パステルブルー No.153663
ホワイト No.153662

❶
まとめた髪に被せて、スティックを挿すだけ
で、モードでスタイリッシュなヘアスタイルに。

サイズ：メタル カーブ 縦5.5cm 
幅1.8cm、スティック 10.6cm、
パール 2.5cm 重さ：34g 素材：メタル

❶パール付きマジェステ ゴールド

11,000円
No.153664

❷

❸

❹

❺

麻布オフィス 林

豆乳と混ぜて
“ほうじ茶ラテ”が

おすすめ！

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。 11面

※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※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

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
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9月のセットのお届けは▶10 5（土）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

献
立 美味しく食べて、たしかな手応え。SONOKO式献立でスッキリ美人に！

数量限定 数量限定

食べ応えある肉総菜が揃った、食欲の秋にぴったりなセット。 海の幸から山の幸まで、多彩な味わいがお楽しみいただけます。

9月の1週間グルメセットA
常 蔵 凍No.153623  21,000円 

※「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。

9月の1週間グルメセットB
常 蔵 凍No.153624  21,000円 

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
3食＋間食×7日分

【セット内容】ミートローフ、焼きフライ（一口ヒレカツ）、焼きフライ（コロッ
ケ）、ミックスポン菓子、 極み粒あんぱん、 極みレーズンパ
ン、蒸し鶏のガーリック風味、無塩せきポークウインナー ハーブ、 ノンオ
イル調理タイレッドカレー、酢豚、4種のきのこの煮びたし、キャベツのお浸
し、まだらの煮付け、すき昆布の土佐煮、春雨と野菜の中華和え、国産真さば
の味噌煮、思い出のやさしいミートソース、筑前煮、きんぴらごぼう、おはぎ、
フルーツゼリー オレンジ、厚切り山型パン、らーめん風、手造りもっちりナン
（1枚）、ワイルドブルーベリージャム（2袋）、玉子焼き、ほうれん草の和え物、
ほうれん草としめじのおひたし、ひじきの煮物、いんげん豆の煮豆、葉唐辛
子、帆立しぐれ煮（小分け）

【セット内容】クリーミーグラタンごろごろチキン、焼きフライ（エビフライ）、海の
幸マカロニグラタン、酢豚、4種のきのこの煮びたし、 極みメロンパン、

極みロールパン、焼きフライ（メンチカツ）、牛すき丼、手ごねなんこつ入
りつくね、鶏ささみ入り豆腐ハンバーグ、キャベツのお浸し×2、ごぼうの甘酢ゆず
風味、国産真いわしとはちみつ梅のうま煮、ちらし寿司の素、ショコラリッチ、ポテ
トサラダ、オムレツ、黄色いカレー、ドリームプリン カスタード、バーガーバンズ、釜
揚げうどん、スライスハム、かつを煮、具だくさんミネストローネ×2、小松菜のお
みそ汁、ひじきの煮物、ごはんを食べ菜彩、ほうれん草の和え物、ほうれん草とし
めじのおひたし、筑前煮、切り干し大根、ゆであずき、味見っ子、帆立しぐれ煮（小
分け）、せんべい ざらめ、みたらし団子

常 蔵 凍

数量限定

No.153626 14,500円 

お1人でのお食事の時に、手軽に楽しく献立実行。

9月の朝昼間食セットプラス
あさ ひる かん しょく

計21食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間
2食＋間食×7日分

【セット内容】 極み粒あんぱん、 極みメロンパ
ン、ミートローフ、焼きフライ（一口ヒレカツ）、手ごねなんこつ入りつ
くね、海の幸マカロニグラタン、焼きフライ（エビフライ）、国産真い
わしとはちみつ梅のうま煮、秋鮭の塩麹漬け焼き、ポテトサラダ、
ポークカレー、手造りもっちりナン（1枚）、
国産たらこのクリームパスタソース、スパ
ゲッティ、具だくさんミネストローネ、バー
ガーバンズ、筑前煮、きんぴらごぼう、切り
干し大根、いんげん豆の煮豆（小分け）×
2、ひじき煮（小分け）、小松菜のおみそ汁、
ミックスポン菓子、フルーツゼリー オレン
ジ、チョコゼリーケーキ、黒豆塩大福

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

リニューアル リニューアル

お客様のお声お客様のお声

朝昼間食セットは、手持ちの
SONOKO食品を夕食にする

など組み合わせが
楽しめて便利！！   

お客様のお声お客様のお声

夕食は自分でつくって
家族と一緒に食べるので
朝昼間食セットはとても

重宝しています。  

リニューアル リニューアル リニューアル リニューアル

リニューアル リニューアル

リニューアル リニューアル リニューアル
リニューアルNEW

今月のおトク情報12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）  ※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常 蔵 凍

Shop 銀座店
お問合せ　
03-4335-7878

営業時間

2F 11:00～ 19:30
1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30
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数量限定 新シリーズ「極み」パン詰め合わせ
常 蔵 凍

【セット内容】極みメロンパン、極みチョコチップパン、極みロールパン、極み粒あんぱん、
極みレーズンパン

No.153628    2,500円

おなじみの人気パンが、さらに美味しく生まれ変わりました！

リニューアル

詳しくは3面をご覧ください

数量限定
数量限定

すっきりスターター献立セット
常 蔵 凍No.153631  13,334円 

ごはんと飲み物を用意するだけで
手軽にスタートできます。

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

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35食

召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夜夕
3食＋間食＋夜食×7日分

その子ちゃん献立セット

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

常 蔵 凍No.153629 16,230円 

バラエティに富んだメニュー。パン好きな方に。

【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、秋鮭の塩麹漬け焼き、牛すき丼、 ノンオイル中華 中華
丼、思い出のやさしいミートソース、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、 極みチョコ
チップパン、 極み粒
あんぱん、 極みレー
ズンパン、スパゲッティ、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（12本）

【セット内容】バーガーバンズ×2、 極み粒あんぱん、カレーパン、
極みロールパン、 極みチョコチップパン、 極みレーズンパン、らーめ
ん風、スパゲッティ、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、蒸し鶏のガーリック風味、牛すき丼、秋鮭の塩麹漬
け焼き、思い出のやさしいミートソース、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×2、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）、南瓜のそぼろ煮、ほうれん草の
和え物、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

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、だし薫る
かき玉風親子丼、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（12本）

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.029987  8,990 円 

SONOKO式献立を
体感できる基本メニュー。

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

数量限定 すっきり献立セット デラックス
常 蔵 凍No.153632  15,000円 

豪華な内容で食べ応えのあるメニュー。
美味しくSONOKO式を実行できる人気の献立です。

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

計35食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夜夕
3食＋間食＋夜食×7日分

【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、
極みチョコチップパン、 極み粒あんぱん、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（4個）、素ドリンク 月（ス
ティックタイプ・1包）×7

数量限定 9月のパンセット
常 蔵 凍

【セット内容】米粉ロールケーキ プレーン 1箱（3切）、バーガーバンズ、厚切り山型パン、
フレンチトースト、カレーパン

No.153625    3,500円

米粉ロールケーキやフレンチトーストなど人気の限定品がセットに。

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

計35食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

朝 昼 間 夜夕
3食＋間食＋夜食×7日分

数量限定 すっきり献立セット1500
常 蔵 凍15,000円 No.153630

栄養バランスの良いらくらく健美膳が入った、1日1,500kcal以下の
メニュー。食事管理をされている方におすすめ。

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 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。

書籍『やせたい人は食べなさい』が
WEBサイトに登場

Kindle版も販売中!

ベストセラーになった書籍をWEB
サイトからダウンロードいただけ
るようになりました。ぜひこの機会
にもう一度お読みください！

www.sonoko.co.jp/story/
こちらからご覧いただけます

【セット内容】から揚げ風チキン、酢豚、そのま
まで美味しい肉まるくん、鶏ささみ入り豆腐ハ
ンバーグ×2、無塩せきポークウインナー ハー
ブ、牛すき丼、国産真いわしのしょうが煮、秋鮭の塩麹漬け焼き、まだらの
煮付け、国産真さばの味噌煮、ポークカレー、小松菜のおみそ汁×3、国産
たまごスープ、ほうれん草の和え物、玉子焼き、キャベツのお浸し×3、4種の
きのこの煮びたし、きんぴらごぼう、ごぼうの甘酢ゆず風味×2、ほうれん草
としめじのおひたし、筑前煮、すき昆布の土佐煮、春雨と野菜の中華和え、
鶏そぼろ入りうの花、南瓜のそぼろ煮、切り干し大根、豆ちゃん（大豆の煮
豆）、ごはんを食べ菜彩×2、板のり、昆布水のもと、いんげん豆の煮豆（小
分け）、ひじき煮（小分け）、帆立しぐれ煮（小分け）、栗まん（2個）、黒蜜風
味ようかん（12本）、モーニングケーキ、フルーツゼリー オレンジ、ドリーム
プリン カスタード

リニューアル
リニューアル

リニューアル リニューアル
リニューアル リニューアル

リニューアル

NEW

リニューアル
リニューアル

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

ノンオイル中華
中華丼 1袋

プレゼント

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。 13面

※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

ご利用について詳しくは15面をご覧ください
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1 9 9 9年

2 0 0 0年

1 9 7 4年

1 9 7 7年

1 9 8 0年

1 9 8 2年

1 9 8 3年

1 9 8 4年

1 9 8 5年

1 9 8 6年
1 9 8 7年

1 9 8 8年

1 9 8 9年

1 9 9 0年

1 9 9 1年

1 9 9 2年

1 9 9 4年

1 9 9 7年

1 9 9 8年

● 9月26日に株式会社ときの商事を設立。
● 銀座にレストラン「トキノ」をオープン。
● 六本木に新日本料理と銘打って、レストラン「トキノ」
　をオープン。
● トキノエバグリーン料理研究所開設。
● 「ダイエット講習会」を銀座のレストランで始める。
● 銀座と六本木のレストランを統合。リニューアルし 
　て六本木「トキノ」オープン。
● 「野菜菓子」で国内特許取得。
● 野菜菓子の店を西武百貨店
　池袋店にオープン。
● 「特許野菜菓子」が東京都発
　明特別賞を受賞。
● 鈴木式食養法を実践している人の会「トキノ会」発足。
● 第７回日本プライマリ・ケア学会で「肥満、成人病
　に及ぼす食養の効果」を発表、推薦論文となる。
　（医療関係者が集まる学会での発表は、異例のこと）
● レストランを閉店し、港区高輪
　のウイング高輪に本社を移転。
● 銀座松坂屋に「鈴木その子オリ
　ジナル料理の店トキノ」をオープン。
● 「鈴木その子のやせる処方箋」    
　（鈴木式食養法初のビデオ）をリリース。
● 米国出版記念講演会をアトランタで開催。
● 「脱海草臭処理をした海草入り洋菓子類の製造  
　方法」で国内特許を取得。
● 「鈴木その子スーパーフーズ
　ショップ＆レストラン トキノ」を
　松坂屋大阪店にオープン。
● その通りに食べるだけで結果
　が出る「１週間の処方献立」を発売開始。
● 念願だった「化粧品シリーズ」
　の販売開始（料理で内から
　の美・化粧品で外からの美）。 
　美白の女王として知られた
　鈴木その子でしたが、実は化
　粧品の販売に至るまでには、創業から約１５年の
　歳月が。
● 鈴木式補助食品「G.G」を発売。
　（アトピー・不妊症・拒食症の人々から良い
　結果の知らせが多数もたらされる）
● 「鈴木その子ブティック トキノ名古屋店」
　を名古屋松坂屋にオープン。
● 「拒食症の子どもたちを守る会」を発足。
● 「鈴木その子ブティック＆サロン」を銀座にオープ
　ン（三越隣の銀座センタービル 8・9Ｆ）。
● 自律神経の働きに着眼した香水「その子香水」を
　発売。
● 「油を使わないマヨネーズ」の製法
　特許をヨーロッパ・カナダで取得。
● 「鈴木その子のトキノ」銀座三和ビル
　8Ｆに拡張してのリニューアルオープン。
● 「油を使わないマヨネーズの製法」
　で国内特許を取得。
● 本社ビルを港区・浜松町に竣工。
● 「未来ナース・その子の花園」が放
　映され、美白ブームが巻き起こる！
● 「鈴木その子 美の総合館」を銀
　座（現在の店舗）にオープン。

● 化粧品製造業の認可取得（自社での化粧品製
　造が可能に）。
● ミスワールドフランス代表選考会名誉審査委員長
　として渡仏。
● ミスワールド世界大会特別ゲストと
　して渡英。
● 鈴木式補助食品「荘水」を発売。
　（「G.G」同様、多くの支持を得る）
● 「日本ゆうもあ大賞・グランプリ」を
　受賞。
● 「日本雑学大賞」を受賞。
● ブランド「SONOKO」がパリ・コレクション進出決定。
● 日本人初、パリコレ組合連名より「エヴェヌマン」　
　の称号を受ける。
● フランス「FEDERATION FRANCAISE 　
　DES  DENTELLES  ET  B RODE R I E S」
　よりベルメイユゴールドメダルを受賞。
● 念願だった「その子浄水器」の販売。
　（それまでは、ゼネラルエコロジー社の「シーガル
　フォー」を薦めていた）
●１０月：ホテルリッツにて「SONOKO SUZUKI 　
　2001 ～ SPRING& SUMMER  　　　　　　
　PRÊT-À-PORTER PARIS COLLECTION」　
　を開催。パリコレでファッショショー開催。
● １２月5日、創設者・鈴木その子が 68 年の生涯
　を閉じる。

SONOKO45年の歩み
このたび創業45周年を迎えることができましたのは、皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝しております。

これを機にいま一度創業の精神に立ち返り、より一層の発展に努め皆様のご厚情にお応えしていく所存でございます。
今後とも、ご愛顧を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

1 9 8 0年
やせたい人は
食べなさい

1 9 8 3年
カロリーなんか
忘れなさい

1 9 8 6年
食因病に克つ

1 9 8 5年
鈴木その子の食養法
男のスーパーダイエット

1 9 9 2年
奇跡のダイエット

1 9 9 2年
鈴木その子の
やせる調理革命

1 9 9 6年
幸せをよぶダイエット
鈴木その子の
タリズマンパワー

1 9 9 6年
鈴木その子の
やせる水・太る水

1 9 9 7年
鈴木その子の
DQ（ダイエット指数）
やせる法則が
わかった

1 9 9 8年
その子の美容革命
白肌は絶対オトクよ！

1 9 9 9年
鈴木その子の
おしゃれレクチャー

2 0 0 0年
鈴木その子の
これが究極！

食べてやせる料理

2 0 0 0年
鈴木その子の
やせる本格レシピ

1 9 9 3年
鈴木その子の
ダイエットへの道

1 9 8 4年
鈴木その子の
スーパーダイエット

2 0 0 0年
鈴木その子の
キレイになれる

美造講座
びつくりこうざ

1 9 9 3年
鈴木その子の
美肌革命

2 0 20年
新書籍

発売予定！？

Coming
soon

書籍やテレビ出演などを通じて、あらゆる情報を世に送り出しました

2 0 0 1年

　
20 0 4年

2 0 0 5年

2 0 0 8年

2 0 1 2年
2 0 1 3年

2 0 1 4年

2 0 1 6年

2 0 1 8年
2 0 1 9年

● 1月1日、社名をトキノからSONOKOに変更。
● 1月 20日、鈴木その子お別れの会を新高輪プリン
　スホテル 飛天の間で開催。
● パリ最高級ホテル「リッツ」に SONOKOブランド
　モデルのバッグ登場。
● 関西地域のお客様からのご要望により、7月に大
　阪・梅田店をオープン。
● 「こころとからだにやさしい、おうちカフェ」をテーマ
　に自社食品のコンセプトである「ノンオイル」「無添
　加」で調理した食事を提供する SONOKOカフェ 
　オープン。
● 銀座店2Fサロンをリニューアルオープン。
● 銀座店 3Fにて、自社製品を使用して、すべての工
　程をオールハンドで行う SONOKO フェイシャルト
　リートメントを開始。
● 銀座店をリニューアルオープン。 
● 1 階は素材にこだわった「SO CAFE」と食品フロ
　ア、2階は素肌にやさしい化粧品フロアへ。
● 「ピンクリボン活動」開始（以降毎年１０月実施）。  
　顧客やメディアに向けて乳がん早期発見の重要
　性を啓蒙。
● 株式会社トリドールホールディングスの完全子会
　社となる。トリドールグループの一員として、人々の
　美と健康に寄与する事業を発展させ、さらなる成
　長を目指す。
●11 月 23日、銀座店が開店 20 周年を迎える。
●「美」と「健康」と「幸せ」を実現している女性
　をたたえ表彰する「SONOKO 美寿コンテスト」を
　開催。

Shop 銀座店
お問合せ　
03-4335-7878

営業時間

2F 11:00～19:30
1F CAFE  8:30～22:00
　  SHOP 11:00～19:30

14面



■ 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

消費税率改定に伴うご案内

７月１日からの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

※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。）
※定期購入の場合、ポイントは付かず定期ポイントのみ付与されます。

定期便購入時

●最終ご注文から1年間ご購入がないと、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。

＊1 30,000円（税別）未満のご購入の場合、１個口につき　＊2 オンラインショップでのご注文は対象外

ポイント 

前年度累計
購入金額

［ パール会員 ］ ［ プラチナ会員 ］
20万円（税別）未満 20万円（税別）以上

前年度累計
購入金額

［ パール会員 ］ ［ プラチナ会員 ］
20万円（税別）未満 20万円（税別）以上

定期ポイント
 1 ～12 回・10%
13～24 回・15%
25 回～      ・20%
いつでも無料送料サービス 送料サービス

3％1％

780円*1 月1回無料*2

ご利用方法

ご
注
文
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

TEL.03-4335-7750IP電話・国際電話等ご利用の場合

郵便
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル8F

「通信販売」係

オンライン
ショップ

24時間いつでもご注文！

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
店舗 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-1 銀座幸ビル1F・2F

TEL:03-4335-7878
営業時間 / 1F CAFE 8 :30～22:00 / SHOP11: 00～19 :30 /
　　　　　2F 11: 00～19 :30 

銀座店

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（税別）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 ＊１件とは、『１住所』への『１回のお荷物』をさします。

※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：分割回数は3、5、6、10、12、15、18、
　　 20、24回より
※3：3/1～6/15及び8/1～11/15の
　　 期間ご利用可　

割賦販売法の一部改正に伴い、ご注文時のクレジットカードの決済方法が一部変更になりました。
販売方法により、初回ご登録時にお客様側での操作が必要になる場合もございますので、スタッフの案内に沿ってお手続きください。
※2回目以降につきましては、ご登録済みのクレジットカード番号の下4桁と有効期限のみお伝えいただければお買い物が可能となります。

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におつなぎいたします。
　担当者にご用件をお申し付けください。

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。

■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

右記の場合は
返品・交換を
お受けできません。

※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

0120-07-7878 受付時間 /10：00～18：00（月曜定休）

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。
17時までのご注文は翌日出荷いたします。
一部時間帯指定不可地域がございます。

お
届
け
方
法

送料 全国一律 780円（1個口につき）

※詳しくは、ご注文時に SONOKO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。

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。

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

Nicosご利用いただけるカード VISA VISA Master JCB AMEX Diners
一括／リボ

分割払い※1、2
ボーナス払い＊ ※1、3

2回分割 ※1

※一括のみ
   リボ不可

＊銀座店でのご購入時のみご利用になれます（お電話注文、オンラインショップでのご購入の場合、ボーナス払いはご利用になれません）。 

2019年10月1日（火）に施行される
軽減税率制度の導入に伴い、
消費税率を右記の通りとさせていただきます。 

【商品・サービスの利用形態に伴う税率】 【お届け日に伴う税率】
食品・サプリメント 化粧品・日用品 SONOKO CAFE

8％ 8％
10％

出荷
9/30（月）

お届け

出荷

10/1（火）

お届け10％ 店内でのご飲食・10％
お持ち帰り・8％

60才は60才、70才は70才、90才は90才、再び20才には絶対に戻れません。20才の方も

明日になればまた1日老いてゆくのです。20才の頃から60才になる時のことを考えていらっ

しゃいますか。60才の自分を考えたらいいかげんにはダイエットはできないはずです。20才

でわざわざ更年期のカラダになる必要も、60才のようなカラダになる必要もありません。

しかし、そうならないためには、健康でなければできないのです。本当の健康は、もうひとりの

自分が正しく働いてくれることによってのみ、維持できます。もうひとりの自分が正しく働いて

いれば55才で閉経しても、髪の毛のための女性ホルモンがきちんと分泌されています。ホ

ルモン剤をつけるから、いや、飲むから、注射するから、そうなるのではないということです。

すべてもうひとりの自分が脳というコンピューターをきちんと働かせ、そして、神経が動いた結

果つくりあげる器官が、正しく一生懸命つくってくれることで、行われるのです。

TOKINO〈時の新聞〉第8号（1994年10月発行）要約

「生きるとは変化していくこと」なのですその子の想い13

15面
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　今から40年前初めて鈴木その子の胸元のカメオを見た時、思わず目が釘付けになりま
した。なぜならそれまで見たことのない大きなカメオだったからです。カメオだけでなくダ
イヤモンド、真珠など鈴木その子が身に着けていたものは会員様の注目の的でした。しか
しそれは普通のOLや主婦には生涯手の届かない高嶺の花。鈴木その子だから持てる逸
品であると誰もが思っていたのです。
　ある時、鈴木その子が自らの生き方の一つとして財産づくりの極意を教えてくれました。
高価な宝石も自分の心がけで持つことができると。また、価値ある本物を持つという意味
を。宝飾品は価値が変わらず消えない財産である。メッキは剥がれるが金は変わらない。
　鈴木その子は平成に入って第1回「逸品会」を開きます。すべて鈴木その子がデザインを

し、一品一品手づくりしたオリジナルの宝飾品でした。以来回を重ねて
30年近い年月が経ちました。全国各地で会員の皆様にお会いすると、
それぞれ誇らしげにお着けになられているお姿が見られ、鈴木その子
の心が確かに生きていると感じます。SONOKOは今年創業45周年。
記念すべき年に鈴木その子が魂を込めておつくりした「荘の品」の
原点に還り、当時のままの復刻でおつくりできることとなり
ました。令和の未来に向けて鈴木その子の魂が宿る荘の
逸品の数々をぜひご覧いただき、財産づくりの一助に
なさっていただければ幸いです。

SONOKO CAFE

 ※記載がない価格はすべて税別です。　 ※写真はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。

1,480円
『すだち香るあんかけパスタ』

ノンオイル中華
中華丼の

今月まで

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！
＠SONOKOINC

銀座店の限定メニューなどを写真でご紹介！ 
＠sonoko_official

■各イベントのお問い合わせ・お申し込み先 または銀座店店頭03-4335-7878  8：30～22：00

■開会 13：30 
■会場 SONOKO銀座店2F

■対象商品 最大30%OFF 
　などお楽しみが盛りだくさん

トキノ会定例会プレミアムフライデー特別企画
9 27〈金〉

9 29〈日〉

9 27〈金〉～29〈日〉お楽しみ付き販売
月末の金曜日は
ぜひ銀座店へ

※セール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

9月ゲスト講師
大和宣介氏

1日10食

限定

復刻ジュエリー
受注会
創業45周年記念
逸品販売会

荘水まるわかり
イベント

復刻レシピ

5万円
お買い上げで

あの懐かしの
メニューをお楽しみ
いただけます。

開発研究員が楽しい実験と
ともに、荘水の特徴を詳しく
解説いたします。

鈴木その子
完全オリジナル
デザイン
で復刻！

SONOKOの人気製品が
BOXに入ってお得！

SONOKO CAFE

45万円
BOX

15万円
BOX

10万円
BOX

5万円
BOX

お買い上げ
プレゼント GG デイリーブースター

1箱（10本）

10万円
お買い上げで
SONOKO GG 
50粒入

15万円
お買い上げで
SONOKO G.G 
ロゼ 1本（150粒）

20万円
お買い上げで
SONOKO GG 
1本（180粒）

45周年記念祭限定BOX 創業45周年記念
45,000円均一特別セット

数量
限定

11：00～17：00（受付10：00～）9 14〈土〉・15〈日〉

ご来場
プレゼント

GG デイリーブースター3本
+ありがとう乳酸菌5包
+がんばれ善玉菌5包

SONOKO
コレクション

復刻ジュエリー
入り

SONOKO式
完全実行

内外ビューティ
特別セット

活き活き
サプリセット

元祖その子
美肌セット

数量
限定

SONOKO創業45周年祭

札幌定例会レポート

営業時間 1F CAFE 8:30～22:00 1F SHOP／2F 11:00～19:30

〒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

9/11(水)2F 15：00まで　9/13(金)1F 20：00まで／2F 終日休業　9/14(土)・15(日)CAFE 終日休業
9/16（月・祝）2F 終日休業　9/28（土）2F 18:00まで　9/29（日）2F 会員様貸切営業銀座店のご案内

イベントのお知らせ 大阪会場9 21〈土〉
［会場］大阪マルビル 大阪第一ホテル 
6F 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・地下鉄
御堂筋線・四つ橋線｢梅田｣駅より徒歩２分

※受付開始は12：15～
福岡会場10 6〈日〉

［会場］オリエンタルホテル福岡 博多ステーション
B2F KAEDE （福岡市博多区博多駅中央街4-23）
TEL 092-461-2091
JR「博多」駅筑紫口より徒歩1分、
地下鉄「博多」駅より筑紫口東4番出口より直結

※受付開始は12：30～
金沢会場10 13〈日〉

［会場］TKP金沢新幹線口会議室 3F
会議室3A （金沢市堀川新町2-1）　
TEL 076-231-1160
JR北陸本線「金沢」駅兼六園口（東口）
より徒歩2分

※受付開始は12：30～
名古屋会場9 22〈日〉

［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
地下鉄東山線「栄」駅２番出口より徒歩１分

※受付開始は12：15～

「定例会」のご案内
大阪・名古屋・福岡・金沢

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

テイクアウト1,300円(税込)1,480円

テイクアウト1,400円(税込)1,580円

アリバカカオ オレンジスノーマウンテン

アリバカカオ ブラックベリースノーマウンテン

アリバカカオ マンゴースノーマウンテン

販売期間 9 1〈日〉～ 9 30〈月〉

SONOKO×MAMANO CHOCOLATE

数量
限定

『SONOKO CAFE特製オリジナルチョコレートかき氷』

SONOKO COLLECTION 復刻ジュエリー受注販売のご案内

　その子先生の輝く宝飾品には独自の哲学が込め
られていました。
　私が若い頃Ｔ社の18Ｋのハートのネックレスに憧
れていた時、こんな言葉をくださいました。「ブランドより
も本物を買いなさい。アクセサリーを10個買うより、まず
金の鎖から買いなさい。金はどんな時代も価値は下

がらない。財産になる。昔ヨーロッパの貴族も、国の争いで命からがら逃げ
る時、ポケットに宝石を詰めて逃げた。その宝石を売って生活の資金にし
た。土地や屋敷は持っていけない。土地の値段も変動する。お金も時代
や経済の変化で変動する。本物の金、銀、プラチナ、宝石なら価値が下
がらず手に持てる資産。本当にお金に困ったら売れば生活できる。楽し
みながら、子孫に残しても喜ばれる物」と。また、若いスタッフが猿の指輪を
購入した時には「良かったわね。これは貯金よ。あなたはお金ならすぐにな
くなる。縁なの。お金ができたら買える物ではない」とおっしゃっていました。
　その言葉どおり金は当時より価格が2倍以上に値上がりし、縁あった
宝飾品は私の一生の財産となりました。

コールセンター
保科乃婦子

『宝飾品は一生の財産』

新商品「ノンオイル中華 中華丼」のアレ
ンジメニュー。「手ごねなんこつ入りつ
くね」をトッピングして、すだちの効いた
さっぱりパスタに仕上げました。

　年に1度の札幌でのイベントでは、「開催を待っていました」と温
かなお声を頂戴し、スタッフ一同心より感謝しております。
　札幌初開催のメイクアップアーティストSAY★GOによ
るメイク講座では、ご希望の方にぴったりのメイクをご
提案。旬の味を取り揃えたバルーン新鮮野菜の
試食コーナーは、美味しい野菜の産地でもある
北海道の皆様からも大変ご好評いただきました。また、定例会の中
で「荘水」をご紹介させていただき、長年ご愛用いただくお客様から
も「荘水がどのようにカラダに役立っているのか一目で分かり、他のサ
プリメントにもますます興味が湧きました！」との反響をいただきました。
　イベントでは、普段は遠方で銀座店にお越しになることが難しいお
客様にも、直接お目に掛かることでゆっくりとお話をし、お顔を拝見し
ながら健康的で美しくなるためのポイントなどを詳しくご案内しており

ます。お住まいの地域で開催の折には、ぜひ足を
お運びください。毎回新たな発見やお楽
しみをご提供できるよう努めてまいります。皆
様とお会いできますことを、スタッフ一同心
より楽しみにいたしております。

　創業45周年の記念に皆様からの熱いアンコール
にお応えして、鈴木その子の完全オリジナルデザイン
の復刻ジュエリーをご用意いたしました。
　懐かしの「太陽」をはじめ「ひとつなぎ」や、水晶
のペンダントなども多数復刻いたします。詳しくは銀
座店またはお電話注文にてお問い合わせください。
　9月中のご注文に限り、ポイント10％が付くお得な
キャンペーンを実施しております。この機会にぜひ
ご注文ください。

　金のネックレスをはじめ金製品は現実に自分の
元に残っていく財産です。鈴木その子は債権で金を
買うなどということは一切したことはありません。本物を
確実に手元に置けなくては、い
ざという時に役に立たないから
です。現実に存在する金が一
生の財産になることを幼い頃
から認識し、本物の金を集め
てきたのです。

7 21〈日〉

太陽 たいよう

9 1〈日〉～ 9 30〈月〉販売期間
限定プレート内容 ● あんかけパスタ　● 昆布水　● ミニサラダ　● ミニスープ

その他の商品もございます
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