






美味しく食べて
きちんと栄養補給
ボリュームのあるごちそうメニューが多彩にライン
ナップする１週間グルメセット。中でも７月は、高知
県産 うなぎの蒲焼やタンドリーチキンなど、暑い
夏の元気アップをバックアップするメニューをバ
ラエティ豊かにご用意しました。１日３食＋間食を
しっかり食べて、イキイキとした毎日へ！

7月の１週間グルメセット
A・B同時購入で

10%
OFF

No.36828

数量限定

37,800円37,800円
42,000円 

▶

常 蔵 凍

食べて元気に！ 夏を乗り切る！食べて元気に！ 夏を乗り切る！食べて元気に！ 夏を乗り切る！食べて元気に！ 夏を乗り切る！

夏の不調予防に！ SO NOKOの食品が大活躍
カラダに負担をかけず、 円滑に栄養をチャージ

しっかり食べて
夏に負けないカラダに

暑い夏の栄養補給にぴったりなメニューで、活力アップ
数量限定 7月の1週間グルメセットA 常 蔵 凍No.36825  21,000円 

ふわっと肉厚な食感、うなぎの旨みを凝縮

まろやかな
和風だし風味が絶品
大人気のプレミアムハンバーグを、だし風味のまろやか
な照り焼きソースで煮込み、しっとりやわらかな食感に
仕上げました。かつおエキスやホタテエキスを使った
照り焼きソースには、きのこが入って食べ応えも充分。
ソースに溶け出した栄養も丸ごといただきましょう。

きのこは低カロリーで食物繊維が豊富な食物として知られ、重宝されています。また、きのこに含まれるβグルカンという成分も注目され、健康志向の中で期待されています。

ポイント！

おはぎ 1袋

　プレゼント

常 蔵 凍

高知県産
うなぎの蒲焼
（たれ・山椒付）

数量限定

％3 UP
ポイント 5,600円

2,800円

2袋 70g×2 No.36777

70g No.36776単品
常 蔵 凍

国産肉100％
照り焼きソース
ハンバーグ

1,080円250g
No.36883

高温多湿な日本の夏は、体調を崩しやすく、コンディ　ションが低下しがちに。そんな時こそ、カラダに負担をかけずに
効率よくエネルギー補給ができるSONOKOのお総菜が　出番です。コンディションを整えて、パワフルに夏を乗り切りましょう！

ついに登場！
待望の常温保存

夏といえば！
元気を後押し

新メニューを中心に、肉、魚類をバランスよくセット
数量限定 7月の1週間グルメセットB 常 蔵 凍No.36826  21,000円 

うなぎは、稚魚から
成魚になるまでの

生育日数が一

番長い場所を産
地として表示しま

すが、同じ場所

で一括管理して
いることは大変希

少です。飼育で

は抗生物質や抗
菌剤が使用される

ケースがありま

すが、SONOKOのうなぎは稚魚
の時に抗生物質

や抗菌剤などは使
用せずに飼育して

います。また、

うなぎはビタミンＡ
やビタミンＢ群を含

有。美容面や

カラダの内側から
の活力をサポート

します。

香ばしい風味、ふわっと肉厚の食感がたまらない高知県産 うなぎの蒲焼。
美味しさの鍵は、高知県の養鰻場で、稚魚から一律管理の下で育てた
希少なうなぎにあります。加工前には地下水で締め、特有の臭みと余分な
脂肪を除去。やわらかで風味豊かな肉質を堪能できます。

送料¥0
単独発送

4,200円お得！

1週間グルメセットA・Bの
プレゼントも付きます！
・おはぎ 1袋
・みたらし団子 1袋

みたらし団子 1袋

　プレゼント

▶詳しくは12面へ

ポイント
！

SONOKOのお総菜はすべてノンオイル調理です。脂質はカラダに不可欠な栄養素ですが、摂りすぎると生活習慣病の一因になるなど、カラダの負担に。実は、食材に含まれる脂質だけで、必要量を摂ることができるのです。

ポイント！

4面

詳しくは銀座店にお問合せください。
（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 蔵 凍

Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878



夏の不調予防に！ SO NOKOの食品が大活躍
カラダに負担をかけず、 円滑に栄養をチャージ

　SONOKO CAFEでアリバカカオのチョコレートパフェを初め
て食べた時は、美味しすぎてびっくりしました。とろけるような口どけ
が、これまで食べたことのあるものに例えられないくらい、全然違う
と思いました。ボリュームにも大満足です。何度も食べています
が、形を崩さずにそのまま食べたり、トッピングなどの具材と混ぜ合

山崎奈緒子様 50代
私の逸品 チョコレートパフェ目当てで銀座店へ通っています

※体験には個人差があります※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 

カラダの中から
ＵＰ！「私の菌」を応援し、

より健やかに
リズムを整え、
活性化をアシスト

吟味した16種類の乳酸菌が
分泌する乳酸菌生成エキスが、
「私の菌」を守り、内側から身体環境
をサポートします。

加齢とともに低下しがちなエネル
ギーサイクルを調整し、カラダの
リズムを効率よく整えます。

希少！ 
有機原料で
美味しいしょうがドリンク
有機しょうが、有機砂糖、有機りんご果汁、有機すだち
果汁のみを使用した濃縮タイプのしょうがドリンク。
お好みで薄めて、また、さまざまなアレンジも楽しめます。

GG デイリーブースター 1箱10本
％3 UP
ポイント

No.36881
50ml×10 4,000円

常 蔵 凍

カラダに有用な働
きをす

る善玉菌ですが
、大人に

なってから入る菌
は定着

しにくいもの。自
分本来

の善玉菌を元気
にする

ことが身体環境
を整え

るうえで大切です
。

私たちのエネルギーサイクルは年齢とともに低下し、乱れがちに。効率よく整えて、健康と美容に必要なエネルギーを補給することが大切になります。

ポイント
！

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 3,000円

有機ジンジャー りんごとすだち 2本
有機しょうがシロップ（濃縮）
310g（4～6倍希釈）×2
No.36800

常 蔵 凍

高温多湿な日本の夏は、体調を崩しやすく、コンディ　ションが低下しがちに。そんな時こそ、カラダに負担をかけずに
効率よくエネルギー補給ができるSONOKOのお総菜が　出番です。コンディションを整えて、パワフルに夏を乗り切りましょう！

数値の高さと
独特の風味で注目度大
はちみつの中でも、メチルグリオキサールという
独自の成分を含有するマヌカハニー。その優秀
さで、今、日本でも注目されています。

アリバカカオを使用！
新感覚の絶品かき氷
希少なアリバカカオを使用した濃厚なチョコレート
かき氷が、SONOKO CAFEに今年も登場！ 
SONOKOのスイーツとコラボしたこだわりの
美味しさをぜひお楽しみください。

常 蔵 凍
250g 10,000円No.36882 ※ポイント対象外

　　  マヌカハニー 
MGO573/UMF16

販売期間 7 1〈水〉～ 9 30〈水〉

SONOKO×
MAMANO CHOCOLATE
『SONOKO CAFE特製
オリジナルチョコレートかき氷』

カラダの内側から
環境を調整

マヌカハニーのパッケ
ージには、日本

のはちみつでは見慣
れないＭＧＯと

ＵＭＦの表示がありま
す。ＭＧＯは、

ニュージーランドの特
別な地域に生

育するマヌカの花蜜か
らつくられる成

分＝メチルグリオキサ
ールが、はち

みつ１kg中に含まれ
る量(mg)を表

したもの。ＵＭＦは、ニ
ュージーランド

政府の公的検査機関
・ＵＭＦ蜂蜜

協会で検査を受け、認
定を受けてい

るお墨付き。数字が高
いほど希少で

すが、独特のクセも強
くなります。７月１日～９月末までの

期間限定メニューです。
テイクアウトもできます！

ぜひ銀座店へ
お越しください

店舗担当
三河 聡

コラム

サプリメントで
食生活をサポート

しょうがそのも
のにはカラ

ダのリズムを高
め、活性化

する働きがあ
るとも。寒さ

でカラダが鈍
くなる冬はも

ちろん、エアコ
ンが気にな

る夏も、積極
的に摂るよう

にしましょう。
ありがとう乳酸菌 2個
10ml×15包（液体タイプ）×2
No.36867

11,600円％7 UP
ポイント

+812ポイント

わせて食べたり、毎回食べ方を変えて楽しんでいます。
　アリバカカオのチョコレートパフェが発売されてからは、銀座店に
お買い物に行くというより、パフェを食べに行くことが一番の楽しみ
になっていたほど。もともとチョコレートは大好きですが、何よりも、
SONOKOの製品だと安心して食べられることがうれしいです。

涼感デザートで
食欲増進！

※写真はイメージです

銀座店
限定！

アリバカカオは、世界で
２％

しか収穫できない希
少な

エクアドル産のカカオ
豆。そ

の品種から、こだわっ
てつく

られたチョコレートを使
用し

ています。華やかな香
りが

最大の特徴で、ライチ
のよ

うな果実味も含まれ
、濃厚

なのにスッキリとした
風味

が楽しめます。

ポイント
！

ポイント！

ポイント
！

5面

ご利用について詳しくは15面をご覧ください







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・雑貨はすべて

SONOKO
ファンデーション

各5,000円

12gさっぱりタイプ
ピンク
No.36846

オークル
No.36847

15gしっとりタイプ
ピンク
No.36848

オークル
No.36845

※ファンデーション
　ケースは別売です

GG ディープケアシャンプー 2本 
480mL×２
No.36860 7,800円

GG ディープケアトリートメント 2本 
9,000円200g×２

GG ディープケアヘアパック 2本 
9,000円180g×２

No.36862

No.36861

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。

％7 UP
ポイント

+350ポイント

％7 UP
ポイント

+812ポイント

％7 UP
ポイント

+420ポイント

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
髪と頭皮に美容成分を届け、生
まれてくる髪をサポート。
毛髪と頭皮のダメージを補
修する美容成分を配合。髪
を内側から補修してハリの
ある艶やかな美髪へ。

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。

加齢とともに低下しがち
なエネルギーサイクルを、
オレアビータ、アスパラガ
スエキス、イノシトールの
3つの主成分がしっかり
サポートします。

GG 
デイリーブースター
1箱 10本

No.3688150ml×10

4,000円

常 蔵 凍

＊保湿成分

年齢を重ねるほど気になる美容
の悩みをケア。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。40,000円

SONOKO G.Gロゼ 
3本セット
150粒×3
No.36865

常 蔵 凍

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」の万能サプリメント。

SONOKO GG 
常 蔵 凍

No.36863 57,000円

20,000円

180粒×3

ライトアップBB 2本
SPF35/PA+++

光の反射マジックで、肌を自然に
美しく見せるBBクリーム。

9,000円30g×2
No.36849

プレゼント

素ドリンク 月
スティックタイプ 10包

No.36864
35ml×6
荘水 6本セット 常 蔵 凍

45,000円

カバーしながらやわらかい印象
の肌を演出。

スキンケア効果と高いカバー力。

クレンジングミルクタイプ
No.36840
● WB クレンジングミルク 120mL

各15,000円
ウォッシングフォームタイプ
● WB ウォッシングフォーム 100g
No.36841

％3 UP
ポイント

睡眠中の肌にアプローチして健
やかな肌へ導く夜用クリーム。

26,000円40g×2
荘 ナイトクリーム 2本
No.36859

％3 UP
ポイント

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

500mL×２

マイルド
ボディシャンプー 2本 

6,600円No.36854

％3 UP
ポイント

必要なうるおいは残しながらマ
イルドに肌を洗浄する洗顔料。

12,000円90g×2
荘 ウォッシングフォーム 2本
No.36857

デリケートな肌にやさしく、メイ
クをしっかり落とすクレンジング。

12,000円120g×2
荘 クレンジングクリーム 2本
No.36856 ％5 UP

ポイント

+600ポイント

％5 UP
ポイント

+450ポイント

％5 UP
ポイント

+390ポイント

％5 UP
ポイント

+450ポイント

％5 UP
ポイント

+450ポイント

％5 UP
ポイント

+1,000ポイント

スーパー
モイスチャークリームR

豊かなうるおいで赤ちゃんのよ
うなふっくらぷるぷる肌へ。ロン
グセラーの美容クリーム。

No.36855
50g 25,000円％5 UP

ポイント

+1,250ポイント

強い紫外線ブロック力を備えながら肌
にやさしい、全身用・日焼け止め乳液。

サンプロテクト 
ボディ＆フェイス 2本 
SPF50+/PA++++
50mL×2 7,600円No.36852 ％3 UP

ポイント 200mL×2

肌表面の気になる部分のケアに。

3Dデザイン 
フォーボディ 2本  

14,000円

No.36853

％3 UP
ポイント

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。

150g×2
ボディジェル 2本  

5,600円

No.36851

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
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.36850

％3 UP
ポイント

うるおいにより外的刺激から肌
を守る日中用クリーム。

18,000円40mL×2
荘 デイクリーム 2本
No.36858

常 蔵 凍

5.5ｇ×30包（粉末タイプ）×2

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 2個
6,000円

No.36866

常 蔵 凍

10ml×15包（液体タイプ）×2

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 2個

11,600円
No.36867

サッと重ねるだけで崩れにくい美ベースが完成

紫外線ダメージを徹底ケア*
うるおい白絹肌をキープ

夏ケアの本命・
ＷＢシリーズがお得に

3本セットお買い上げにつき
プレゼント！

SAY★GO 
ベースメイクセット
さっぱりピンク No.36842

● サンプロテクト ボディ＆フェイス 
　SPF50+/PA++++ 50mL
● ライトアップBB SPF35/PA+++ 30g
● SONOKOファンデーション 
　さっぱりタイプ ピンク 12g

さっぱりオークル
● サンプロテクト ボディ＆フェイス
　SPF50+/PA++++ 50mL
● ライトアップBB SPF35/PA+++ 30g
● SONOKOファンデーション 
　さっぱりタイプ オークル 12g

No.36843

各13,300円％5 UP
ポイント

+665ポイント

SAY★GO 
スペシャルケアセット

21,000円％5 UP
ポイント

+1,050ポイント

● WB ホワイトニングエッセンス
　【薬用美白美容液】 40mL
● ホワイトマスク 90g
No.36844

プレゼント

がんばれ善玉菌 1箱

プレゼント

ありがとう乳酸菌 1箱

プレゼント

WB グランクリーム 4g

3本セット

No.36868180粒
単品 

● WB ホワイトニングローション【薬用美白化粧水】 170mL
● WB ホワイトニングエッセンス【薬用美白美容液】 4mL
● WB モイスチュアライジングミルク 20mL
● WB グランクリーム 4g

● リボンバッグ
サイズ：縦18cm 横17cm 
幅8.5cm（間口25cm） 
素材：ポリエステル

2タイプ共通

サマーコレクション2020数量限定
クレンジングミルクかウォッシングフォーム、お好きなタイプをお選びください。

プレゼント

スポンジ1個
ファンデーションケース ピンク1個

リボ
ン付
きでかわいい！

肌にやさしいメイク落としをお求めの方に 保湿しつつ、スッキリと洗い上げたい方に

※写真はウォッシングフォームタイプ

＊メラニンの生成を抑え、
シミ・そばかすを防ぐ

詳しくは銀座店にお問合せください。
（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 Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

今月のおトク情報8面

サ
プ
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メ
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品

THE SONOKO 2020.7月号　P8



食
品

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

蒸し鶏の
ガーリック風味 2袋

1,400円No.36814
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。

常 蔵 凍

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袋
No.367951,080円250g

肉総菜の人気定番品「プレミアムハンバーグ」が、照り焼き風味の和風
ハンバーグとして新発売。国産のぶなしめじやエリンギの歯ごたえと、
しっとりと柔らかくなるまで煮込んだハンバーグの食感が絶妙！ やさ
しい味わいの和風照り焼きソースで仕上げました。

高知の養鰻場にて稚魚から出荷ま
で一括管理の下で育てた希少なう
なぎを使用。餌は無薬飼料にこだ
わり、稚魚時に抗生物質や抗菌剤
は使用しておりません。加工前には
きれいな地下水で締め、臭みや余
分な脂を取り除き、風味豊かな肉
質に。箸でつまんでも崩れないプリ
プリとした身に仕上げました。

国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ No.36883

常 蔵 凍常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,400円180g（6個）×2

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 2袋
No.36781

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,100円

80g×3

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 
3パック

No.36784

常 蔵 凍

国産豚肉の旨み際立つ蒸しタイプの
ミートボール。そのまま食べられる
ので、お弁当のおかずにもぴったり！

そのままで美味しい肉まるくん
常 蔵 凍

数量限定

ちらし寿司の素 3袋
％3 UP
ポイント 1,800円

具材50g・寿司酢20ml（1食分）×3
No.36789

常 蔵 凍

にんじん・タケノコ・椎茸の食感と、
まろやかな寿司酢が美味しく調和。

常 蔵 凍

1,800円総菜セット ● 肉じゃが 180g
● ビーフハヤシ 180gNo.37216

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 5,600 円

70g×22袋 No.36777

高知県産うなぎの蒲焼
（たれ・山椒付）

2,800 円単品 70g
No.36776

数量限定

常 蔵 凍

900円200g

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～

No.37217

480円160g No.36872

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
常 蔵 凍

常 蔵 凍

ニラの風味が利いた豚肉と鶏肉のノンオ
イル調理餃子。焼いても蒸しても美味。

1,800円

216g（18g×12個）×2
ノンオイル中華 肉餃子 2袋
No.36794

％3 UP
ポイント

肉と野菜の旨みがぎっしり。そのままで
も美味しい醤油ベースの味付けです。

1,800円

192g（24g×8個）×2
ノンオイル中華 肉焼売 2袋
No.36793

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

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。

単品 ％3 UP
ポイント 1,520円200g×2

からだ想いの鶏スープ 2袋
No.36810

％3 UP
ポイント 960円160g×22袋

No.36873

数量限定

常 蔵 凍

4,000円

夏のカレーセット

No.36835

4,500円

海の幸セット
No.36897

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定 数量限定

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

1,360円

2袋 114g（12個）×2
No.36787

680円単品 No.36786
114g（12個）

丸魚の状態で400～500gある
石巻魚市場で認証を受けた希
少な金華さばを使用。脂がのっ
ていて、ふっくらやわらか。かつお
エキスを利用して燻した香りを
つけ、和洋いずれにも使える味に
仕上げました。常 蔵 凍

金華さばのスモーク風味
％3 UP
ポイント85g×2

85g

2袋 1,300円

650円

No.36885

No.36884単品 

● 金華さばのスモーク風味 85g
● 焼きフライ（エビフライ） 58g
● 海の幸マカロニグラタン 1個
● ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ 140g（2個）

北海道産豚肉
ケチャップソテーセット

％3 UP
ポイント 1,600円

2袋 豚モモスライス150g・タレ30g（2人前）×2
No.36889

800円
単品 

％3 UP
ポイント 1,800円

2袋 
No.37218

単品 No.36888
豚モモスライス150g・タレ30g（2人前）

常 蔵 凍

赤身モモ肉を甘辛いケチャップ味のソー
スに絡めて。懐かしさを感じる味わい。

● タンドリーチキン 1本
● クリームカレー 200g 
  辛さ★★★★
● 白いカレー 200g 
  辛さ★★★★
● 手造りもっちりナン3枚
  100g×3

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 UP
ポイント 3,000円

No.36813

常 蔵 凍

❶うなぎ（1パック）を温めてから１セン
チ幅に切り、ごはん（適量）にのせる。
❷刻み海苔（少々）、わさび（少々）、山椒（1パ
ック）をのせ、お好みでだし汁（適量）を注ぐ。

❶うなぎ（1パック）は温めてから大きめの短
冊に切る。玉子焼き（1個）は厚みを半分にし
てから5ミリ角に切る、または型で抜く。きゅ
うり（½）は小口切りにし塩揉みしておく。
❷温かいごはん（360g）にちらし寿司の
素（2パック）を混ぜ、器に盛る。①の具材、
トキノのり（少々）、木の芽（少々）を散らす。

まるで焼き上がりの香ばしさ

待望の常温保存ハンバーグ！

アレンジレシピ ひつまぶし

ちらし寿司

なくなり次第終了

ご利用について詳しくは15面をご覧ください営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

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 
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食
品

％3 UP
ポイント 1,850円

160ｇ（清涼飲料水）×6

米麹と酒粕を加えた味わい深い
人気の逸品。

No.36775

常 蔵 凍

あま酒 6袋

1,360円
2袋 
No.36887

680円単品 No.36886115g

国産具材の筑前煮

送料￥0
単独発送

常 蔵 凍

手軽に野菜がとれるドライタイプ
のふりかけ。国産野菜や紀州産
の梅をそのまま乾燥させました。

960円30g
No.36782

ごはんを食べ菜彩 2袋
な さい

常 蔵 凍

常 蔵 凍

5,840円

乾燥・生のり50g×2

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 2袋
No.36792

％3 UP
ポイント

総菜の常備に便利な常温保存が可能
に！ 鶏肉やにんじん、たけのこなど国
産具材の食感や旨みが楽しめます。

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.36783 ％3 UP

ポイント
％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

No.36823 7,980円190g×30

有機フルーツ＋野菜100 
30本

常 蔵 凍

有機JAS認証のフルーツと野菜
を使用。果汁84%で、飲みやすく
さらりとした口当たりです。

％5 UP
ポイント

+399ポイント
500ml
（5倍希釈）×3

料理の隠し味にも使える安心
の美味な乳性飲料。

ホワイティ 3本
4,500円No.36801

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

115g×2

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

ササニシキ180g×36

氷温熟成®そのこ米ごはん
1箱（36パック）
No.36785

No.36880

10,800円

常 蔵 凍

吟味したササニシキの旨みをそ
のままパックに。

大豆の甘みと香りが口に広がる
国産丸大豆使用の特製とうふ。

300g×2
とうふ 2丁

860円No.36791 ％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

1,140円
50g×3

国産のごぼう、にんじんをこだわりの調
味料でさっぱり甘辛く仕上げました。

きんぴらごぼう 3袋
No.36891

常 蔵 凍

1,140円
55g×3

やわらかいほうれん草に胡麻の
食感と風味がぴったり。

ほうれん草の和え物 3袋
No.36892

常 蔵 凍

送料￥0
単独発送

1,486円
200g×2

肉厚で歯ごたえのあるシャキシャ
キ塩蔵わかめ。

生わかめ 2袋
No.36815 ％3 UP

ポイント

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

％1 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本
No.36788

常 蔵 凍

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

No.36812

2,460円

500ml×3
純米酢 3本

昔ながらの静置発酵仕込
みで醸造。ツンとした酸味
がなく、まろやかな味わい。

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

No.36780300ml×3
便利つゆ ３本

吟味した素材の旨みを丸
ごと引き出した濃縮つゆ。

2,180円
No.36816 1,900円500g×2

良質な麹から生まれた酵素を利用
した、まろやかな風味の米味噌。

追い麹仕立ての生味噌 2個
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）

すべて有機原料を使用したしょ
うがドリンクの素。

有機ジンジャー 
りんごとすだち 2本

No.36800

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント

ほくほくポテトの
クリームシチュー 3袋

常 蔵 凍

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。

200g×3 3,000円No.36894

300円
お得

2,800 円3,100 円▶

晩酌お楽しみセット

数量限定

No.36833
常 蔵 凍

帆立しぐれ煮
（小分け）1袋　

プレゼント

のどごしがよく深い味わい。無油
製法の手延べの乾麺。

300g（50g×6束）×2
素麺 2袋

1,780円No.36817
％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

爽やかな山椒の香りとにじみ
出る旨みが絶品。

50g×2
ちりめん山椒 2袋

1,360 円No.36790 ％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

2,700円％3 UP
ポイント

まろやかな酸味がやみつき。大粒
で肉厚の紀州産南高梅。

No.36818
100g×3
やわらか紀州梅干し 3パック
常 蔵 凍

パリッとした食感と磯の香り豊
かな板のり。

10枚×3
No.36820 3,000円

板のり 3袋
常 蔵 凍常 蔵 凍

1,486円
30g×2

しっかりとした食感と香り、使い
やすさが好評の一品。

乾わかめ 2袋
No.36805

● ノンオイル中華 中華丼 180g
● だし薫るかき玉風親子丼 200g
● じゃがいもゴロゴロカレー 辛さ★ 230g
● チキンカレー 辛さ★ 200g
● 国産具材の筑前煮 115ｇ
● 混ぜて炊くだけ 鶏ごぼう飯 150g（2合用）
● 国産小松菜のみそ汁 4.5g×15
  （フリーズドライ）
● 具だくさんミネストローネ 150g×2
● 北海道にんじんポタージュ 150g×2
● やわらか紀州梅干し 100g

● そのこ米 ササニシキ 小分けパック 450g×2
● 黒蜜風味ようかん 240g（20g×12本）
● 手作りカカオ飴 50g
● XYZ（サイズダウン） 500ml

備えて安心セット

10,000円11,588円▶

1,588円
お得!

● おでん 320g
● 帆立しぐれ煮 100g
● 椎茸昆布 100g×2

％7 UP
ポイント

+104ポイント
％7 UP
ポイント

+210ポイント

％7 UP
ポイント

+133ポイント

常 蔵 凍

立山連峰で採水された水を、さ
らに細かく改質したことで吸収
性がアップ。カラダのすみずみま
で浸透し、美しく健やかな毎日を
サポートします。 

XYZ
（サイズダウン）
1箱24本
1箱（500ml×24）

5,712円

No.36895

送料￥0
単独発送

非常時に備えて常温ストックを！

常 蔵 凍

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。

2,400円
200g×3
ビーフシチュー 3袋
No.36893 ％2 UP

ポイント

詳しくは銀座店にお問合せください。
（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 Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

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
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カシューナッツを贅沢*に使用し
たサクサククッキー。

2袋
％3 UP
ポイント 1,500円

90g×2
カシューナッツクッキー

No.36779

単品 750円90g No.36778

常 蔵 凍

数量限定

＊カシューナッツ40％以上配合

食
品
／
雑
貨

アイス

120ml×10
チョコ10個

5,300円No.10359

120ml×10
バニラ10個

4,700円No.10372

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.9264

120ml×10
白いコーヒー10個

5,000円No.26741

※ポイント対象外

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。

7／ 15 （水） もしくは   7／ 18 （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

7／ 22 （水） もしくは   7／ 25 （土）
7／ 29 （水） もしくは   8／  1 （土）

7／ 7 （火） まで
7／ 14 （火） まで
7／ 21 （火） まで
7／ 28 （火） まで8／  5 （水） もしくは   8／  8 （土）

 7／ 16 （木） もしくは   7／19 （日）
 7／ 23 （木・祝） もしくは  7／26 （日）

8／ 12 （水） もしくは   8／ 15 （土） 8／ 4 （火） まで8／ 13 （木） もしくは   8／16 （日）

 7／ 30 （木） もしくは   8／  2 （日）
 8／  6 （木） もしくは   8／  9 （日）

※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。

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。

有機JAS認証野菜4～5種目＊1
1～2人用

1,400円
No.31616No.31616

※ポイント対象外※ポイント対象外

2,300円No.31617No.31617
有機JAS認証野菜7～10種目＊1
3～4人用

常 蔵 凍

＊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。 ※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

送 料 別
単独発送

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

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

常 蔵 凍

サイズ 幅9cm 奥行1.9cm 長さ23cm 
材質 ABS樹脂／ステンレス刃物鋼

レトルトパックをお湯から取り出す際、先のトングで
つかめるので安心&便利。ステンレスの刃と丸棒の
隙間にレトルトパックを挟めば、中身を絞り出すこと
も可能です。セパレート式の
ため分解できて洗いやすい！

キッチンばさみ
1,500円No.37190

サイズ 内径幅24cm 深さ8.5cm 重量 990g ガス火・IH対応 
材質：本体 アルムニウム合金
内面：テフロンプラチナプラス加工
外面：ミラー仕上げ、セラミック耐熱塗装
底面：鉄・アルミニウム容射、セラミック耐熱塗装
取っ手：天然木　蓋：アルミニウム／スタンドタイプ

まるっとパン 蓋付

常 蔵 凍

やさしい麦の香りとまろやかな飲み心地が魅力。

麦焼酎 力松 2本

5,600円

720ml×2 焼酎乙類（麦） アルコール分25度
No.36819

％5 UP
ポイント

+280ポイント

常 蔵 凍

国産レモン果汁使用。こだわりの
天然水を使用した、すっきり爽や
かな飲み口をお楽しみください。

レモンサイダー

200ml×24
1箱24本 6本

単品

No.36803

送料￥0
単独発送 7,680円

送料￥0
単独発送

200ml×6
6本
No.36804 1,920円

数量限定

50g×3 No.36890

手作り生姜飴 3袋

％3 UP
ポイント 900円

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント 900円

常 蔵 凍

50g×3 No.36811

手作り塩飴 3袋

常 蔵 凍

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。

コーヒー味なのに
白いアイス！

％2 UP
ポイント 芳醇な香りと爽やかな味わいの白。エ

レガントでやわらかな味と香りの赤。美
味でカラダにやさしい！

●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

その子美ワイン
750ml×６

750ml

各3,950円％3 UP
ポイント

常 蔵 凍

2,500円
1本（12切）

創業者のオリジナルレシピで仕
上げた、卵の味わいが濃厚なし
っとりとしたカステラ。

本格カステラ（プレーン）
No.36822

常 蔵 凍

数量限定
お届けは

7月12日（日）
までとなりますので

お早目に
ご注文ください。

％3 UP
ポイント 1,000円

2個

ノンオイル調理でしっとりふわふ
わのスポンジケーキ。

モーニングケーキ 2個
No.36802

2,400円
78g×6

卵の味わいにリキュールでコクを
プラス。カラメルソース付。

ドリームプリン カスタード6個
No.36896

常 蔵 凍

● 栗あんみつ 265g×3
● ドリームプリン カスタード 78g×3
● フルーツゼリー オレンジ 70g×3

夏のデザート
盛り合わせセット

380円
お得

4,000 円4,380 円▶4,000 円 No.36831

数量限定

常 蔵 凍

● ショコラリッチ 1個
● チョコゼリーケーキ 2個
● ソフトクッキー チョコレート味 9枚
● そのこの野菜菓子 1個

コーヒーブレイクセット
No.36832

数量限定

常 蔵 凍

一口食べて違いが分かると評判
の、上品な美味しさ。No.36809 4,200円

栗あんみつ ６セット
265g×6

数量限定

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント

％5 UP
ポイント

+540ポイント

％5 UP
ポイント

+120ポイント

約6ヶ月分（使用頻度によります）

No.36870

No.36869

No.36871

1,980円

％2 UP
ポイント 6,800円

10,800円

専用カートリッジ24本入

専用カートリッジ24本入 6セット

常 蔵 凍

1箱ずつより
1,080円お得
1箱ずつより
1,080円お得

ソーダマルチスパークルⅡ

爽やかな酸味とほのかな甘み、
後味スッキリなジャム。 

生姜パワーで
喉の奥から美
味しく、じんわり。

甘みの中にほ
んのり塩味。昔
懐かしい手づ
くりあめ。

140g

季節のめぐみ 
国産キウイジャム

1,000 円No.36806

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定

％3 UP
ポイント

北海道の大地の恵みが詰まった
濃厚ミルクジャム。

150g×2
北海道みるくジャム 2個

1,800 円No.36821

常 蔵 凍

各22,500円％7 UP
ポイント

+1,575ポイント

赤 白No.36798 No.36799

赤 白No.36796 No.36797

％5 UP
ポイント

+384ポイント

ご家庭で手軽に炭酸水がつくれます。ワイ
ンやジュースも炭酸ドリンクに早変わり。

1Lボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズル
キャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック

※年毎にヴィンテージが変わります

※ポイント対象外 常 蔵 凍 数量限定

10,000円No.37472

富山の鋳物職人だからできた特許形状
の「底が丸いフライパン」。調理物が中
心に集まるように底が丸く設計され、調
理面は安心のテフロン™加工。さらに食
材をじっくりムラなく加熱できるキャス
ト®構造により、まるでプロの料理人の
ようにきれいに料理が仕上がります。

湯煎にも
便利！

ご利用について詳しくは15面をご覧ください営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

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
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良質な素材を吟味し、不要な食品添加物や油脂を使わずに調理をする。
そんな「SONOKO式食養理論」をご自宅で手軽に実践できるようにと開発されたのが「SONOKO式献立セット」。
バラエティー豊かな美味しいメニューを通じて、バランスよく栄養を摂りながら、理想のボディメイクを目指しましょう。

美味しく、しっかり食べて、スッキリ美人に！献立実行部
おすすめ

7月のセットのお届けは▶ 8 5（水）まで ご希望日にお届けいたします

【セット内容】高知県産うなぎの蒲焼（たれ・山椒付）、スパイシーチキン、焼きフライ（一口ヒレカツ）、その
ままで美味しい肉まるくん、ノンオイル調理キーマカレー、特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、だし薫るか
き玉風親子丼、極みメロンパン、秋鮭の塩麹漬け焼き、国産真いわしのしょうが
煮、国産具材の筑前煮、エビと香りバジルのクリームパスタソース、北海道かぼ
ちゃのデザートポタージュ、ショコラリッチ、栗まん、極みレーズンパン、極み粒あん
ぱん、スパゲッティ、鶏肉のやわらか煮～オレンジ風味～、具だくさんミネストロー
ネ、からだ想いの鶏スープ、4種のきのこの煮びたし、鶏そぼろ入りうの花、ごぼうの
甘酢ゆず風味、ほうれん草としめじのおひたし、すき昆布の土佐煮、ひじき煮、帆
立しぐれ煮（小分け）、いんげん豆の煮豆、フルーツゼリー オレンジ、みたらし団子

【セット内容】 国産肉100%照り焼きソースハンバーグ、タンドリーチキン、 金華さばのスモー
ク風味、焼きフライ（エビフライ）、ちらし寿司の素、から揚げ風チキン、ノンオイル中華 肉ワンタン、真だら
の味噌漬け焼き、国産具材の筑前煮、手焼きオムレツ、黄色いカレー、厚切り山型
パン、極みチョコチップパン、チョコゼリーケーキ、黒豆塩大福、手造りもっちりナン
（1枚）、らーめん風、ワイルドブルーベリージャム 2袋、スライスハム、きんぴらごぼ
う、ほうれん草としめじのおひたし、南瓜のそぼろ煮、ごぼうの甘酢ゆず風味×2、
ひじきの煮物、切り干し大根、ほうれん草の和え物、いんげん豆の煮豆、椎茸昆
布、帆立しぐれ煮（小分け）、ドリームプリン カスタード、フルーツゼリー オレンジ、
モーニングケーキ

NEW NEW

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

数量限定 数量限定

夏のスタミナを底上げ！ 今季こそ食べたい総菜がずらり。 2つの新製品や非定番品など、注目の総菜が目白押し！

7月の1週間グルメセットA 常 蔵 凍No.36825  21,000円 7月の1週間グルメセットB 常 蔵 凍No.36826   21,000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 ●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

常 蔵 凍

数量限定

No.36834 14,500円 
7月の朝昼間食セットプラス

あさ ひる かん しょく

【セット内容】 国産肉100%照り焼きソースハンバーグ、焼きフラ
イ（一口ヒレカツ）、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、ちらし寿司の素、 金華さばのスモーク風
味、かつを煮、クリームカレー、思い出のやさしいミートソース、エビと香
りバジル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、国産具材の筑
前煮、ごぼうの甘酢ゆず風味、4種のきのこの
煮びたし、極みメロンパン、厚切り山型パン、
チョコゼリーケーキ、おはぎ、ドリームプリン カ
スタード、フルーツゼリー オレンジ、モーニング
ケーキ、ワイルドブルーベリージャム 2袋 スパイシーチキン 1個

プレゼント

おはぎ 1袋

プレゼント

みたらし団子 1袋

プレゼント

●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

夕食は家族と一緒や外食の方は、朝昼間食で整える

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。  

4週間完全実行献立セット
常 蔵 凍No.36824 78,000円

送料￥0
単独発送

お申し込み受付期間

7/10（金）まで
※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。 

詳細はチラシをご覧ください

42,000円
▼

37,800円37,800円

数量限定

No.36828常 蔵 凍

送料￥0
単独発送

7月の１週間グルメセット
A・B同時購入で 10%

OFF

円お得！4,200

プレゼント

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
おはぎ 1袋
チョコゼリーケーキ 2個

NEW

NEW

1週間グルメセット
A・Bのプレゼントも

付きます！

おはぎ 1袋

みたらし団子 1袋

7 ／  8 （水）～7／ 15 （水）第1週
【お届け期間】

7 ／ 15 （水）～7／ 22 （水）
7／ 22 （水）～7／ 29（水）
7／ 29 （水）～8／  5 （水）

7／  9 （木）～
7／ 16 （木）～
7／ 23 （木・祝）～
7／ 30 （木）～

第2週
第3週
第4週

⬇北海道・九州・沖縄県等一部地域

詳しくは銀座店にお問合せください。
（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 Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

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
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●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

8週間ダイエット献立セット
常 蔵 凍

150,000円No.37484

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。

WEBサイト版書籍
『やせたい人は食べなさい』

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ま
す。ぜひ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

帆立しぐれ煮
（小分け）1袋

プレゼント

献
立

手軽に規則正しい食事管理を。定番献立セットや食品セットもおすすめ！

スパイシーチキン 1個　
北海道ごぼうポタージュ 1袋

プレゼント

スパイシーチキン 1個　
北海道ごぼうポタージュ 1袋

プレゼント

スパイシーチキン 1個　
北海道ごぼうポタージュ 1袋

プレゼント

すっきりスターター献立セット

献立に必要なものが揃っているので
ごはんと飲み物を用意するだけで手軽にスタート！

ご用意いただくもの：ごはん／飲み物／和風ノンオイルドレッシ
ングなどの調味料、スパイス

【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、
特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、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、国産小松
菜のみそ汁×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）

常 蔵 凍13,334円 No.36837

●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

すっきり献立セット デラックス 常 蔵 凍No.36838  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

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

【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、特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、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、極み
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、国産小松菜のみそ汁、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

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／和風ノン
オイルドレッシングなどの調味料、スパイス／夜食

【セット内容】バーガーバンズ×2、極み粒あんぱん、極みカレーパン、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、特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、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、手焼きオムレツ、切り干し大根、鶏そぼ
ろ入りうの花×2、国産小松菜のみそ汁、きんぴらごぼ

う、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

常 蔵 凍No.36836  16,230円 
バラエティに富んだメニュー。パン好きな方に。

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、特製つゆ
仕込みの国産牛すき丼、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
風ノンオイルドレッシングなどの調味料、スパイス／夜食

常 蔵 凍No.36839   8,990 円 

創業者鈴木その子監修、SONOKO式献立の原点。
規則正しい食生活を送れるシンプルな献立セットです

●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

●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

7月のパンセット7月のごちそう詰め合わせセット No.36830  4,500円
【セット内容】ビーフハヤシ、そ
のままで美味しい肉まるくん、
焼きフライ（コロッケ）、焼きフ
ライ（一口ヒレカツ）、ほくほく
ポテトのクリームシチュー

No.36829

 

 3,300円 常 蔵 凍常 蔵 凍 数量限定

数量限定数量限定

数量限定

数量限定
カラダにやさしい、毎日食べても飽きない美味しさです。 夏の疲れを吹き飛ばす！非定番の肉総菜がメイン！

【セット内容】厚切り
山型パン、フレンチ
トースト、極みカレー
パン×2、極み粒あん
ぱん、バーガーバンズ
×2、ワイルドブルーベ
リージャム 2袋×2

お電話注文・銀座店限定

送料￥0
単独発送

お電話注文・銀座店限定です。詳しくはお問い合わせください。※お届け日は、ご注文・お届け地域によりご希望に添えない
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。＊8週間ダイエット献立の調査方法 :20歳以上59歳以下でダイエッ
トを希望する健康な男女を対象として、プログラムを開始する前と8 週間後の体構造を比較する単群のオープン試験を実施。
(2018 年、一般財団法人日本臨床試験協会 (JACTA) 調べ )※結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

●3食＋間食＋夜食×7日分×8週間＝計280食
召し上がり方の一例〈メニュー表〉付

ご用意いただくもの：ごはん／キャベツ／和風ノンオイルドレッシングなどの調味料、スパイス

本気で痩せたい方へ ２ヶ月集中ダイエット*献立

1日3食+間食+夜食の栄養バランスのよい食事を8週間続けることで、しっかり食
べながら健康的なダイエット*ができる献立セットです。面倒なカロリー計算や調理
の手間いらず。ダイエット*中に我慢することでストレスのもととなる甘いおやつも毎
日食べられるので、成功を目指しやすいのもポイントです。 ＊エビデンス調査方法

1日分の食事例1日分の食事例

ご利用について詳しくは15面をご覧ください営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878

※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
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※価格はすべて税別です　※写真・イラストはイメージです常温・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

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。

新型コロナで世界中が混乱している今、大変な
時でありますが、いつものようにSONOKOの処
方献立を実行できることを本当に感謝します。実
行に困らぬようサポートしてくださるSONOKO
の皆様、本当にありがとうございます。4週間献
立を実行し、8ヶ月。デリケートな悩みもなくなり朝
から快適にすごせるようになりました。それは、子
育てにも大きく影響します。私にとっても家族に
とってもなくてはならないSONOKOであります。こ
れからもどうかよろしくお願いします。

心身ともに、お元気になられて、大変うれしく
思っています。本当にカラダは、とても正直です
ね。献立セットは美味しいだけでなく、「結果を
出す」ことを中心に考えてつくられています。そ
れぞれの栄養素がおカラダの中で正しく役割
を果たすことができる配分で組み立てておりま
す。また、素材の吟味、下処理、味付けなど細か
な注意と手間をかけた一つ一つの製品が、結
果を生み出していきます。そして、健康のカギは
ご自身のおカラダの中にあります。蔦藤様がた
んたんと実行、努力し引き出された、結果は本

当に素晴らしいですね。SONOKOはこれから
も、健康と幸せのお手伝いをさせてい
ただきたく思いますので、今後ともど
うぞよろしくお願いいたします。

先日SONOKOの交流会に参加しました。
スタッフの肌の透明感に圧倒され、私のスイッチ
が入りました。その後の2ヶ月は毎日パックをしまし
た（可能な時は朝も）。肌がフラットになり、柔らか
くなりました。ファンデーションののりも良く、何より肌
がキレイだとモチベーションが上がりました！ 今ま
で面倒でできなかったパックも、毎日キレイになっ
ていくと思うと、楽しい10分間になりました！

ホワイトマスクを毎日ご使用いただいてい
るとのこと、本当にありがとうございます。し
っかりと結果が出て、お肌にも自信が出て
きたのですね。日頃の努力の成果ですね。こ
の美肌を保つには、1にも2にも保湿。紫外
線が強くなるこれからの季節にはUV対策
はもちろんのこと、保湿を意識したお手入
れが大切です。クリームなどの使用量もき
ちんと守って実施すれば、乾燥知らずの美

モーニングサンド

献立アレンジレシピ

❶モーニングケーキを自然解凍する。
❷横半分にスライスし、北海道みるくジャム
　チョコを間に塗る。
❸食べやすいサイズにカットしてお召し上
　がりください｡

つくり方

ご用意するもの
・モーニングケーキ
・北海道みるくジャム チョコ
 またはお好みのジャム

SONOKOの定番献立には工夫された
アレンジレシピがいっぱい! ぜひお試しください

「国産の牛肉・豚肉のみを使用」「脂身は丁寧に除去」「つなぎはノンオイル製法のオリ
ジナルパン粉」など、素材や製法にこだわり抜いたプレミアムハンバーグを使用。国産
のぶなしめじやエリンギがたっぷり入った照り焼きソースで、しっとりと柔らかくなる
まで煮込みました。ソースはカツオやホタテの旨みが活きた和風のやさしい味わい。ア
クセントにニンニクの風味を利かせました。常温ストックにもおすすめ！

これまでの献立セット同様にSONOKO式食養理論に基づき、1日3食＋間食＋夜食と
いうメニュー構成であることに加えて、第三者機関を活用したモニターテストによるエ
ビデンスを取得した“ダイエット”に特化した献立セット。面倒なカロリー計算や無理な
食事制限によるストレスを感じずに、決められた栄養バランスの良いメニューを規則正
しく、美味しく食べながら健康的なダイエットが実現できます。

常 蔵 凍 常 蔵 凍

7月の新商品

国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ 250g 1,080円No.37403

8週間ダイエット献立セット
3食＋間食＋夜食×7日分×8週間　計280食 150,000円No.37484

和歌山県　蔦藤裕子様

4週間献立で心身ともに安定！
私も家族も喜んでいます

兵庫県　山田雅子様

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

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。

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。
※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

以下の場合は返品・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 779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）。 

2020.7～

総合カタログ
保存版

総合カタログが新しくなりました
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
は銀座店店頭にて。
オンラインショップから
PDFがご覧いただけます。

おしゃべりカフェ

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
お声や写真を紹介いたします。

〒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」

郵送

thesonoko@sonoko.co.jpメール

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

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。

大募集!お写
真やエピソード

肌でいられること間違いありません。ご実感
されているように、ファンデーションのくず
れも心配することもなくなるはずで
す。いつかイベントなどでお目にか
かれる日を楽しみにしております。

銀座店のSONOKO CAFEで提供しているア
リバカカオかき氷は、何度も食べたくなる絶品で
す。また、リニューアルしたメニューはどれも食べた
いものばかりで、銀座店へ行く回数が増えました。

いつもSONOKO CAFEをご利用いただき
ありがとうございます。アリバカカオはカカオ
発祥の地・エクアドルで今も自然農法で大切
に育てられており、世界で2%しか取れない
極めて希少な品種のカカオです。アリバカカ
オを使ったメニューを開発する際には、試行
錯誤を繰り返しながらお客様に喜んでいた
だけるよう開発に励んでおります。アリバカカ
オパフェはアリバカカオにイチゴとバナナ、カ
フェでも人気スイーツのクレメダンジ
ュを組み合わせた一番人気！ 新作
も試作中ですのでぜひお楽しみに！

石川県　竹内恵美様

キレイになるための
楽しい10分間！

化粧品担当
SAY★GO

千葉県　長谷部加津枝様

しっとり新食感の
かき氷に感激！

店舗担当
畠

●季節のめぐみいちごジャム
●北海道みるくジャム 
●北海道みるくジャム チョコ
●有機すだちポン酢
●その子トマト
●スパイス薫る熟成ウスターソース
●国産小松菜のみそ汁
●やわらか紀州梅干し　
●ホワイティ

パッケージ・名称リニューアル

人気のプレミアムハンバーグが、
照り焼き風味の和風になって登場！

正しく食べて、確実に痩せる！
待望の２ヶ月集中「本格ダイエット献立」新発売

素敵な詩をありが
とうございます。一
度の人生、楽しく美
しく過ごしたいで
すね。SONOKO
が皆様の人生を
少しでも彩れたら
幸いです。おハガ
キありがとうござ
いました。

休売 ●　　  桜えび

なくなり次第終了
●北海道産豚肉ケチャップソテーセット　●ダージリンティー
●モーニングスイッチスムージー グリーン（りんご＆小松菜）
●モーニングスイッチスムージー ヴィーナス（ほうれん草＆白大豆）
●　　  有機玄米塩麴　●　　  有機ピザソース
●　　  マンゴードリンク　●　　  マックヘナナチュラルブラウン　

なくなり次第リニューアル
●国産真さばの味噌煮　●国産真いわしのしょうが煮

コールセンター
大石

詳しくは銀座店にお問合せください。
（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 Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878
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■ 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

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％

779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・２F  11：00～19：00

銀座店

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 779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

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。
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。※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。

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）。 

消費税率改定に伴うご案内
2019年10月1日（火）に施行された軽減税率制度の導入に伴い、
消費税率を右記の通りに、送料は779円とさせていただきます。 
なお代引手数料に関しましては、変更ございません。

商品・サービスの
利用形態に伴う税率

食品・サプリメント 化粧品・日用品 SONOKO CAFE

8％ 10％ 店内でのご飲食・10％
お持ち帰り・8％

15面

　なぜ、なぜ、なぜ？ 私は不思議でたまりませ
んでした。「カロリーをおさえることがダイエット」
「ノンカロリーのダイエット飲料」「カロリーを使う
ために運動を」……人々が信じ、行うこれらのこ
とが、私には不思議だったのです。
　それは人々が自分にとって一番大切な「もう
ひとりの自分」を忘れてしまっているからにすぎな
いということです。
　「もうひとりの自分」、あなたが今、この「時の
新聞」の私の文章を読まれている間ももうひとり
のあなたが、一生懸命血液を体中に流し、心
臓を動かし、もしあなたのいる部屋が熱ければ、
汗を流させ体温が上がらない工夫をして働い TOKINO〈時の新聞〉第2号〈1994年3月発行〉要約

今こそ「もうひとりの自分」を考え、守ってあげなくてはならない時その子の想い
てくれているのです。それによってあなたは時の
新聞を読むことができるのです。
　もし、もうひとりのあなたが仕事を止めたら、そ
の瞬間に、あなたは死ななくはなりません。
　今という時は「もうひとりの自分」のことを一生
懸命考えていこう、守っていこうと努力しなくては
ならない時だと思います。それはなぜか。汚染さ
れた地球の現状、さらに情報過多の社会に
あって、人々はもうひとりの自分が、働けなくなる
ような物、痛手をうけざるをえないような物を、無
意識に食べているからです。

詳しくは銀座店にお問合せください。

営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問合せ　03-4335-7878
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