
あの人気サプリが、化粧品が、うれしい大特価に！
今こそまとめ買いしたい食品は、

大変お得な「均一特価」「セット販売」も実施。
あなたの充実したお家時間を応援します！

ざくろを贅沢に丸ごと
絞った､100％果汁。

ざくろ本
来の甘み
が、口いっ
ぱいに広
がります。

■ 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。
■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。
※オンラインショップは上記とは別のプレゼント企画をご用意しております。詳しくはオンラインショップをご確認ください。

お買い上げ金額毎に

11/1（日） ～11/30 （月）

お買い上げ毎に
ごと

から1つ選べる！A B C5万
円

（税別）

お買い上げ毎に
ごと

から1つ選べる！D E10万
円

（税別）

D E

プレミアムコーヒー ブルーマウンテンNO.1  1袋（100g）
ドリームプリン カスタード 3個 （78g×3）

バスエッセンス ブーケ 1本
（120mL）

A B C

美ざくろジュース 2本
（500ml×2）

ドリームプリン カスタード 8個
（78g×8）

はみがき 1本
（100g）

サンクスプレゼントごと

お買い上げ金額毎に 数量限定うれしい

VOL.320
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豪華和洋おせち重
先行予約がお得！ 早割＆プレゼント付き！

クリスマスコフレ
2020

クリスマスコフレ
2020

今年はゆったりお家でキレイ磨き！今年はゆったりお家でキレイ磨き！

先行予
約

スター
ト！先行予
約

スター
ト！

11月
ご予約なら！

最大5%
ポイント
プレゼント

冬の冬のサンクス
セールセール

半期に一度
の大特価!















● 越後もちぶたのハンバーグ ～トマト煮込み～ 200g
● 豚肉のシャリアピン 200g
● ぷりぷり天然エビのクリームコロッケ 140g（2個）
● ほくほくポテトのクリームシチュー 200g

通常価格 3,700円 720円お得！

常 蔵 凍

通常価格 3,730円 750円お得！

通常価格 3,740円 760円お得！

通常価格 3,600円 620円お得！

常 蔵 凍

● 味見っ子 100g
● 節味楽 50g
● 帆立しぐれ煮 100g
● わかめ煮 100g
● ひじき煮 100g

通常価格 3,520円 540円お得！

● 季節のめぐみ国産いちごジャム 150g×2
● 北海道みるくジャム 150g
● 北海道みるくジャム チョコ 150g

通常価格 3,700円 720円お得！

No.38440

420円お得！
通常価格 
2,400円

● 国産茶葉プーアル茶 2.5g×10袋
● 国産茶葉ウーロン茶 2.5g×10袋

● 思い出のやさしいミートソース 140g×2
● 国産たらこのクリームパスタソース 110g
● エビと香りバジルのクリームパスタソース 92g
● スパゲッティ3袋 200g×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
● 黒蜜風味ようかん 240g（20g×12本）
● ミニフルーツゼリー りんご 352g（16個）

常 蔵 凍 常 蔵 凍

常 蔵 凍 常 蔵 凍

プレゼントプレゼント

さらに！

有機フルーツ+
野菜100 1本
有機フルーツ+
野菜100 1本

常 蔵 凍

● だし薫るかき玉風親子丼 200g
● 黄色いカレー 200g 辛さ★★★★
● チキンカレー 200g  辛さ★☆☆☆
● ポークカレー 200g  辛さ★★★☆
● ビーフシチュー 200g

● だし薫るかき玉風親子丼 200g
● 黄色いカレー 200g 辛さ★★★★
● チキンカレー 200g  辛さ★☆☆☆
● ポークカレー 200g  辛さ★★★☆
● ビーフシチュー 200g

No.38442 ※ポイント対象外 No.38443 ※ポイント対象外

No.38445 ※ポイント対象外

No.38444 ※ポイント対象外

No.38448 ※ポイント対象外

No.38446 ※ポイント対象外

No.38441 ※ポイント対象外

No.38447 ※ポイント対象外

No.38449

● 具だくさんミネストローネ 150g
● 北海道にんじんポタージュ 150g
● 国産小松菜のみそ汁 4.5g
  （フリーズドライ）×10

420円お得！
通常価格 
2,400円

※ポイント対象外 ※ポイント対象外

● スライスハム 80g
● 無塩せきポークウインナー 160g（4本）
● 無塩せきポークウインナー スパイシー 100g（4本）
● 無塩せきポークウインナー ハーブ 100g（4本）

通常価格 3,550円 570円お得！

常 蔵 凍

通常価格 3,650円 670円お得！

常 蔵 凍

常 蔵 凍

洋総菜セット

麺ソースセット

ウインナー＆ハムセット

魚総菜セット

プリン・ゼリーセット

● から揚げ風チキン 180g（6個）
● 蒸し鶏のガーリック風味 120g
● 手ごねなんこつ入りつくね 120g

No.38450

520円お得！
通常価格 
2,500円

※ポイント対象外

常 蔵 凍
※調理例

肉総菜セット

スープセット ティーバッグセット

レトルトセット

佃煮セット

ジャムセット
● 国産真さばの味噌煮 83g×3
● 国産真いわしのしょうが煮 73g×2
● かつを煮 100g
● まぐろ煮みそ味 100g

均一

円円2,9802,980

均一均一1,9801,980円円

※ポイント対象外※ポイント対象外

均一年に1度の 特価恒例 !
お得な均一価格で、多彩な味わいを楽しむチャンス！

数量
限定

300円お得！
通常価格 
2,280円

No.38451

常 蔵 凍

プレゼントプレゼント

さらに！

帆立しぐれ煮
（小分け） １袋
帆立しぐれ煮
（小分け）１袋

※ポイント対象外

● 切り干し大根 50g
● ひじきの煮物 50g
● きんぴらごぼう 50g
● ごぼうの甘酢ゆず風味 50ｇ
● ほうれん草としめじのおひたし 50g
● すき昆布の土佐煮 50g

副菜セット

8面

常 蔵 凍 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  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です

（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

オンラインショップwww.sonoko.co.jp 詳しくは銀座店にお問い合わせください。

Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　03-4335-7878



1,880円
％5 UP
ポイント

+94ポイント
あさり風味が効いただし
の素。ひと振りすれば料理
の味がグンとアップ。

120g×3
No.38424

だしの素 3袋

常 蔵 凍

2,180円
％5 UP
ポイント

+109ポイント
吟味した素材の旨みを丸
ごと引き出した濃縮つゆ。

300ml×3
便利つゆ 3本

No.38425

常 蔵 凍

国産丸大豆・小麦・塩を2
年かけてじっくり熟成し
た、濃厚な再仕込み醤油。

1,880円
％5 UP
ポイント

+94ポイント
No.38423
360ml×3

再仕込み醤油 3本

常 蔵 凍

％5 UP
ポイント

+600ポイント

10枚×12
No.38429

12,000円

パリッとした食感と磯の香り豊かな板のり。

板のり 12袋

まろやかな酸味と、とろける美
味しさがやみつきに。

常 蔵 凍

No.384271.2kg
梅干し 1.2kg

％5 UP
ポイント

+427ポイント

数量限定

10,800円▼

8,555 円

国産の麦とホップを使用した、苦味と深いコク
のピルスナービール。力強い味が楽しめます。

3,900円
％5 UP
ポイント

+195ポイント

銀座でその子ビール 6本
No.38422
330ml×6

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

％5 UP
ポイント

+1,125ポイント

常 蔵 凍

No.38426
200g×30

カレーの醍醐味を存分に味わえる旨みたっぷりの辛口
カレー。スパイスの香り豊かに仕上げた、オリジナル製
法です。トロッとなめらかな食感と辛さで一番の人気！

黄色いカレー 
30袋
辛さ★★★★ 送料￥0

単独発送

22,500円

常 蔵 凍

％5 UP
ポイント

+399ポイント

No.38428

No.38428

7,980円7,980円
190g×30

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。

有機フルーツ＋野菜100 30本
送料￥0
単独発送

お得断然 ！まとめ買い
人気の食品がお買い得に。この機会にぜひ！

送料￥0
単独発送

吟味したササニシキの旨みをそのままパックに。

氷温熟成®
そのこ米ごはん 
1箱（36パック）
ササニシキ180g×36 No.38421

10,800円
％5 UP
ポイント

+540ポイント 常 蔵 凍

月11/1　 ～11/30日

冬のサンクスセ
ール［食品］

お歳暮 お歳暮

常 蔵 凍

数量限定

5,000円

SONOKOスイーツセット
No.38438
※ポイント対象外

● ショコラリッチ 1個
● どら焼き 3個
● 本格カステラ（プレーン） 1本（12切）
● そのこの野菜菓子 1個
● 米粉ロールケーキ プレーン 1箱（3切） 

常 蔵 凍

2,245円
お得
2,245円
お得

お歳暮

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面をご覧ください営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　03-4335-7878



お酒

1,740円320g×3

かつお節と昆布の旨みがしっ
かりとしみ込んだ６種の具
材。晩酌のお供にも。

おでん 3袋
No.38824

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

その子酒
％5 UP
ポイント

+204ポイント
4,080円

720ml　清酒 アルコール分17度
No.38414

鈴木その子が美容を考えてつくった
米と米麹の純米原酒。濃厚な風味。

常 蔵 凍

常 蔵 凍

※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

ぶどう本来の香りとや
わらかな泡立ち。甘くす
っきりとした味わい。

ロゼスパークリングワイン
750ml No.38417

3,950円％5 UP
ポイント

+197ポイント

常 蔵 凍

No.38397200g×2

青えんどう豆をふっくら、まろ
やかな甘さに炊き上げました。

うぐいす豆の煮豆

200g
No.53

1,360円

680円

％3 UP
ポイント

単品

2袋

数量限定

プレゼントプレゼント

さらに！さらに！

もう１袋もう１袋

５袋お買い上げで５袋お買い上げで

プレゼントプレゼント

さらに！

もう１袋もう１袋

５袋お買い上げで５袋お買い上げで

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 980円

100g×3

専用釜で焼き上げたノン
オイル調理ナン。表面は
香ばしく中はモチモチ。

専用釜で焼き上げたノン
オイル調理ナン。表面は
香ばしく中はモチモチ。

手造りもっちりナン3枚
No.38413

常 蔵 凍

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。

5,600 円70g×22袋 No.38533

高知県産うなぎの蒲焼
（たれ・山椒付）

2,800 円単品 70g No.38532

数量限定

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.38452

りき  まつ

数量限定

No.38456 2,760円

4,600円

120g×3

No.38455120g×5

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 UP
ポイント

5袋
3袋

数量限定

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。％3 UP

ポイント

5,400 円250ｇ×55袋 No.38453

3,240 円3袋 250ｇ×3
No.38454

数量限定

国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ
国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ 常 蔵 凍

常 蔵 凍

各3,950円％5 UP
ポイント

+197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！

その子美ワイン
750ml

赤 白No.38418 No.38419

※年毎にヴィンテージが変わります

50g×2

サッパリとした味わいの黄身酢和え。

真ダコとエビの
黄身酢和え 2袋
真ダコとエビの
黄身酢和え 2袋

％3 UP
ポイント 900円No.38436 常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

数量限定

北海道の海で獲れた海鮮をだし
入り醤油で味付け。

北海の恵みごちそう丼
186g（93g×2人前）×2

％3 UP
ポイント 3,600円No.38395

2袋

186g（93g×2人前）1,800円No.38394単品

常 蔵 凍

コクのある八丁味噌とやさしい甘みのある麹
味噌をブレンドし、深みのある味わいに。とうふ
にのせたり、麺と絡めたり、アレンジ多彩です。

ノンオイル中華
万能肉味噌 2袋

数量限定

110g×2
％3 UP
ポイント 1,360円

No.38434

小粒で癖がない品種・すずま
るの納豆。大豆本来の旨みと
甘みを味わえます。

40g×３パック×2
すずまる納豆 2セットすずまる納豆 2セット

760円No.38430 ％2 UP
ポイント

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 2,040円200g×3

No.38411

豆ちゃん（大豆の煮豆） 3袋

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。

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント 1,560円

200g×3
いんげん豆の煮豆 3袋

No.38412

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。

常 蔵 凍

1,420円190g×2

国産の良質な小豆を丹念に煮
上げた粒あん。小豆本来の風
味を最大限に引き出しました。

北海道産小豆の
ゆであずき 2個
北海道産小豆の
ゆであずき 2個
No.38431 ％2 UP

ポイント

常 蔵 凍

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。

とうふ 
No.38432

300g×2

300g
No.3582

860円

555円

％2 UP
ポイント

単品

2丁
％2 UP
ポイント

常 蔵 凍

1,980円200g×2
No.38435

2種のすり身の無リンかまぼこ 2本

スケトウダラとイトヨリダイを
使用し、リン酸塩を含まない無
リンすり身を贅沢に使用。食感
を存分に楽しめます。

プレゼントプレゼント

さらに！

帆立しぐれ煮
（小分け）１袋
帆立しぐれ煮
（小分け）１袋

初めてSONOKOのうなぎをいただいたのは20年以上前です。毎
年、楽しみにしています。今年も、弾力のあるふっくらとした身でとても美
味しくいただきました。余分な油を取り除いてあるので心置きなく食べら
れるうなぎはSONOKOだけだと思います。  店舗担当 平野婦美子

寝る前の夜食として、いちごジャムと併せてカ
クテルドリンクでいただいています。寝つきも
良く、翌朝は肌のきめも整っている気がしま
す。料理に使うとコクが出るので料理酒とし
てもおすすめです。　  店舗担当 寺田彩子

常 蔵 凍

125円
お得

1丁あたり1丁あたり

冬の家飲みに！ 多彩な美酒がお得！

定番から限定品まで、味わい豊かに集結！定番から限定品まで、味わい豊かに集結！

「もう一品」を、手軽に、美味しく。「もう一品」を、手軽に、美味しく。和総菜

お総菜

月11/1　 ～11/30日冬のサンクスセール［食品・雑貨］冬のサンクスセール［食品・雑貨］

粒感もあり、しつこくな
いほど良い甘さが気
に入っています。期
間限定品なので、販
売を楽しみにし、つい
まとめて購入してしま
います。
カフェ担当 丸山正美

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

10面

常 蔵 凍 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  は、定期便も含めてすべてポイント対象外です

（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

オンラインショップwww.sonoko.co.jp 詳しくは銀座店にお問い合わせください。

Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　03-4335-7878



％3 UP
ポイント 2,222円

9枚×2

まろやかな口溶けと濃厚
なカカオのコクが美味。

ソフトクッキー 
チョコレート味 2袋
ソフトクッキー 
チョコレート味 2袋

No.38410

常 蔵 凍

6枚×2

しょうゆだれが引き立てる
懐かしいざらめの甘さ。

せんべい 
ざらめ 2袋

No.38404
※ポイント対象外

1,600 円▶1,1201,120円

常 蔵 凍

華やかでフルーティーな味わいと、
柑橘系の爽やかな香り。スッキリとし
た上品な酸味をお楽しみください。

％3 UP
ポイント

2パック

グレード１ モカ
ドリップバッグコーヒー
グレード１ モカ
ドリップバッグコーヒー

3,300円

1,650円

No.38407

No.38408

10g×10袋×2

単品 10g×10袋

数量限定

常 蔵 凍

常 蔵 凍

2袋

単品
％3 UP
ポイント 1,500 円

90g×2

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

カシューナッツクッキー
No.38399

750 円
90g
No.38400

数量限定

常 蔵 凍

3パック 3,510円3,510円

1,170円

しっとりやわらかな生地に、やさしい甘
さに仕上げたつぶあんをはさみました。

どら焼き
3個×3

単品
No.38405

3個 No.38406

％2 UP
ポイント

数量限定
常 蔵 凍

常 蔵 凍
2,500円1本（12切）

創業者のレシピで仕上げ
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.38437

数量限定

スリムでありながら機能性も兼ね備えたL字ファスナー長財布。
美しく馴染みの良い本革で仕立てました。鮮やかなカラー6色
からお選びいただけます。内装はH柄の落ち着いたデザイン。こ
の機会にお財布も気分も一新して、金運を呼び込みましょう！

縦9.5cm 横20.5cm 幅2.7cm 素材 牛革 日本製
仕様 内側 カードポケット×20 コインケース×1 札入れ×2
外側 オープンポケット×1

HAMANO 
L字型ファスナー長財布

各23,000円

挽き豆200g×2 No.38409

その子ブレンド
浅煎り珈琲 2袋

6種類の豆の風味を活か
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。

2,720円％3 UP
ポイント

数量限定 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。

11／ 11 （水） もしくは 11／ 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

11／ 18 （水） もしくは 11／ 21 （土）
11／ 25 （水） もしくは 11／ 28 （土）

11／  3 （火・祝） まで
11／ 10 （火） まで
11／ 17 （火） まで
11／ 24 （火） まで12／  2 （水） もしくは 12／  5 （土）

11／ 12 （木） もしくは 11／ 15 （日）
11／ 19 （木） もしくは 11／ 22 （日）

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

11／ 26 （木） もしくは 11／ 29 （日）
12／  3 （木） もしくは 12／  6（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

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！

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

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

2,300円No.31617No.31617

※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

＊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

送 料 別
単独発送

800円

6枚×22袋

単品
黒ごまを練り込んで、伝統の
製法で香ばしく焼き上げた、
しょうゆ味のおせんべいです。

せんべい ごま
No.38402

6枚
No.38403

1,600 円▶1,1201,120円

数量限定

※ポイント対象外

大人気!大人気!
なくなり次第終了
ご注文はお早めに
なくなり次第終了
ご注文はお早めに

常 蔵 凍

常 蔵 凍

常 蔵 凍

6枚×2

伝統の製法で焼き上げた香
ばしいしょうゆせんべい。

せんべい 
しょうゆ 2袋
せんべい 
しょうゆ 2袋

No.38401
※ポイント対象外

1,600 円▶1,1201,120円

480円
お得

480円
お得

480円
お得

毎日にホッと一息、ささやかな贅沢を♪毎日にホッと一息、ささやかな贅沢を♪お菓子・
ドリンク

パールブルー
No.39090

プラム
No.39092

ブラック
No.39093

パールオレンジ
No.39089

パーシモン
No.39091

シャンパンゴールド
No.39088

財布を開かずに使え
るフリー外ポケット

外ポケット

月11/1　 ～11/30日冬のサンクスセール［食品・雑貨］冬のサンクスセール［食品・雑貨］

下までしっかり
開くファスナー

※写真はシャンパンゴールドです

※写真はパールオレンジです

※ポイント対象外※ポイント対象外

●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

創業130年の伝統が詰まった、
オーガニック認証ヌーヴォー。

常 蔵 凍

ボジョレー・ヌーボー・
オーガニック／
アンリ･フェッシ

手摘み収穫と伝統的な醸造
方法にこだわった、パリのブラ
ッスリーなどでも人気のボジ
ョレー・ヌーボー。ブラックベ
リーのような果実味豊かな味
わいと心地よいコク、丸いタン
ニンが魅力です。
11/15（日）までのご注文で
解禁日11/19（木）にお届けが可能です

No.38668750ml 3,000円※ポイント対象外

11/1より
ご注文承ります

数量限定

数量限定

詳しくは14面をご覧ください

お財布 気分も金運も上げるなら今が替え時！
皇室にも愛される皮革工藝「HAMANO」皇室にも愛される皮革工藝「HAMANO」

※ご注文いただいてからお作りしますので、お届けまで約1ヶ月程度かかります。
※11月20日以降のご注文の場合は、年明けのご配送となります。

お札の種類が分けら
れる２つのポケット

2つのお札入れ
小銭は探しやすい中
央でファスナー付き

小銭ポケット

カードをすっきり収納
できる20ポケット

カードポケット
合計20枚収納

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面をご覧ください営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　03-4335-7878



11月のセットのお届けは▶12 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

国産豚ヒレ肉のもっちり肉まん 1個
北海道産小豆のもっちりあんまん 1個

プレゼント

国産豚ヒレ肉のもっちり肉まん 1個
北海道産小豆のもっちりあんまん 1個

プレゼント

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

【セット内容】国産牡蠣のまるごとグラタン、ぷりぷり天然エビの
クリームコロッケ、ウィズボーンチキンカレー、国産牛100%
プレミアムミートローフ、国産真さばの味噌煮、ノンオイル中華 
肉餃子、ノンオイル中華 中華丼、手焼きオムレツ、具だくさんミ
ネストローネ、ごぼうの甘酢ゆず風味、うぐいす豆の煮豆、らー
めん風、トーストクリーム、極みチョコチップパン、どら焼き、カ
シューナッツクッキー、厚切り山型パン、極みレーズンパン、ひじ
きの煮物、切り干し大根、4種のき
のこの煮びたし、国産具材の筑前
煮、すき昆布の土佐煮、ほうれん
草の和え物、鶏そぼろ入りうの
花、帆立しぐれ煮、わかめ煮

【セット内容】タンドリーチキン、クリーミーグラタンごろごろチキン、
焼きフライ（コロッケ）、放牧豚のしゃぶしゃぶ肉セット（ごまだれ
付）、北海の恵みごちそう丼、秋鮭の塩麹漬け焼き、無塩せきポー
クウインナー、国産たらこのクリームパスタソース、国産具材の筑
前煮、ごぼうの甘酢ゆず風味、ほうれん草としめじのおひたし、国産
小松菜のみそ汁、フレンチトースト、極みロールパン、チョコゼリー
ケーキ、モーニングケーキ、釜揚げうどん、トーストクリーム×2、鶏
そぼろ入りうの花、ひじき煮（小分
け）、ほうれん草の和え物、きんぴら
ごぼう、切り干し大根、北海道産小
豆のゆであずき、ちりめん山椒、椎
茸昆布、帆立しぐれ煮（小分け）、せ
んべい ごま、フルーツゼリー オレン
ジ×2

数量限定 数量限定

季節限定品に加え、人気のパンやカシューナッツもセットに！ 毎日の食事が楽しみになる、味もジャンルも多彩なメニュー。
11月の1週間グルメセットA 常 蔵 凍No.38415  21,000円 11月の1週間グルメセットB 常 蔵 凍No.38416   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.38459 14,500円 
11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】国産牡蠣のまるごとグラタン、ウィズボーンチキンカ
レー、焼きフライ（メンチカツ）、北海道産小豆のもっちりあんまん、
北海の恵みごちそう丼、だし薫るかき玉風親子丼、焼豚、真だらの
味噌漬け焼き、具だくさんミネストローネ、国産具材の筑前煮、ほ
うれん草としめじのおひたし、すき昆布の土
佐煮、帆立しぐれ煮（小分け）、らーめん風、
バーガーバンズ、トーストクリーム×2、極み
チョコチップパン、厚切り山型パン、どら焼き、
フルーツゼリー オレンジ、せんべい ごま

●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。  

お申し込み受付期間

11/10（火）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。 

10／ 31 （土）～11／14 （土）第1週
お届け期間

11／  7 （土）～11／21 （土）
11／ 14 （土）～11／28 （土）
11／ 21 （土）～12／  5 （土）

11 ／  1 （日）～
11／  8 （日）～
11／ 15 （日）～
11／ 22 （日）～

第2週
第3週
第4週

北海道・九州・沖縄県等一部地域本州

11月の4週間完全実行献立セット
常 蔵 凍78,000円

送料￥0
単独発送

焼きフライ（コロッケ） 1袋

プレゼント

プレゼント

金華さばの
スモーク風味 1袋
すずまる納豆 3パック

62,000円 ▼ 50,000円50,000円

数量限定

グルメA・B＆SONOKO GGセット

No.38439

常 蔵 凍 ※ポイント対象外

●11月の1週間グルメセットA
●11月の1週間グルメセットB
●SONOKO GG 180粒

国産豚ヒレ肉の
もっちり肉まん 2個
北海道産小豆の

もっちりあんまん 2個

プレゼントプレゼント

＋ ＋
グルメ
セットA

グルメ
セットB

プレゼント プレゼント
SONOKO
GG 1本

コーヒータイプ ウーロン茶タイプまたは

12,000円
お得

お電話注文または銀座店へお問い合わせください

（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 詳しくは銀座店にお問い合わせください。

Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　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

THE SONOKO 2020.11月号　P12



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

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！

常温グルメ献立セット
常 蔵 凍No.39086  19,800円 

常温グルメ献立セット そのこ米ごはん付
常 蔵 凍No.39087  22,800円 

※氷温熟成®そのこ米ごはん19食付

SONOKOを代表するメイン総菜にサプリもプラス。常温で便利。

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

ご用意いただくもの：ごはん（ごはんなしセットのみ）／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】プレミアムハンバーグ、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、無塩せきポークウインナー スパ
イシー、スライスハム、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、極みレーズンパン、極みロールパ
ン、極み粒あんぱん、極みカレーパン、極みチョコチップパン、
バーガーバンズ×2、らーめん風、スパゲッティ、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、国産小松菜のみそ汁、手焼きオムレツ、2種のすり身の無リンかまぼこ、きんぴらごぼう、南瓜
のそぼろ煮、ほうれん草の和え物、切り干し大根、鶏そぼろ入りうの花×2、ひじき煮、北海道産小豆の
ゆであずき、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

【セット内容】ありがとう乳酸菌（1包）×7、いんげん豆の煮豆、味見っ子、海苔佃
煮、国産具材の筑前煮、ドリームプリン カスタード、 小麦香る生パスタ×
2、思い出のやさしいミートソース、具だくさんミネストローネ、ミニフルーツゼ

リー りんご、特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、帆立しぐれ煮（小分け）、金華さばのスモーク風味、国産
小松菜のみそ汁×2、まぐろ煮みそ味、ひじき煮（小分け）、ソフトクッキー チョコレート味、国産肉100% 
照り焼きソースハンバーグ、ノンオイル中華 中華丼、ノンオイル調理キーマカレー、フルーツゼリー オレン
ジ、国産真いわしのしょうが煮、ノンオイル中華 万能肉味噌、国産真さばの味噌煮、チキンカレー、からだ想
いの鶏スープ、ビーフシチュー、素ドリンク 月（スティックタイプ・1包）×5、昆布水のもと、板のり、乾わかめ

常 蔵 凍No.38776  16,230円 

パンを中心に、和洋中とバラエティ豊かなメニュー。
パン好きな方におすすめ。

●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＋夜食×7日分＝計35食 召し上がり方の一例
〈メニュー表〉付

スタンダード献立セット

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.37503   8,990 円 
●3食＋間食×7日分＝計28食

お電話注文・銀座店限定

送料￥0
単独発送

※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セットの調査方法 :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）　バランスの良い食事とは1日1400kcal に加え、たんぱく質 17％、脂質 13％、炭水化物 70％
のバランスをとった献立のことです。※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。

1日分の食事例1日分の食事例

●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～、特製
つゆ仕込みの国産牛すき丼、スラ
イスハム、秋鮭の塩麹漬け焼き、
国産真いわしのしょうが煮、ク
リームカレー、ポークカレー、思い
出のやさしいミートソース、ノンオ
イル中華 中華丼、極みレーズン

パン、極み粒あんぱん、極みチョコチップパン、らーめん風、スパゲッティ、2種のす
り身の無リンかまぼこ、きんぴらごぼう、ほうれん草としめじのおひたし、ほうれん
草の和え物×2、しらす煮、いんげん豆の煮豆（小分け）×2、国産小松菜のみそ
汁、乾わかめ、ひじき煮、昆布水のもと、豆ちゃん（大豆の煮豆）、板のり、栗まん
（2個）×2、フルーツゼリー オレンジ、黒蜜風味ようかん（12本）

常 蔵 凍13,334円 No.38775

●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.38774  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】特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、
鶏肉のやわらか煮～オレンジ風味～、豚肉の
シャリアピン、焼豚、無塩せきポークウインナー 
ハーブ、国産真さばの味噌煮、秋鮭の塩麹漬け
焼き、真ダコとエビの黄身酢和え、国産小松菜
のみそ汁、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、国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ、極みカレーパン、極

み粒あんぱん、極みチョコチップパン、釜揚げうどん、2種のすり身の無リンかまぼこ、ひじきの煮物、
きんぴらごぼう×2、ほうれん草としめじのおひたし、ほうれん草の和え物、小松菜のおひたし×2、南
瓜のそぼろ煮、鶏そぼろ入りうの花×2、ひじき煮（小分け）、いんげん豆の煮豆（小分け）、昆布水の
もと、豆ちゃん（大豆の煮豆）、葉唐辛子、板のり、モーニングスイッチスムージー キング（いちご＆ト
マト）、黒豆塩大福（4個）、カシューナッツクッキー、素ドリンク 月（スティックタイプ・1包）×7

NEW

献
立

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

11月のごちそう詰め合わせセット No.38458  6,000円
【セット内容】国産牛100%
プレミアムミートローフ、ノン
オイル調理タイレッドカレー、
ビーフシチュー、国産肉100% 
照り焼きソースハンバーグ、
焼きフライ（コロッケ）、ぷり
ぷり天然エビのクリームコ
ロッケ、トーストクリーム×2

No.38457

 

 4,000円 常 蔵 凍常 蔵 凍 11月のパンセット数量限定数量限定
「いつもと違う」「多彩な」味わいを楽しみたい方に。ヘルシーなお肉＆フライ総菜で、お腹も心も大満足！

【セット内容】国産豚ヒレ
肉のもっちり肉まん、北
海道産小豆のもっちりあ
んまん、極みメロンパン、
フレンチトースト、トース
トクリーム×2、厚切り山
型パン、極みチョコチップ
パン、極みカレーパン

プレゼント

国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ 1袋

1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです
1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです

1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです

1日分の食事イメージです1日分の食事イメージです

単独発送

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
お問い合わせ　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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14面

※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。

素ドリンク 透（スティックタイプ）を初め
ていただきました。いつもボトルでした
が、美味しいのですぐ飲んでしまい、1ヶ
月持ちませんでしたが、スティックタイプ
だと毎日1本ずつと決めて1ヶ月持つの
で良かったです。
ご愛用ありがとうございます。素ドリ
ンク 月は、アスパラガス抽出物と
GABAを組み合わせたところがポイ
ントです。瓶とパウチは利用シーンを
考えたご提案なので、どちらも併用
していただくと良いと思います。パウ
チは外出時に手軽に持ち歩いてい
ただけるように、1包に1日あたりの
アスパラガス抽出物推奨量を配合
しております。このため味のバランス
が少々瓶とは異なります。一方瓶タ
イプはドリンクとして美味しさも伴っ
ており様々なドリンクで割ってお飲
みいただけると思います。お休み前
のゆったりした時間に、冬はあたた
かいお湯、夏はソーダで割って飲用
いただくのがおすすめです。素ドリン
ク 透やその子酒など、他の飲料とあ
わせて割っても問題ございません。
（私も愛用しております。）瓶
はご自宅、パウチは外出時に
ぜひご飲用ください。

粉状のあらいぐま洗剤は購入したこと
があったのですが、今のシリーズに
なって初めて購入してトイレを掃除を
したら、トイレがピカピカにキレイになり
ました。シュッとひとふきで磨くと本当に
ピカピカになりました。香りもほんのりや
さしい。バスクリーナーも一緒に購入
したので、近々使うのが楽しみです。
あらいぐまトイレクリーナーは、汚
れ落ちの良さに加えて除菌効果も
おすすめのポイント。便器だけでな
く床の清掃にもこれ1本で、トイレ
中をキレイにリフレッシュできま
す。あらいぐまシリーズは海外から
輸入されることが多い「石けん素
地」も日本で製造。化学物質過敏
症の方にもご利用いただける、人
にも環境にもやさしい設計です。
バス・トイレからキッチン周りに食
器、衣類の洗濯まで幅広く
扱っています。気になった1
品からお試しください。

つくね巻

献立アレンジレシピ

❶つくね1個を取り出し、袋裏面を
　参考に温める。さらにオーブン
　トースターでこんがり焼き色が
　付くまで焼くと一層美味です。
❷板のり１枚を半分に切る。
❸温めたつくねを細長く切っておく。
❹のりの上にごはんを広げ、温めた
　つくねと葉唐辛子をのせる。
❺くるくる巻いて形を整える。
　（ラップやすだれを利用すると
　簡単に巻けます）

つくり方

ご用意するもの
・ 板のり
・ 手ごねなんこつ入りつくね
・ 葉唐辛子　・ ごはん

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

食品担当
宮路

おしゃべりカフェ

市販のまったく溶けの悪い粉洗剤
が、普通の水道水の水だと洗剤残り
があるのに、コップにSONOKO浄
水器の水の汲み置きがあったので、
試しにその水で（ちょっともったいない
けど）洗剤を溶かしてみたところ、な
んとキレイに溶けるではありません
か！！ お湯でも洗剤残りがあるの
に、SONOKO浄水器の常温の水は
マジックみたいに洗剤が簡単に溶け
たのです。たぶん水の粒子の細かさ
だと思いました。カラダに良い水は粒
子が細かく吸収されやすいのだろう
と思い、筆をとりました。
SONOKO浄水器をご利用いただ
きありがうございます。SONOKO
浄水器は自然界で水がろ過される
ように、活性炭と特殊鉱石という天
然素材だけで水を浄化します。水
分が7割以上を占める人間のカラ
ダは、毎日口にする水の質は想像
以上に重要なポイントと考えます。
美への追求の過程として、水の汚
れや味わいなどを研究し、自然水
へのこだわりでできた製品となりま
す。弊社の給湯室はもちろん、銀座
店のイベントなどでお出しするお水

化粧品担当
登

もこの浄水器の水を使用しており、
日々美味しい水をご提供しておりま
す。「美」や「健康」の基本となる
SONOKO浄水器の「水」で
日々の生活水としてお役立
てください。

茨城県　佐藤みどり様

ボトルタイプではなく、
スティックタイプを初購入。

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。 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！

大募集!
お写
真やエピソード

136-0075
東京都江東区新砂1-12-39
日本通運（株）新砂３号倉庫内２Ｆ事務所
（株）SONOKO
「THE SONOKO 編集部」

お便り・メールには、
会員番号とお名前もお知らせください。

郵送

thesonoko@sonoko.co.jpメール

プレゼント
1000P

ご掲載の方へご掲載の方へご掲載の方へご掲載の方へ

大阪府　西ゆかり様

ひとふきでピカピカ！
ほんのりやさしい香り。

静岡県　西山幸子様

溶けの悪い粉洗剤が、
あっという間に溶けた！

11月の新商品 なくなり次第終了
●混ぜて炊くだけ 鶏ごぼう飯 
●  かけ醤油 ●  オイスターソース 
●  鯛めしの素 ●  牡蠣めしの素 
●  千葉県産大和芋とろろ ●  生姜でごはん 
●  水出しれもん緑茶
● ロゴナ アイライナーペンシル 01ディープブラック
●  リマナチュラル ピュアアイカラー パープル系
●  リマナチュラル ピュアアイカラー ブラウン系
●  リマナチュラル ピュアアイブロー ブラウン
●  リマナチュラル ピュアアイブロー カートリッジ ブラウン
●  グリーンノート ヘアカラーファンデーション ダークブラウン
●  マックヘナ（ナチュラルブラウン）
● ささみジャーキー

販売終了
●  有機とんかつソース ●  そのままあさり
● 国産しば漬け

食品パッケージ・
名称リニューアル
一目で商品の特徴をお伝えできるよ
う、パッケージのデザインと商品名を
変更いたしました。味や原材料など中身
は変わりませんので、ご安心ください。

900円

キムチちゃん
（旧キムチの素）

No.38348
155g

常 蔵 凍

化粧品担当
SAY★GO

創
業
130
年
の
伝
統
が
詰
ま
っ
た
、

オ
ー
ガ
ニッ
ク
認
証
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
。

ボジョレー地区の中で村名を冠す
ることができる10の上位格付“クリ
ュ・デュ・ボジョレー”のうち9つに自
社畑を有する名門ワイナリーです。

アンリ・フェッシって？

●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

No.38668750ml 3,000円

ボジョレー・ヌーボー・
オーガニック／アンリ･フェッシ

手摘み収穫と伝統的な醸造方法にこだ
わった、パリのブラッスリーなどでも人気
のボジョレー・ヌーボー。ブラックベリー
のような果実味豊かな味わいと心地よい
コク、丸いタンニンが魅力です。

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

常 蔵 凍

11/1よりご注文承ります

11/15（日）までのご注文で
解禁日11/19（木）にお届けが可能です

※ポイント対象外

数量限定

11/19
（木）
解禁

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

総合カタログを
お持ちですか？
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。

（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 詳しくは銀座店にお問い合わせください。

Shop 銀座店 営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　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

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

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）。 

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％

　皆様は香りとは一体何であるか、本当にご存知でしょう
か。香りは物体である。腐敗した魚から化学合成された
臭気が発生するのも物体としての形なのです。その形の
良し悪しはただ自分自身が、いい香り、悪い香りと思うこと
ではなく、もうひとりの自分、脳の働きが喜んでくれなくては
ならないのです。
　トキノの製品で一番あなたのお役に立ったものは、とい
う問いの答えでGGはじめステップ1、コスメと並んで香水
がとてもとても多く書かれているのです。そこで私はアトマイ
ザー式のオードトワレを『荘』という名で作ったのです。新
しくできたオードトワレ『荘』は、どちらかというとユニセックス
的な男も女も使える香り。その子香水は夜。荘は昼。
　でもご安心下さい。香りの元の形は同じなのです。体に
入ってからの香りの本体は皆同じになり神経をよく正しく
働くようにしてくれると思います。
　なぜ『荘』を作ったのかと申しますと、その子香水が思 TOKINO〈時の新聞〉第36号〈1997年3月発行〉要約

いい香りとは、脳を、神経を正しく働かせるものその子の想い26

郵便
136-0075 東京都江東区新砂1-12-39 日本通運（株）新砂３号倉庫内２Ｆ事務所 

（株）SONOKO 「通信販売」係
税
率
に
つ
い
て

いがけぬほど多くの方にドカ喰いと睡眠と仕事、勉強の
集中心を与えることができたため、同じ神経の本体に、特
に交感神経の働く昼の神経に、より届く香水を作りたいと
私が願い、そして研究した結果できたのです。
　『荘』はアトマイザー型。ひとふき、さあお仕事の時にふ
りかけて下さい。お休みの時はその子香水をチョンチョン
とパジャマの衿につけ、もちろん私は絶対『荘』にするという
方は、夜も昼もOKですし、私はその子香水と思われる方
は夜も昼もその子香水でOKです。私は夜がその子、昼は
荘にしたいと思います。副交感神経がよく働く夜、寝てい
るためにつけるその子香水、昼間はりりしく働き、原稿を書
き、交渉ごとをする時は『荘』。私がものいわぬ私の意志で
はどうすることもできない自律神経のために、意志のある自
分がもうひとりの自分（意志の届かぬ神経）のためにただ
ひとつ与え続けているのが、この香りなのです。

営業時間/ １F・２F  11：00～19：00
詳しくは銀座店にお問い合わせください。

営業時間　1F・2F　11:00～19:00
お問い合わせ　03-4335-7878
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11 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」
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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 11：00～19：00

LINE
スタンプ
発売中

鈴木その子でございます。

※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　※記載がない価格はすべて税別です　※写真、イラストはイメージです

お楽しみ付き販売

お楽しみ付き販売

11 13〈金〉～15〈日〉

プレミアムフライデー特別企画
11 27〈金〉

■対象商品 最大30%OFF

※13:00受付開始■開会 13：30 
■会場 SONOKO銀座店2F

トキノ会定例会
11 15〈日〉

12 11〈金〉～13〈日〉予定

12 13〈日〉予定

SONOKO CAFE
1日10食

限定

11 1〈日〉～30〈月〉販売期間
※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（税別）
バケット、サラダ付

月末の金曜日は
ぜひ銀座店へ

　SONOKO銀座店が、現在の地でオープンした
のは22年前の11月23日。振り返ればあっという間
にも思える22年。さまざまな試練がありました。何よ
りも創業者、鈴木その子の急逝です。誰もが驚愕し、
SONOKOの未来を危ぶみました。
　生前、鈴木その子は「世の中の人は、私が死んだら
SONOKOは空中分解すると思っています。そうなら
ないために、皆しっかりしないとダメですよ」と、
スタッフに事あるごとに言い聞かせていました。それ

が現実となってしまった時、鈴木その子はすでに遺
された私たちのために万全の遺産を遺してくれてい
たのです。
　鈴木その子の教えは、著書や会報、映像として会
員一人一人の心に。そして誰もがSONOKO式を具体
的に実行できる品々を遺してくれました。それが献立
セットであり、食品の数々、ＧＧ、荘水、化粧品です。
さらに皆様が集い、語らい、元気になれる店という
場所も遺してくれました。そのおかげで私たちは迷う

ことなく、鈴木その子が願い、示した、美しく健康に
生きる方法を実行することができています。
　21世紀の20年、社会は想像を絶する惨禍に
見舞われ続けています。今この不安な時代に、希
望の光を灯すSONOKOという灯台が存在する
幸福と、支え続けてくださる会員の皆様に開店
記念日に寄せて、改めて感謝申し上
げたいと思います。ありがとうござ
います。

『具だくさん
  ミネストローネリゾットと
  ミートローフ赤ワインソース』

限定プレート

イベントの
お知らせ

大阪定例会1 9〈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「梅田」駅・
四つ橋線「西梅田」駅より徒歩2分

※受付開始は12：30～ 名古屋定例会1 10〈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12：30～

「定例会」のご案内
大阪・名古屋

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

講演：「水」の専門家 講師：堀 浩道氏 

会費：22,000円（税込） お土産付き
催し物：未定

開場：17:30 開宴：18:00
会場：コートヤード･マリオット 銀座東武ホテル 2F 芙蓉の間

SONOKOの食材をふんだんに使ったコース
料理をご堪能いただけます。

銀座店の
ご案内

〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-1 1F・2F〈銀座4丁目交差点すぐ。晴海通り沿いあづま通り入り口〉  TEL 03-4335-7878

11/15（日）1F 11：00～13：00まで会員様貸切営業／2F 会員様貸切営業
11/20（金）2F 終日クローズ　11/21（土）・22（日）1・2F終日会員様貸切営業　11/23（月・祝） 2F終日クローズ 　

営業時間 1F・2F 11：00～19：00 ※行政指示の状況次第で変更する場合がございます。予めご了承ください。

12 19〈土〉

12 5〈土〉 今年も会員の皆様とともに創業者・鈴木その子の墓所へ
お参りして偲びたいと思います。
場所：成田メモリアルパーク　参加費：6,000円（税込） 特製弁当付き（予定）メモリアルツアー

トキノ会定例会
ゲスト講師：土屋未来氏

16面

８月２３日（日）に銀座店で行われた水の博士、堀 浩道氏による講演会の模様をお届けします。
長年水を研究し、全国で水の大切さを訴えてきた堀氏が訴える、水道水の実情とその対処法。必見です！

水と健康

　飲料水は次の3つの種類に分けら
れます。「浄水」（水道水から特定物質
を除去したもの）、「活水」（特定物質
を添加したもの。ミネラルウォーター
など）、「還元水」（特定の物理
的・化学的な処理をしたも
の。磁気水や荘水など）。
その中で、逆浸透膜水、
軟水、ミネラルウォーター
といったようにさらに細
かく分類されます。

　カラダに良い水とは、化学物質が
ないことはもちろん、浸透力・溶解力
が高いもの。電位はマイナスで、酸性
度は中性。ミネラルも多いほうが良い

でしょう。「荘水」は他の水と比
べて浸透力が高く、中性で
いて、ミネラルも豊富。何
よりも最大の特徴は、い
つまでも電位がマイナス
である還元水であること
です。

元気なお水とは？
水の比較と荘水の特徴。さまざまな水商品の分類。 水と健康の関係。毎日の暮らしに還元水を。

　私たちのカラダは、外的環境に取り囲まれ、日々の食生活や加齢によって影響を
受けています。しかし、ナノ・ミネラルを含む還元水である「荘水」を飲めば、カラダ
の中からコンディションを整えることができます。毎日の生活の中で、還元水を
しっかりと摂取するように心がけましょう。

～水が変われば暮らしが変わる～

水の種類
商品

大切な水の性質
有害化学物質
浸透・溶解力
電位（mv）
酸性度（ph）
ミネラル

例

良い水

ない
大きい
マイナス
中性
多い

浄水

浄水器

〇
―
▲
―
（▲）

海洋深層水

●
▲
―
▲
●

アルカリイオン水

〇
〇
●
〇
▼

電解水

（〇）
〇
●
―
（▲）

天然水 還元水
ナチュラル

ミネラルウォーター
〇
▲
▲
▲
〇

水道水

×
―
×
―
―

元気な水　水道と比較 ×：悪い、 ―：普通（水道と同じ）、 ▼：悪くなる、 ▲：少し良くなる、 〇：良い、 ●：とても良い

荘水
（〇）
●
◎
〇
●

堀 浩道氏 講演 後編 【水の博士】堀 浩道氏
■水の科学研究会 理事
水の専門家として50年以上活動してきた経験をもとに、
全国で講演を行い、「安全な水」を次世代に伝えている。

しっかり還元水を1日
1～1.5ℓ飲んでください。

死ぬ（寿命）まで
生きられます（笑）。
大切な方に水の話を
してほしいです。

ご来店いただくだけで
人気のSONOKO製品
がもらえる！

アニバーサリー限定
スノーマウンテン 
ミニサイズ

数量限定

さらに！

当日限定の人気スイーツを
無料で振る舞い
サービス

ご来場者プレゼント 催し物が盛り沢山♪

5万円
GGデイリー
ブースター
1箱（10本）

7万円
SONOKO
GG 

50粒入 1袋

15万円
SONOKO GG 
50粒入 1袋
荘水 1本

20万円
TOKINO G.G 

１本

30万円
TOKINO G.G 
SONOKO GG
各１本

10万円
荘水 1本

11 21〈土〉・22〈日〉受付:10:00～　販売会:10:30～

人気の食品が

人気のサプリ・化粧品が

30%
0FF

最大

30%
0FF

最大

復刻ジュエリー受注会 
&

「荘の品」特別逸品販売会

トキノ会便り
編集長 瀧本による

スペシャルトークショー
21日（土）13:30～

当日限定の CAFE
オリジナルメニューをご用意
ウィズボーンチキンプレート、特別メニュー
プレート、アニバーサリー限定ドリンク

※宝飾は対象外となります
お買い上げプレゼント

※イメージです。※イメージです。
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