
クリスマス
コフレ2020

年に一度のお楽しみ！ キレイ磨きを
お得に楽しむコレクション

年末年始食品セット
お買い忘れなく！断然お得!セット買いが

私の逸品

ローストビーフ
味、食べ応え、香り、
すべてが段違いの絶品！
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豪華和洋
おせち重

選りすぐりの美味を詰めた
彩り豊かな祝膳
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1面



未来十勝牛サイコロステーキと
すき焼き用肉セット（割下付）

常 蔵 凍3,800円 

●肩ロースサイコロステーキ 200g 
●肩ローススライス 200g
●すき焼きのたれ 300g

牛肉本来の美味しさを
存分に味わう贅沢セット

No.38828

黒毛和牛ローストビーフ
常 蔵 凍4,800円 

黒毛和牛をジューシーに
焼き上げた極上の逸品

200g
No.38832

プレゼント

バーガーバンズ 1個 トーストクリーム 1個

調理例

ローストビーフ＋
トーストクリームの
絶品バーガーを

バーガーで、
新しい

美味しさ発見！

フランボワーズ・ショコラ・アイスケーキ
常 蔵 凍4,667円 送料￥0

単独発送

年に一度のお楽しみ！
贅を尽くした聖夜のケーキ

1台 約22×8.5×5cm
柊のオーナメント付

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

詳細は10面へ クリスマス前のお届けをご希望の方は
12月8日（火）までにご注文ください。

No.38861

SONOKOの
クリスマスケーキ

常 蔵 凍2,500円 
1台 直径約15.5cm1台 直径約15.5cm

濃厚な生チョコ
風味に夢中！

No.38862

ショコラノアール

秋鮭スモークスライス 常 蔵 凍

噛むほどに甘みが広がる
秋鮭の旨みを満喫

800円 
単品

1,600円 
2パック
No.38830
80g×2

No.38829
80g

※ポイント対象外

常 蔵 凍1,680円 

果汁100％の微発泡。
ノンアル派やお子様も
シャンパン風に乾杯！

750ml
No.38859

スパークリング
有機リンゴジュース

なくなり次第終了

※ポイント対象外

常 蔵 凍5,000円 

皆が大好きなお肉、
シーフードが勢揃い！

●タンドリーチキン 1本
●国産牡蠣のまるごとグラタン 2個
●国産牛100%
　プレミアムミートローフ 120g
●燻しペッパーポーク 150g
●　　　 秋鮭スモークスライス 80g
No.38897

にぎわい逸品セット

2パックご注文の方にプレゼント

バーガーバンズ 1個 トーストクリーム 1個

とっておき！ 季節の美味を心から楽しむ口福な食卓
年末年始の食卓を彩るSONOKOこだわりのごちそう。大切な人と楽しむの  はもちろん、例え叶わなくても、同じごちそうを味わってお口も心もハッピーに！数量限定

洋食

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

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



常 蔵 凍

1,560円 

780円 

％2 UP
ポイント

日本そば
2セット

単品

挽きたてのそば粉の
風味がたまらない！

No.38834
240g（2食分）×2

No.38833
240g（2食分）

常 蔵 凍

2,400円 

800円 

ほっと葛湯
3袋

単品

ほんのり甘みがあり
カラダを芯から温める

No.38857
６個×3

No.38856
６個

常 蔵 凍

5,500円 ▶

2,750円▶ 

4,675円 

2,475円 
550円 

お雑煮の素

10袋

5袋

No.38895
170g（1食分）×10

No.38894
170g（1食分）×5

単品
No.38893

170g（1食分）

年末年始まとめてお得

825円 825円 
お得！

275円 275円 
お得！

鶏肉と野菜のだしが
利いた上品な味わい

※杵つき餅は別売です

国産天然真鯛の姿焼き
常 蔵 凍3,000円 

一尾ずつ丁寧に焼き上げた
しっとりふくよかな味わい

1尾
No.38831

※飾りは付いていません

調理例

調理例

鯛めしで
鯛本来の旨みを
余すところなく
召し上がれ！

まぐろ醤油漬け
常 蔵 凍1,200円 115g

No.38835

生姜の香りを利かせた
濃厚な醤油だれが美味

常 蔵 凍4,850円 

希少ないくらを
今年もお届けします！

250g
No.38843

北海道産いくら醤油漬
※ポイント対象外

常 蔵 凍580円 
にしん甘露煮
80g（2枚）
No.38839

脂がのってふっくら！
北海道産にしんを堪能

※ポイント対象外

常 蔵 凍750円 
あんぽ柿
150g（3～4玉）
No.38853

とろりとした果肉、
濃厚な甘みが大好評

※ポイント対象外

ずわい蟹むき身
常 蔵 凍5,500円 

手軽にたっぷり！
カニ好きも大満足

No.38858
400g

※ポイント対象外

入荷
しました

調理例

リニューアル

リニューアル

とっておき！ 季節の美味を心から楽しむ口福な食卓
年末年始の食卓を彩るSONOKOこだわりのごちそう。大切な人と楽しむの  はもちろん、例え叶わなくても、同じごちそうを味わってお口も心もハッピーに！ 数量限定

和食

※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 ※写真はすべて盛り付け例です

3面

ご利用について詳しくは15面をご覧ください



常 蔵 凍

5,600円
380g（18cm）×2

No.38838

2,800円380g（18cm）
No.38837

％3 UP
ポイント

伊達巻
2本 

単品

しっとり濃厚な味わいは
老若男女問わず大人気！

常 蔵 凍

2,610円
120g×3

No.38851

870円120g
No.38850

％2 UP
ポイント

丹波の黒豆
3袋 

単品

品の良い甘さが際立つ
ふっくらつやつやの黒豆

常 蔵 凍

1,000円
80g×2

No.38849

500円80g
No.38848

％2 UP
ポイント

紅白なます
2袋 

単品

やさしい酸味でさっぱり。
箸休めにもおすすめ

常 蔵 凍 1,250円2本
No.38836

数の子

その子直伝の味を継承！
弾ける食感が新鮮さの証

常 蔵 凍 3,000円330g
No.38852

栗入り金時芋の
きんとん

金時芋のコク深い甘みと
大粒栗の極上ハーモニー

常 蔵 凍

1,460円
35g×2

No.38842

730円35g
No.38841

％2 UP
ポイント

田作り
2袋

単品

独自のドライ仕立ては
SONOKOだけの美味

常 蔵 凍

2,980円
200g×3

No.38847

1,080円200g
No.38846

％3 UP
ポイント

2種のすり身の
無リンかまぼこ
3本 

単品

魚介の旨みとプリっとした
歯応えがやみつきに！

3,240円▶

260円
お得 

定番

常 蔵 凍

1,360円
115g×2

No.38845

680円115g
No.38844

％2 UP
ポイント

国産具材の筑前煮
2袋 

単品

野菜の旨みを活かした
滋味あふれる味わい

定番

※盛り付け例

常 蔵 凍 600円180g
No.38840

鮭の昆布巻き

旨みののった秋鮭を
引き立てる上品な味付け

※ポイント対象外

数量限定

おせちを自分流に詰めてカスタマイズ
個別おせちにもぴったり！

新年のテーブルを
素敵にコーディネートしましょう

常 蔵 凍

新春詰め合わせ（お重付）

●国産具材の筑前煮
●栗入り金時芋のきんとん
●伊達巻
●数の子
●２種のすり身の無リンかまぼこ
●丹波の黒豆
●田作り
●紅白なます
●　　　　　鮭の昆布巻き

115g
330g

380g（18cm）
2本
200g
120g
35g
80g
180g

11,510円▶11,000円
No.38896

サイズ：縦15.0 横15.0  高さ6.4cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装 日本製※商品はお重の中にはセットされておりません。

鮮やかなブルーの
和モダン重箱（大）をプレゼント！

常 蔵 凍

510円
お得！

洋食とも好相性！内側は品のいいパールシルバー！

※ポイント対象外

伝統の
お重、お椀が

こんなにファッショナブルに！

（定番品を除く）

常 蔵 凍

縁起の良い結び飾りに
一年のご多幸を託して

サイズ：縦43.0 横30.0 奥行き8.5cm
素材：わら レ－ヨン針金 紙 ポリプレピレン
日本製

6,700円

正月飾り

No.39346

サイズ：縦15.0 横15.0  高さ6.4cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装
日本製

和モダン重箱（大）
サイズ：縦9.1 横9.1 高さ5.5cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装
日本製

和モダン重箱（小）

4,500円No.39342 No.39343 2,800円

サイズ：直径9.0  高さ8.2cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装
日本製

和モダン小鉢

No.393442,500円
保存に便利な重箱（大）用パッキンもあります。 詳しくは ▶12面へ

※ポイント対象外

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

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



● マウスウオッシュ 300mL（現品）
● ボディクリームR 220g（現品）
●マイルドハンドソープ 250mL（現品）
● ハンド＆ネイルトリートメント 50g（現品）
●SQオイル 28mL（現品）
●リボンターバン　サイズ：縦10cm  横18cm（レディースフリー）
　素材：ポリエステル・ナイロン混

4,700円お得！
No.38945No.38945
ボディコレクションボディコレクションボディコレクションボディコレクション
10,000円10,000円

ボディ、手指、お口をケアする
人気アイテムにターバンをセット！

● GG エッセンスR 30mL（現品）
● リップトリートメントR 10g（現品）
●ジュエル調キーリング＆バッグハンガー
  サイズ：直径4.5cm　幅1cm
  素材：亜鉛合金、アクリル樹脂、ラバー

2,500円お得！

GGエッセンス
コレクション
GGエッセンス
コレクション
GGエッセンス
コレクション
GGエッセンス
コレクション
13,000円13,000円

肌、唇をうるおいで包み
もっちり＆つややかに！

No.38946No.38946

● エッセンス ステップ１  5mL×7 （現品）
● エッセンス ステップ2   30mL（現品）
●ローズミラー  サイズ：直径6.8cm 幅1.7cm、
　素材：ABS樹脂、鏡：ガラス

18,000円お得！

集中ケアコレクション集中ケアコレクション集中ケアコレクション集中ケアコレクション
38,000円38,000円

大人の肌をリッチにうるおす
エッセンス ステップ1・2がコフレに登場！

No.38947No.38947

UVタイプUVタイプ

● SONOKOファンデーション しっとりタイプ 15g（現品）
　ピンク No.38951    オークル No.38950
　ファンデーションの色をお選びください
●UVホワイトヴェール【UV薬用美白＊3下地】   30g 
　SPF40／PA+++（現品）
 ● フェイスパウダー 30g パフ付き（現品）
 ●  ファンデーションケース ピンク スポンジ付き 1個（現品）

肌悩みをカバーして、つやめく美肌に
しっかりメイク派

+UVホワイトヴェール （しっとりタイプ）SONOKOファンデーション

3,700円お得！

ベースメイクコレクションベースメイクコレクションベースメイクコレクションベースメイクコレクション 各12,000円各12,000円

BBタイプBBタイプ

● SONOKOファンデーション さっぱりタイプ 12g（現品）
　ピンク No.38949     オークル No.38948
　ファンデーションの色をお選びください
● ライトアップBB 30g SPF35／PA+++（現品）
 ● フェイスパウダー 30g パフ付き（現品）
 ●  ファンデーションケース ピンク スポンジ付き 1個（現品）

薄づきで軽やか、自然なベースメイクに

3,300円お得！
+ライトアップBB （さっぱりタイプ）SONOKOファンデーション

ナチュラルメイク派

お好みの肌づくり、今年はフェイスパウダーでより上質な仕上がりに

＊1 自社史上　＊2 年齢に応じたスキンケア　＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

WBベーシックコレクション WBベーシックコレクション WBベーシックコレクション WBベーシックコレクション 
4,022円相当お得！18,000円 18,000円 

No.38944No.38944

ケアの要は保湿！ フェイスシートの
ローションパックで、うるぷる肌へ！
ケアの要は保湿！ フェイスシートの
ローションパックで、うるぷる肌へ！

● WB ホワイトニングローション
　【薬用美白＊3化粧水】 170mL（現品）
● WB モイスチュアライジングミルク 
　120mL（現品）
● WB ホワイトニングエッセンス
　【薬用美白＊3美容液】 4mL
● 3Dデザインセラム 2g
● WB グランクリーム 4g

● SONOKOドライフェイスシート
● リボン付ソフトルームシューズ
　サイズ：全長約26cm（レディースフリー）
　素材：ポリエステル

  内側はピンクのサ

テ
ン

※
色
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やさ

しい
イメージのグレー

キーリング
付きで便利

GCタイプ No.38942
●   WB グランクリーム 45g（現品）

総合的なエイジングケア＊2に

SMCタイプ No.38943
● スーパーモイスチャークリームR 50g（現品）

高保湿ケアで、しっとり美肌を追求

〈2タイプ共通〉
●WB ホワイトニングローション【薬用美白＊3化粧水】 20mL×2
● WB ホワイトニングエッセンス【薬用美白＊3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
● ホワイトバニティ   サイズ：縦10cm 横17cm 高さ7cm
　素材：ポリウレタン・ポリ塩化ビニル、ポリエステル

プレミアムコレクションプレミアムコレクションプレミアムコレクションプレミアムコレクション 各25,000円各 25,000円各 25,000円各 25,000円 6,971円相当お得！

＊1SONOKO最高峰＊1のクリームに、WBシリーズの
実力を体感できるミニボトルとバニティが付属！

※画像はイメージです

オフホワイト

SONOKO
ドライフェイスシート

ドライフェイスシートに
WB ホワイトニングローションを
含ませてローションパックを。
乾燥が気になる季節にオススメです！

SONOKO 

　　　シートマスク初登場！

クリスマスコフレ2020
※代金引換の際、個数ごとに手数料300円がかかります。 

美しさをランクアップするセットをお得にお届けします！

今年のクリスマスコフレは、アイテムもプレゼントもよりバラエティ豊かにラインナップ。
いつもよりゆったりと過ごすお家時間で、キレイ磨きを楽しみましょう！

今年のクリスマスコフレは、アイテムもプレゼントもよりバラエティ豊かにラインナップ。
いつもよりゆったりと過ごすお家時間で、キレイ磨きを楽しみましょう！

 数量限定 お届け

店頭お渡し

12/27（日）まで

12/29（火）
18時まで

※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

5面

ご利用について詳しくは15面をご覧ください



※他の注文品と同送できませんのでご了承ください 
※代金引換の際、個数ごとに手数料300円がかかります 
※お届け最終受付：12/26（土）14時まで（北海道・九州・沖縄は12/24（木）まで）
※クリスマス1週間グルメセットのご注文は12/23（水）16時まで

数量限定 数量限定

常 蔵 凍

数量限定

No.38908 14,500円 

お1人でのお食事の時に、手軽に楽しく献立実行。

12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】焼きフライ（エビフライ）、国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ、ビーフシチュー、鶏肉のやわらか
煮～オレンジ風味～、スライスハム、国産真いわしのしょう
が煮、真だらの味噌漬け焼き、からだ想いの鶏スープ、ノンオ
イル中華 万能肉味噌、4種のきのこの煮びたし、国産具材
の筑前煮、釜揚げうどん、極みメロンパン、極みカレーパン、
角食パン、トーストクリーム×2、チョコゼリーケーキ、栗まん、
フルーツゼリー オレンジ、せんべい ざらめ

クリスマス1週間グルメセット
No.3890322,000円 
おせち重（一段）入り1週間グルメセット

No.38904 30,000円 
【セット内容】黒毛和牛ローストビーフ、スパイシーチキン、焼きフライ（一口ヒレカツ）、国産牛100%
プレミアムミートローフ、ローストチキン、海の幸マカロニグラタン、北海道産小豆のもっちりあんま
ん、北陸甘エビのビスクスープ、ちらし寿司の素、蒸し鶏のガーリック風味、越後もちぶたのハンバー
グ ～トマト煮込み～、秋鮭の塩麹漬け焼き、国産真いわしのしょうが煮、金華さばのスモーク風味、具
だくさんミネストローネ、北海道かぼちゃのデザートポタージュ、ほうれん草としめじのおひたし、ひじ
き煮（小分け）、きんぴらごぼう、手焼きオムレツ、ごぼうの甘酢ゆず風味、ほうれん草の和え物、切り干
し大根、鶏そぼろ入りうの花、4種のきのこの煮びたし、厚切り山型パン、トーストクリーム×２、極み
ロールパン、スパゲッティ、いんげん豆の煮豆（小分け）×２、帆立しぐれ煮（小分け）、ショコラリッチ、そ
のこの野菜菓子、ドリームプリン カスタード、ソフトクッキー チョコレート味、フルーツゼリー オレンジ

【セット内容】おせち重、お雑煮の素×２、国産天然真鯛の姿焼き、国産
牡蠣のまるごとグラタン、日本そば、杵つき餅、数の子、紅白なます×２、
田作り、まぐろ醤油漬け、ノンオイル調理タイレッドカレー、ちらし寿司の
素、極みチョコチップパン、焼豚、国産真さばの味噌煮、国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ、具だくさんミネストローネ、国産具材の筑前
煮、きんぴらごぼう、ひじきの煮物×２、ほうれん草の和え物、手焼きオム
レツ、切り干し大根、ほうれん草としめじのおひたし、厚切り山型パン、トー
ストクリーム×２、らーめん風、こしあん、モーニングケーキ、せんべい しょ
うゆ、フルーツゼリー オレンジ

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

12月のセットのお届けは▶1 6（水）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

豪華和洋おせち重（二段） おせち重（一段）

聖夜にふさわしい、多彩で華やかなメニューを揃えました。 年末年始を晴れやかに彩る、SONOKOならではの味の饗宴。

常 蔵 凍常 蔵 凍

◆お届け・店頭お渡し： 12/15（火）～25（金）
●クリスマス1週間グルメセット

◆お届け・店頭お渡し： 12/22（火）～28（月）12時まで
●おせち重（一段）入り1週間グルメセット ●豪華和洋おせち重（二段） ●おせち重（一段）

※写真はイメージです

新春の食卓に笑顔を広げる、こだわりの美味が詰まった豪華おせち重。

お電話注文または銀座店へお問い合わせください

お申し込み受付期間

12/10（木）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。 

第1週
お届け期間

第2週
第3週
第4週

北海道・九州・沖縄県等一部地域本州

12月の4週間完全実行献立セット 送料￥0
単独発送

数量限定

国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ1袋
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

国産牡蠣のまるごとグラタン
1パック（2個）

プレゼント

12／ 
12／
12／
12／

2
9
16
23

12／
12／
12／
1／ 

16
23
30
6

（水）～

（水）～

（水）～

（水）～

（木）～

（木）～

（木）～

（木）～

（水）

（水）

（水）

（水）

12／
12／
12／
12／

3
10
17
24

●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

ドリームプリン カスタード 1個
フルーツゼリー オレンジ 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

●［NEW］鯛の西京焼き
●鮭柚庵焼き
●金柑蜜煮
●むかご石垣玉子
●一口昆布巻
●［NEW］帆立の昆布煮
●［NEW］百合根梅肉和え
●菜の花 
●伊達巻
●足赤海老含め煮

●鶏松風
●蛸柚子煮
●このしろ紀州和え
●日の出砧巻
●丹波黒豆
●いくら醤油漬
●金時芋金団
●栗甘露煮

一の重おしながき

●チキンボールトマトソース煮
●［NEW］鶏ときのこのパテ
●豚角煮  
●帆立のクリーム煮
●ローストビーフ
●［NEW］ハムのムース
●阿波尾鶏照焼き 
●穴子の甘露煮
●くるみの飴炊き 
●ローストポーク
●［NEW］スモークサーモンロール

二の重おしながき一の重二の重
No.38906

22,800円

常 蔵 凍

31,800円

No.38905

常 蔵 凍

数量限定 数量限定

常 蔵 凍78,000円 コーヒータイプ ウーロン茶タイプまたは

今月のおトク情報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）  ※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

献
立

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



8週間ダイエット献立セット
常 蔵 凍

150,000円
No.38911

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

12月のパンセット No.38907

  

 3,000円 常 蔵 凍数量限定
そのままで。温めて。調理して。多彩なパンの美味しさをお届け！

【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、極みカレーパン、極み
メロンパン、極みチョコ
チップパン、バーガーバン
ズ、厚切り山型パン、トー
ストクリーム×２

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日分の食事イメージです

13,334円 No.38775No.38774  15,000円 

TOKINO G.G １本

プレゼント

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.38909  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.38910  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】特製つゆ仕込みの国産牛すき丼、金華さばの
スモーク風味、国産真いわしのしょうが煮、国産肉100%
照り焼きソースハンバーグ、国産真さばの味噌煮、まぐろ煮み
そ味、ノンオイル調理キーマカレー、チキンカレー、ビーフシ

チュー、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、からだ想いの鶏スープ、国産小松菜の
みそ汁×2、ノンオイル中華 中華丼、ノンオイル中華万能肉味噌、国産具材の筑前煮、ひじき煮（小分け）、
小麦香る生パスタ×2、いんげん豆の煮豆、味見っ子、海苔佃煮、帆立しぐれ煮（小分け）、昆布水のもと、
板のり、乾わかめ、ドリームプリン カスタード、ミニフルーツゼリー りんご、ソフトクッキー チョコレート
味、フルーツゼリー オレンジ、ありがとう乳酸菌×7包、素ドリンク月 スティックタイプ×5包

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

No.37503  8,990 円 常 蔵 凍

●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

●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

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

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

金華さばのスモーク風味
１袋

プレゼント

単独発送

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

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

※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

献
立



※盛り付け例

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

食
品

●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.38897 5,000円

立山連峰で採水した水です。

お雑煮の素
10袋 170g（1食分）×10   No.38895

4,675円5,500円▶
お得！
825円も

170g（1食分）×5   No.388945袋
2,475円2,750円▶ お得！

275円も

※杵つき餅は別売です※杵つき餅は別売です常 蔵 凍

にぎわい逸品セット

年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、年末年始に向けて、

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.38899

XYZ（サイズダウン）
常 蔵 凍

1箱（500ml×24）

％1 UP
ポイント 5,712円

No.38900

新春詰め合わせ（お重付） 11,510円▶11,000円No.38896

● 丹波の黒豆
● 田作り
● 紅白なます
● 　　　鮭の昆布巻き

120g
35g
80g
180g

170g（1食分）   No.38893単品 550円

数量限定

数量限定

数量限定

常 蔵 凍
常 蔵 凍

● タンドリーチキン
● 国産牡蠣のまるごとグラタン
● 国産牛100%
　プレミアムミートローフ
● 燻しペッパーポーク
● 　　　秋鮭スモークスライス

1本
2個

120g
150g
80g

和モダン重箱（大）プレゼント!

和モダン重箱（大）　1個
縦15.0cm 横15.0cm 高さ6.4cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装 日本製

SONOKOの
ワインコレクション

● ロゼスパークリングワイン　● その子美ワイン白　● その子美ワイン赤

常 蔵 凍
No.38889

※ロゼスパークリングワインは、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
※その子美ワイン白と赤は年毎にヴィンテージが変わります

11,000円11,850円▶
お得！
850円も

各750ml

年末年始、人が集まる場所にふさわしい芳醇な香りと味わ
いを楽しめるSONOKOのワイン。３種の飲み比べも楽しい。

％3 UP
ポイント

がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！がおすすめ！

備えて安心常備食セット

もしもの時に備えて保存が利く
食品セットをご用意しました。
ノンオイル調理なので、温めなくても
美味しくお召し上がりいただけます。

数量限定

※ポイント対象外
No.38898 9,000円11,900円▶

常 蔵 凍

● 国産肉100%
　照り焼きソースハンバーグ 250g
● じゃがいもゴロゴロカレー 230g 辛さ★☆☆☆
● チキンカレー 200g 辛さ★☆☆☆
● ポークカレー 200g 辛さ★★★☆
● ノンオイル中華 中華丼 180g
● だし薫るかき玉風親子丼 200g
● 金華さばのスモーク風味 85g
● 国産真いわしのしょうが煮 73g
● 国産真さばの味噌煮 83g
● 国産小松菜のみそ汁 10袋 4.5g（フリーズドライ）×10
● やわらか紀州梅干し 100g
● 手作りカカオ飴 50g
● ミニフルーツゼリー りんご 352g（16個）
● 黒蜜風味ようかん 240g（20g×12本）
● ホワイティ 500ml（5倍希釈）

10,800円％5 UP
ポイント

+540ポイント

● チキンカレー 200g 辛さ★☆☆☆
● ポークカレー 200g 辛さ★★★☆
● じゃがいもゴロゴロカレー 230g 辛さ★☆☆☆
● 手造りもっちりナン（3枚）100g×3

カレーセット 常 蔵 凍

No.38901 2,700円3,080円▶
お得！
380円も

お得！
510円も

12本
銀座でその子ビール
330ml×12

330ml×6
常 蔵 凍 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。

6本
No.38891

No.38890 3,900円％3 UP
ポイント

7,800円％5 UP
ポイント

+390ポイント

麦焼酎 力松
6本
720ml×6
No.38888

No.38887

焼酎乙類（麦） 
アルコール分25度

2本
720ml×2

やさしい麦の香りとまろやかな飲み心地が魅力。
5,600円

16,800円

常 蔵 凍
％3 UP
ポイント

％5 UP
ポイント

+840ポイント

その子酒
6本
720ml×6
No.38886

No.38885

清酒 アルコール分17度

お正月のお屠蘇にぴったりです

2本
720ml×2

鈴木その子が美容を考えてつくった米と米麹の純米酒。まろやか
でほんのり甘みのある味わい。ナイト・キャップにもおすすめです。常 蔵 凍

8,160円

24,480円

％3 UP
ポイント

％7 UP
ポイント

+1,713ポイント

お得！
4,6８0円も定番ストックセット

● 梅干し 1.2kg　● 板のり 10枚×12
● だしの素 120g×3

No.38892

20,000円24,680円▶

常 蔵 凍

数量限定

常 蔵 凍

お得！
2,900円も

● 国産具材の筑前煮
● 栗入り金時芋のきんとん
● 伊達巻
● 数の子
● 2種のすり身の無リンかまぼこ

115g
330g

380g（18cm）
2本

200g

常備食

※商品はお重の中にはセットされていません

今月のおトク情報8面

Shop
（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



クリスマスディナーの
メインディッシュに！

国産そば粉をブレンド。挽き立て
の風味が味わえる生タイプ。常 蔵 凍

3,800円
肩ロースサイコロステーキ200g、肩ローススライス200g、
すき焼きのたれ300g

飼育環境・方法にこだわっ
た安心な牛肉が400ｇも
入ったお得なセット。

未来十勝牛サイコロステーキと
すき焼き用肉セット（割下付）

常 蔵 凍

580円80g（2枚）

北海道で獲れた希少なにしん
を上品に味付けした甘露煮。

にしん甘露煮

常 蔵 凍 ※調理例※調理例

※調理例※調理例

※調理例※調理例

1,560円
780円

日本そば

単品 240g（2食分）
No.38833

No.38834

No.38838

No.38837
380g（18cm）

2セット 
240g（2食分）×2

1,200円115g

キハダまぐろを食べやすくスライ
スし、生姜の香りを利かせた濃厚
な醤油だれに漬け込みました。

まぐろ醤油漬け
常 蔵 凍

1,250円2本

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

片口いわしを丁寧に炒り上げ砂糖で包みました。

稀少な丹波の黒豆を用い、じっくりと時間
をかけて、ふっくら艶やかに煮含めました。

国産の大根と人参を丁寧に二度
漬けして味をなじませました。

素材の旨味とプリッとした歯応え！

数の子
No.38836

No.38839

No.38835

No.38828

No.38852

常 蔵 凍

良質な魚肉と鶏卵を使い、職人
がひとつひとつ巻き上げた逸品。常 蔵 凍

5,600円

2,800円

伊達巻

単品 

2本
380g（18cm）×2

※スライスはしていません※スライスはしていません

1,460円
730円

田作り

単品
No.38841

2袋
No.38842

常 蔵 凍

％2 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

3,000円

栗入り金時芋の
きんとん
330g

常 蔵 凍

ホクホクとして甘みの強い徳島県産鳴
門金時芋と、国産栗の甘露煮を使用。

常 蔵 凍

％3 UP
ポイント

1,080円

2種のすり身の無リンかまぼこ

単品 200g

3本 200g×3 No.38847

No.38846

※盛り付け例※盛り付け例

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

No.38848

No.38849 1,000円
2袋
80g×2 

紅白なます

500円単品 80g

常 蔵 凍

No.38851

No.38850

％2 UP
ポイント 2,610円

870円

丹波の黒豆

単品 120g

3袋
120g×3

35g

35g×2

600円180g

北海道産の秋鮭を根室産1等級の
厚葉昆布とかんぴょうで包みました。

鮭の昆布巻き

常 蔵 凍

No.38840

常 蔵 凍

食
品

5,500円400g
ずわい蟹むき身
No.38858

4,800円200g
黒毛和牛ローストビーフ
No.38832

常 蔵 凍

カナダ産のずわい蟹です。殻む
き不要で解凍してそのままお召
し上がりいただけます。

脂が少なく味のしっかりした黒毛和牛
のもも肉のみを使用。紀州備長炭でじっ
くり香ばしく焼き上げました。そのまま
でも、サラダにしたり、パンに挟んでも、
極上の美味しさをたっぷり味わえます。

上品な甘みに夢中！
食べ応えにも大満足

しっとり濃厚な味わいは
老若男女問わず大人気！

挽きたてのそば粉の
風味がたまらない！

％3 UP
ポイント 3,700円

160g（清涼飲料水）×12

米麹と酒粕を加えた味わい深い
人気の逸品。

No.38883

常 蔵 凍

あま酒 12袋

和歌山県産・奈良県産の種無し柿を
使用。とろけるような果肉が絶品。

常 蔵 凍

おめでたい席にふさわしい縁起物

3,000円1尾

天然真鯛を一尾一尾丁寧に焼
き上げ、しっとりとふくよかな味
わいに。

国産天然真鯛の姿焼き
常 蔵 凍

No.38831

※飾りは付いていません※飾りは付いていません

数量限定

数量限定

数量限定 数量限定 数量限定

数量限定

数量限定

数量限定 数量限定

数量限定

素材本来の食感と旨みを味わえます。

1,360円
680円

国産具材の筑前煮

単品
No.38844

2袋
No.38845

常 蔵 凍

115g

115g×2

※ポイント対象外※ポイント対象外

4,850円250g
北海道産いくら醤油漬
No.38843

完売必至のいくらが今年も登場！色合い
や食感、鮭の魚醤の調味液に漬けたぜ
いたくな味わいが自慢の逸品です。その
ままご飯にたっぷりかけて！手巻きやち
らし寿司にしても美味しくいただけます。

※ポイント対象外

※ポイント対象外

※調理例
写真は1パック分です

No.38830

No.38829

1,600円
800円単品 80g 

2パック 80ｇ×2

さっぱりした甘みと
豊かな風味を味わって！

希少ないくらを
今年もお届けします！

数量限定

北海道沖で獲れた秋鮭を使用。素材の上質
さを生かすために添加物を一切含まず、
味付けは塩のみで。国産のナラ材でじっくり
スモークして、豊かな風味を醸しています。

秋鮭スモークスライス

常 蔵 凍

※ポイント対象外

※ポイント対象外

トーストクリーム 1個
バーガーバンズ  １個

2パックご注文の方に

トーストクリーム 1個
バーガーバンズ  １個

プレゼント

ローストビーフ
バーガーにしても、

美味!

2,980円3,240円▶

数量限定 数量限定

数量限定 数量限定 数量限定

数量限定数量限定

リニューアル

常 蔵 凍常 蔵 凍

750円150g（3～4玉）
あんぽ柿
No.38853

ふっくらつやつやに
煮含めた上品な甘さ

※ポイント対象外

数量限定

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



常 蔵 凍 ※盛り付け例

※調理例

食
品

1,740円320g×3

1.2kg

かつお節と昆布の旨みがしみ込ん
だ６種の具材。晩酌のお供にも。

おでん 3袋
No.38880

北海道かぼちゃの
デザートポタージュ

1,440 円

10,800円

160g×33袋 No.38865

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。

743円200g

肉厚で歯応えのあるシャキシャ
キ塩蔵わかめ。

生わかめ

常 蔵 凍

120g×6

天然の海の恵みからつくり上げた
あさり風味が効いた万能だしの素。

だしの素 
6袋

常 蔵 凍

10枚×12

パリッとした食感で磯の香り豊
か。食卓に欠かせない板のり。

板のり 12袋

からだ想いの鶏スープ

No.38874

No.38873 No.38878

No.38871 No.38872

No.38875

No.38884No.38876 2,300円500ml×3
純米酢 3本
常 蔵 凍

1,900円500g×2

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。

追い麹仕立ての生味噌 2個
常 蔵 凍

300ml×3
便利つゆ 3本

1,880円2,180円 360ml×3

国産丸大豆・小麦を使い約2年かけ
て熟成した、濃厚な再仕込み醤油。

再仕込み醤油３本
常 蔵 凍

2,280円
3袋
No.38867
200g×3

760円単品 No.38866200g

しっとりやわらかな生地とやさし
い甘さのつぶあんのハーモニー！

どら焼き
3,510円3袋

3個×3 No.38864

1,170円単品 No.388633個

常 蔵 凍

まろやかな酸味と、とろける美味
しさがやみつきに。

梅干し 1.2kg
常 蔵 凍

常 蔵 凍

12,000円

4,675円

2,475円

3,465円

ショコラノアール

2,500円

昔ながらの静置発酵仕込みで
醸造。まろやかな味わい。

吟味した素材の旨みを丸ごと引
き出した濃縮つゆ。

170g（1食分）×10

こだわりの鶏肉と国産の野菜を使
用した料亭のような上品な味わい。

お雑煮の素
No.38895

No.38869 1,420円190g×２

吟味した良質の小豆を丹念に
煮上げた粒あん。

北海道産小豆のゆであずき 2個

お湯に溶くだけで上品なお汁粉に。

常 蔵 凍

1,940円
2袋 
400g×2 

10袋 

170g（1食分）×5 No.388945袋 こしあん

No.38855

No.38854 970円単品 400g
No.38893 550円単品 170g（1食分）

常 蔵 凍

2,340円
本杵つきならではの粘りとコシ、なめら
かさが特長。国産もち米100%使用。

杵つき餅 2袋
No.38868
500g（10個）×2 

常 蔵 凍

常 蔵 凍 ※杵つき餅は別売です※杵つき餅は別売です※杵つき餅は別売です※杵つき餅は別売です

※調理例※調理例

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

常 蔵 凍

No.38879No.38870 5,700円120g×2

細切りカットの北海道産の真昆布。
朝の昆布水やお料理のだしに便利。

昆布水のもと
徳用パック 2袋

常 蔵 凍

1台 直径約15.5cm

クーベルチュール・チョコレートを23%
配合。大量生産ではできないこのリッチ
な配合が、生チョコのようなしっとりと
した濃厚な味わいを生み出します。No.38862

常 蔵 凍

肉厚でホクホクとした北海道産え
びすかぼちゃを使用。デザートに
もなりそうな甘いポタージュ。

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

数量限定
お正月ならではのメニューもSONOKOの安心＆美味しい食品で。

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。

12／   9  （水） もしくは 12／ 12（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注文は前日締切となります。
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

12／ 16（水） もしくは 12／ 19（土）
12／ 23（水） もしくは 12／ 26（土）

12／ 1  （火） まで
12／ 8 （火）まで
12／15 （火）まで
12／22（火）まで1／   6  （水） もしくは  1 ／   9  （土）

12／ 10（木） もしくは 12／13（日）
12／ 17（木） もしくは 12／20（日）
12／ 24（木） もしくは 12／27（日）
1／   7  （木） もしくは   1／  10（日）

常 蔵 凍

アイス

120ml×10 No.10359
チョコ10個 5,300円
120ml×10 No.10372
バニラ10個 4,700円
120ml×10 No.26741
白いコーヒー10個5,000円

送料￥0
単独発送

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

※ポイント対象外

●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は、お取扱いしておりません　※製造工場から直送のため、単独・後日発送となります
※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。 4,667円1台 約22×8.5×5cm

フランボワーズ・ショコラ・アイスケーキ
常 蔵 凍

No.38861

華やぐ季節の食卓に、心躍るスイーツを！

クリスマス前の
お届けをご希望の方は
12月8日（火）までに
ご注文ください。

詳しくは下記カレンダーをご確認ください。詳しくは下記カレンダーをご確認ください。

※ご注文後のキャンセル・返品・交換はできません　

柊の
オーナメント付

※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。

常 蔵 凍

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。

300g×2

とうふ
2丁 860円No.38939

常 蔵 凍

300g単品 555円No.38940760円
40g×３パック×2

北海道産大豆すずまるを使い、じっく
りと発酵させた風味豊かな小粒納豆。

すずまる納豆 2セット
No.38881

常 蔵 凍

％7 UP
ポイント

+756ポイント

％7 UP
ポイント

+840ポイント

％5 UP
ポイント

+173ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

サッパリとした味わいの黄身酢和え。

 

常 蔵 凍

真ダコとエビの
黄身酢和え 2袋
50g×2
No.38941 900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

％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

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

％2 UP
ポイント％2 UP

ポイント

295円
お得!

275円
お得!

825円
お得!

１丁あたり
125円
お得!

5,500円▶

2,750円▶

3,760円▶

コーヒー味なのに
白いアイス！

数量限定

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

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



食
品
／
雑
貨

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

※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＊1
3～4人用

常 蔵 凍

年末年始の配送のお知らせ
年内
最終受付日  12月19日（土）
最終お届け日 12月26日（土）

受付開始日  1月 5日（火）
1月12日（火）お届け

年始

＊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

※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

1,500円3,000円 30g（2.5g×12ティーバッグ）

アッサムとセイロンをブレンドし
た、上品でまろやかな香り。

ロイヤルブレンドギフト

有機ジンジャー 
りんごとすだち 2本

常 蔵 凍

常 蔵 凍

No.38860

有機しょうがシロップ（濃縮）
310g×2（4～6倍希釈）

すべて有機原料を使用した生姜
ドリンクの素。

No.39142

ロゼスパーク
リングワイン

3,950円

750ml
No.38882

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。

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント※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

ギフトBOX入り

2,400円

奈良県産の本葛粉を使用。
100kgの根からわずか7kgし
かとれない貴重な素材をオリ
ジナルの配合で製品化。ほの
かに甘く、カラダを芯から温め
ます。

800円

ほっと葛湯

単品 ６個

３袋 ６個×3

常 蔵 凍

No.38857

No.38856

No.38934

180粒×3

180粒×6 生命活動に欠かせない
カキ肉エキスや、亜鉛や
葉酸などの栄養素を配
合。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
トです。

SONOKO GG

57,000円

114,000円

※ポイント対象外

※ポイント対象外

No.38930

No.39083

常 蔵 凍

No.3893335ml×6
※ポイント対象外

※ポイント対象外

※ポイント対象外

カラダのバランス調整に必要な微量ミネ
ラルを配合。多忙な毎日を送るカラダを
助け、健やかなカラダづくりをサポート
します。飲み物や食べ物に混ぜて摂れる
液状タイプなので、毎日の習慣として手
軽にご活用いただけます。

荘水６本セット

45,000円

常 蔵 凍

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箱

6,000円

SONOKO 
G.Gロゼ 
3本セット

150粒×3

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 し々い毎日へ導きます。

40,000円

No.38931

常 蔵 凍

※ポイント対象外

750ml

安心の有機栽培果実を栄養
価の高い皮まで使用。果物の
美味しさをまるごと味わって！

スパークリング有機リンゴジュース
No.38859 1,680円

常 蔵 凍

数量限定

“洗浄力”と“やさしさ”を両立させた洗濯
石けんと仕上げ剤がセットに。

毎日のお台所仕事だからこそ、手肌にも
環境にもやさしい洗剤を。

年末の水回りの大掃除にぴったり。こ
の機会に併せてお使いください。

着心地やわらかお洗濯セット

手肌にやさしいキッチンセット

● あらいぐま 食器用石けん 300mL
● あらいぐま キッチンクリーナー 300mL菌活応援サプリで年末年始もスッキリ！

年末の大掃除に大活躍のあらいぐまシリーズ

7,200円

2,400円

2,400円

常 蔵 凍

● あらいぐま 洗濯用石けん 600mL×2
● あらいぐま 洗濯用仕上げ剤 600mL
No.38936

No.38938

No.38937

数量限定

いつもきれいにバス＆トイレセット

● あらいぐま トイレクリーナー 300mL
● あらいぐま バスクリーナー 300mL

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

植物由来の美容成分
をたっぷり凝縮した、
まさに“飲む美養液”。

果物や野菜、注目の
新成分の力で、くつろ
ぎをサポートします。

素ドリンク 月
そ つき

No.38928
500ml 5,500円
素ドリンク 透
そ とう

常 蔵 凍 常 蔵 凍

No.38929
500ml 5,500円

鈴木その子が開発に携
わった初代GGの復刻
版。抽出精度の高まった
カキ肉エキスを用い、初
代GGの処方を再現して
います。初代GGのファ
ンの皆様はもちろん、
SONOKO GGをご愛
用いただいている皆
様、GG未体験の方もこ
の機会にぜひお試しくだ
さい。57,000円

TOKINO G.G

No.39085180粒×3
3本セット

3本セット

114,000円

No.39084180粒×6
6本セット
常 蔵 凍

6本セット
常 蔵 凍

常 蔵 凍

挽き豆200g×2
No.38877 2,720円

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。

常 蔵 凍

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
4,000円

常 蔵 凍

No.38932
50ml×10

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％2 UP
ポイント

リニューアル

SONOKO GG
50粒入 1袋

プレゼント

SONOKO GG
50粒入 1袋

プレゼント

SONOKO GG
50粒入 1袋

プレゼント

GG デイリーブースター
2本

プレゼント

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箱

11,600円
常 蔵 凍

No.38935

GG デイリーブースター
4本

プレゼント

WB ホワイトニング
ローション20mL×2

プレゼント

WB ホワイトニング
ローション20mL×2

プレゼント

GG デイリーブースター
１箱10本

プレゼント

TOKINO G.G
1本

プレゼント

TOKINO G.G
1本

プレゼント

なくなり次第終了

なくなり次第終了

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。 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 
●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
※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 
●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

799
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



ドライフェイスシートにWB ホワイトニング
ローションを含ませてローションパックを。
乾燥が気になる季節にオススメです！

12面

3Dデザインセラム
9,000円

形状記憶ジェルによるSONOKO式の
「流す*」ケアと保湿ケアでぷるんと弾
むような肌へ導きます。＊成分を肌になじませること

％3 UP
ポイント30g

No.38918

ライトアップBB 
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。

4,500円30g
No.38912

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
マイルドボディシャンプー

3,300円No.38922

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。

％3 UP
ポイント20g

サインズ
エッセンス

10,000円No.38917

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％3 UP

ポイント

No.38914

＊ 純度99.7%以上/保湿成分

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

フェイス
パウダー

キメ細かなパウダーでやわらかく
上質な質感を演出。

No.38913
30g（パフ付） 4,500円

120mL

サイズ：縦43 
横30 奥行き8.5cm
素材：わら 
レ－ヨン針金 紙 
ポリプレピレン
日本製

No.38916

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％3 UP

ポイント
％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

30mL
ホワイトストリーム

13,000円No.38923

肌をみずみずしく保湿し、透明感
のある美肌へ導くロングセラー
のジェル状美容液。

プレゼント
フェイスパウダー用
替パフ 1個

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  ※温度帯のない化粧品はすべて 常 蔵 凍 常 蔵 凍

今月のおトク情報

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

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.38915

％3 UP
ポイント300mL×２

すっきりとしたお口を保つ、天然
由来成分でできたマウスウオッ
シュです。

マウスウオッシュ 2本
3,600円No.38926

100g×２

マイルドな泡立ちで後残りがあ
りません。大切なエナメル質を
傷めず、しっかり磨けます。

はみがき ２本
3,600円No.38925

105mL×２

感染予防の基本は手指の消毒。
有効成分、塩化ベンザルコニウ
ムでしっかり対策を。

薬用消毒ハンドジェル ２本
2,400円No.38924

250mL×２

天然の精油をたっぷり配合。洗
うたびに爽やかなレモンの香り
でリフレッシュ。

マイルドハンドソープ ２本
2,400円No.38927

和モダン重箱（小） 和モダン重箱（大）

重箱大用パッキン

4,500円
No.39342

2,800円
No.39343

サイズ：直径9 高さ8.2cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装　
日本製

和モダン小鉢

2,500円

330円

No.39344

No.39345

一年のご多幸を願って縁起の良い結び方で願い
事が叶うという意味が込められています。鮮やかなブルーの越前塗和モダン重箱。重ねて使うと２段重に。洋風のお総菜にも！

正月飾り

6,700円No.39346

数量限定

数量限定 数量限定

数量限定

● マウスウオッシュ 300mL（現品）
● ボディクリームR 220g（現品）
● マイルドハンドソープ 250mL（現品）
● ハンド＆ネイルトリートメント 50g（現品）

● SQオイル 28mL（現品）
● リボンターバン　
　サイズ：縦10cm  横18cm（レディースフリー）
　素材：ポリエステル・ナイロン混    
　 ※色はお選びいただけません。

No.38945No.38945

ボディコレクション
10,000円10,000円

ボディ、手指、お口を
ケアする人気アイテムに
ターバンをセット！

● GG エッセンスR 30mL（現品）
● リップトリートメントR 10g（現品）
● ジュエル調キーリング＆バッグハンガー
  サイズ：直径4.5cm　幅1cm
  素材：亜鉛合金、アクリル樹脂、ラバー

GGエッセンス
コレクション

13,000円13,000円

肌、唇をうるおいで包み
もっちり＆つややかに！

No.38946No.38946

● エッセンス ステップ１  5mL×7（現品）
● エッセンス ステップ2 30mL （現品）
● ローズミラー  サイズ：直径6.8cm 幅1.7cm、
　素材：ABS樹脂、鏡：ガラス

集中ケア
コレクション
38,000円38,000円

大人の肌をリッチにうるおす
エッセンス ステップ1・2がコフレに登場！

No.38947No.38947

＊1 自社史上　＊2 年齢に応じたスキンケア　＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ＊1 自社史上　＊2 年齢に応じたスキンケア　＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

＊3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

WBベーシック
コレクション 
18,000円 18,000円 
No.38944No.38944

ケアの要は保湿！ フェイスシートの
ローションパックで、うるぷる肌へ！
ケアの要は保湿！ フェイスシートの
ローションパックで、うるぷる肌へ！

GCタイプ No.38942
●   WB グランクリーム 45g（現品）

総合的なエイジングケア*2に

SMCタイプ No.38943
● スーパーモイスチャークリームR 50g（現品）

高保湿ケアで、しっとり美肌を追求

〈2タイプ共通〉
● WB ホワイトニングローション【薬用美白＊3化粧水】 20mL×2
● WB ホワイトニングエッセンス【薬用美白＊3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
● ホワイトバニティ   サイズ：縦10cm 横17cm 高さ7cm
   素材：ポリウレタン・ポリ塩化ビニル、ポリエステル

プレミアム
コレクション 各25,000円各 25,000円各 25,000円各 25,000円

SONOKO最高峰 のクリームに、
WBシリーズの実力を体感できる
ミニボトルとバニティが付属！

*1

6,971円
相当お得！

2,500円
お得！

4,700円
お得！

3,700円
お得！

3,300円
お得！

4,022円
相当お得！

18,000円
お得！

数量限定

数量限定

  ※色はお選びいただけません。

  ※色はお選びいただけません。

● WB ホワイトニングローション【薬用美白＊3化粧水】 170mL（現品）
● WB モイスチュアライジングミルク 120mL（現品）
● WB ホワイトニングエッセンス【薬用美白＊3美容液】 4mL
● 3Dデザインセラム 2g　● WB グランクリーム 4g　● SONOKOドライフェイスシート
● リボン付ソフトルームシューズ　サイズ：全長約26cm（レディースフリー） 素材：ポリエステル

プレゼントプレゼント

プレゼント

プレゼント

プレゼント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

％3 UP
ポイント

GG ディープケア
シャンプー
480mL
No.38919 3,900円

GG ディープケア
トリートメント

4,500円200g

GG ディープケア
ヘアパック

4,500円180g
No.38921

No.38920

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。

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。

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送り、生まれて
くる髪をサポート。 ＊保湿成分

％5 UP
ポイント

+175ポイント

UVタイプUVタイプ

● SONOKOファンデーション 
　しっとりタイプ 15g（現品）
　ピンク No.38951    オークル No.38950
　ファンデーションの色をお選びください
● UVホワイトヴェール【UV薬用美白＊3下地】  
 　 30g SPF40／PA+++（現品）
● フェイスパウダー 30g パフ付き（現品）
● ファンデーションケース ピンク スポンジ付き 1個（現品）

しっかりメイク派
UVホワイトヴェール （しっとりタイプ）SONOKOファンデーション

ベースメイクコレクション
各12,000円各12,000円

BBタイプBBタイプ

● SONOKOファンデーション 
　さっぱりタイプ 12g（現品）
　ピンク No.38949     オークル No.38948
　ファンデーションの色をお選びください
● ライトアップBB 30g SPF35／PA+++（現品）
● フェイスパウダー 30g パフ付き（現品）
● ファンデーションケース ピンク
　スポンジ付き 1個（現品）

+
+ライトアップBB （さっぱりタイプ）SONOKOファンデーション

ナチュラルメイク派

サイズ：縦9.1 横9.1 高さ5.5cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装
日本製

サイズ：縦15 横15 高さ6.4cm
素材：ABS樹脂 ウレタン塗装
日本製

※
色
はお選びいただけま

せん
。

　　
シックな黒

    ※色はお選びいただけま
せん

。

やさ
しい
イメージのグレー

※
色はお選びいただけ

ませ
ん。

ナチ

ュラ
ルカラーのベージュ

SONOKO
ドライフェイスシート

キーリング
付きで便利

※画像はイメージです

  内側はピンクのサ

テ
ン

オフホワイト

SONOKO 

　　　シートマスク初登場！

晴れやかな新年に彩りを添えて 厳かに新年を迎える 常 蔵 凍常 蔵 凍
※ポイント対象外※ポイント対象外

化
粧
品
／
雑
貨

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



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 
●  元祖のこだわりなめ茸 ●  にんにくみそ
●  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 ピュアリップスティック オランジュ
●  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
●  B2ヘアセラム（リーブインコンディショナー）
●  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

900円

キムチちゃん
（旧キムチの素）

No.38348
155g

常 蔵 凍

オンラインショップから
PDFがご覧いただけます。

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。

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 ●　　  千葉県産大和芋とろろ
●  粗挽がごめ昆布
●  リマナチュラル ピュアアイカラー ブラウン系

価格変更
●  あんぽ柿

もありますが、やはりSONOKO
のローストビーフはとにかくすべ
てがまったく違い、絶品だと思い
ます。
　主人も息子も大好きで、販売
を心待ちにしています。家族皆
で、大ファンです。

13面

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。

※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

内貴裕美子様

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。

WBシリーズのクレンジングミルクとウォッシ
ングフォームはすごい！ 各シリーズを使用し
ましたが、WBシリーズを使うといつの間に
か肌がきめ細やかでツルツルになることが
わかりました。そして美白も！ これからもWB
シリーズを注文したいと思います。
ご愛用ありがとうございます。スキンケア
シリーズを一通りお試しいただき本当にあ
りがとうございます。シリーズごとに特徴
がありますが、中でもＷＢシリーズは肌の
キメや透明感に特化。洗顔からグランクリ
ームまでシリーズで使用いただくことで相
乗効果も期待できる設計です。お得な

WBベーシックコレクションに入るドライ
フェイスシートは、より化粧水の効果を感
じられるアイテムです。こちらもぜひお試し
ください。また、今年のクリスマスコフレは
ＷＢシリーズを体感できるセットとなってい
ます。まだＷＢシリーズを使用し
たことがない方はお得なこの機
会にぜひ一度お試しください。

SONOKOの香水は、疲れた時にかぐと
心が癒されて穏やかな気分になります。
ずっと好きな香りです。

SONOKOあんころ餅

献立アレンジレシピ

お好みに加熱調理した餅に、こしあん
をからませてお召し上がりください。
◎朝調理した餅を、午後の間食にやわ
らかく美味しく召し上がる方法
❶鍋に水をはり、杵つき餅を入れふわっと
　やわらかくなるまでゆでます。
❷餅を鍋からすくい上げ、フタ付容器
　(タッパー)などに入れこしあんを
　のせしっかりフタをしてください。
間食の時間には食べ頃の固さになります。

つくり方

ご用意するもの
・ 杵つき餅
・ こしあん

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

おしゃべりカフェ

いつもSONOKOをご愛用いただきあり
がとうございます。11月号の「その子の
想い」では、香りについて掲載していま
す。生前、鈴木その子は「香りとは物体
である。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、もう一人の自分、脳の動きが喜ん
でくれなくてはならないのです」と書い
ています。甘い香りのパルファムに対し
て、SOUはどちらかというとユニセック
ス。男女両方に使える香りに。またSOU
は昼、パルファムは夜のイメージです。詳
しくは11月号15面をご覧ください。鈴
木その子がどんな思いをもっ
て開発したのかを掲載してい
ます。どうぞご参考になさっ
てください。

三重県　橋井昭子様

いつの間にか肌が
きめ細やかでツルツルに

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　芦田京子様

疲れた時はSONOKOの
香水に癒されています

食品パッケージ・名称リニューアル

今年も“そのこ米”の新米が届きました！

私の逸品
ローストビーフ

　「大好き！」な商品です。炭火
の香りがとっても良く、外側がか
りっとし、中はものすごくやわらか
く、「とても上質なお肉をいただ
いている」という幸福感でいっぱ
いになります。
　お料理するのが好きなので、
自身で下処理などしてつくること

会報誌担当
山下

化粧品担当
鈴木(崇)

　“絶品！ 毎年、家族皆で楽しみにしています！”

800円
ほっと葛湯
１袋 ６個

常 蔵 凍 常 蔵 凍

No.39152

6,555円
5,900円

もちもちした旨みと甘みで、ご飯その
ものの美味しさを堪能できます。冷め
ても美味しいので、おにぎりなどお米
そのものを味わいたいときに。お弁当
惣菜、肉類、佃煮などにおすすめ。

旨みがありながら、さっぱり、あっ
さりした味わいで、新鮮な魚介類
や甘い煮物と好相性です。カレー、
どんぶり、魚類などにおすすめ。

そのこ米 コシヒカリ

５kg

定期便

No.39172

５kg
No.33216

送料￥0
単独発送

送料￥779
単独発送 655円

＋送料分
お得！

5,000円
4,500円

そのこ米 ササニシキ

５kg

定期便

No.39173

５kg
No.33217

送料￥0
単独発送

送料￥779
単独発送 500円

＋送料分
お得！

5,500円400g
ずわい蟹むき身

No.38858

常 蔵 凍

カナダ産のずわい蟹です。殻むき不要で解
凍してそのままお召し上がりいただけます。

奈良県産の本葛粉を使用。100kgの根からわずか
7kgしかとれない貴重な素材をオリジナルの配合
で製品化。ほのかに甘く、カラダを芯から温めます。

リニューアルリニューアル

常 蔵 凍

No.38542

800円
500ml
純米酢

常 蔵 凍

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



せちもご用意できました。新しい年の幸運を
掴んでいただく福袋の準備も整いました。
　SONOKOは何があっても、どんな時代
でも、変わることなく皆様のために努力し
ていくことをお約束いたします。
　どうぞ安心してお任せください。
　今年一年のご愛顧を心よ
り感謝いたします。どう
ぞ良いお年をお迎えくだ
さいませ。

SONOKO CAFE

1,980円（税別）
『クリスマスローストチキンプレート』

12 1〈火〉～25〈金〉販売期間

1日10食

限定

クリスマスプレート内容 
● ローストチキン　● にんじんポタージュ
● ライス　　　　  ● サラダ

限定プレート

1 9〈土〉大阪定例会 名古屋定例会1 10〈日〉

詳しくはお電話でお尋ねください

４６周年創業祭レポート銀座店

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

イベントの
お知らせ

「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

〒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

銀座店の
ご案内

［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
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
TEL：06-6341-4411

［会場］アパホテル〈名古屋錦〉EXCELLENT 4F 伊吹
愛知県名古屋市中区錦3-15-30
地下鉄｢名古屋｣駅より東山線「栄」駅下車
２番出口より徒歩１分
TEL：052-953-5111

2 020

12 T H E  N O R I K O トキノ会便り 編集長 瀧本範子の「ノリコ手帖」
VOL.42

　すべての予定が覆された2020年も残すところあとひと月。
　「生きるとは変化すること」と鈴木その子は教えています。さら
に「世の中は良くも悪くも一瞬にして変わる」とも。その言葉が現
実になったのが今年のコロナ禍による社会の変化です。これほ
どまでに世の中が大きく変わることを誰が予測できたでしょう。
　密を避け、手洗い、消毒、マスクを欠かさず行動するという新
しい生活様式に変えることを求められ、今ではすっかりそのスタ
イルに慣れている自分に内心びっくりします。
　しかし、劇的に変わった一方で変わらないものがあります。
　12月5日は、創業者鈴木その子の没後20年にあたります。

20年という時の重さには感慨深いものがあります。
12月の恒例行事となったトキノ会の皆様とご一緒に鈴
木その子の墓所に詣でるメモリアルツアーも20回を数
えます。参加の皆様が墓前で心を込めて鈴木その子に
報告されているお姿を見るたびに、皆様と鈴木その子と
の変わらぬ強い絆に感動します。今年も変わらずにツ
アーを行えることを幸せに思います。また誰よりも鈴木
その子が皆様に楽しんでいただきたいと計画をしてい
たクリスマスパーティーも変わることなく開催いたしま
す。そして何よりの楽しみである、SONOKO伝統のお

荘 たまご販売 6個セット

12/17（木）～12/22（火）

1,200円（税別）
販売金額

販売期間

年末にお受け取りいただけます。

※なくなり次第終了

■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。

新年初売り
2021  1 3〈日〉10：30～17：00 受付開始10：00～会員様貸切営業 ※SONOKO CAFEは休業とさせていただきます

2021年も皆様のご多幸を願い、
人気商品をお得な初夢価格でご用意しました！

ゲスト講師　土屋未来氏

ゲスト講師　大和宣介氏
               （日比谷クリニック院長）

特別セット

お買い上げ金額に応じて選べる「銀座店限定プレゼント」

5万円
お買い上げで

10万円
お買い上げで

15万円
お買い上げで

20万円
お買い上げで

開運サプリセット 新春コスメセット 正月リセット
献立セット

A B C

初売り限定メニュー各種

※写真はイメージです

 ※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。

お電話注文
限定企画

※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12 11〈金〉～13〈日〉

プレミアムフライデー特別企画12 25〈金〉
■対象商品 最大30%OFF

東京定例会

1月の定例会

12 13〈日〉

1 24〈日〉

お楽しみ付き販売

1 22〈金〉
～24〈日〉

月末の金曜日は
ぜひ銀座店へ

※受付開始は12：30～ ※受付開始は12：30～

会費：22,000円（税込） 
　　 お土産付き

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

開催日：12 19〈土〉

クリスマス
パーティー

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。

12/13（日） 1F 11：00～13：00会員様貸切/2F 会員様貸切営業　12/29（火）・30（水） 2F 終日クローズ　
12/31（木）・1/1（金）・2（土） 休業　1/3（日）会員様貸切営業　1/4（月） 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。

満
員
御
礼

　SONOKOは今年創
業46周年を迎え、ご愛顧
いただいております皆様
への感謝の気持ちを込め

て、銀座店では特別販売会【創業祭】を開催いたしました。
2日間にわたる創業祭では、9月に念願の復刻を果たした
TOKINO G.Gの先行販売に伴い、これまでSONOKOの
歴史とともに歩んできた、瀧本によるGGサプリの軌跡をテー
マにしたトークショーや、SAY★GOによるビューティ講座を
実施。久しぶりの販売イベントだったこともあ
り、密を避けるために待合席を減らしてご用
意しておりましたが、初日は悪天候にもかかわ
らずトークショーは立ち見も出るほど大好評で
した。「その子先生の懐かしい話が聞けて良

かった」「GGの話を聞いてしっかり飲もうと改めて思いました」
など、短い時間でしたがご参加くださった皆様には、大変お
喜びいただきました。他にも、ご来場の皆様へのプレゼント
や特別メニューのお食事、人気スイーツのふるまいサービス
など盛りだくさん！ SONOKO製品の特別販売以外にもたく
さんのお楽しみのご用意に「来ただけでお土産ももらえて、
スノーマウンテンも食べられた♪」「久しぶりに銀座に来たけど
来てよかった！」といった、うれしいお声をたくさんいただきま
した。

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

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。

12 5〈土〉
メモリアルツアー

予定予定

営業時間の変更のご案内
1F CAFE　11:00～19:00
　　　　　 （L.O. Food 18:00 
　　　　　　　Drink 18:30）

12/31〈木〉・1 / 1〈金・祝〉・2〈土〉→ 休業
1 / 3 〈日〉→ 初売りのため特別メニューで営業

年末年始のCAFE営業時間

SHOP　11:00～19:00 一部メニューを変更して営業いたします。

CAFE特別メニュー

7万円
お買い上げで ＋ 30万円

お買い上げで

● ふるまい祝いもち
● 選べるご来場
  プレゼント

ご来場プレゼント

特製
お雑煮
セット

特製
お汁粉
セット？

＋

14面

（通話料無料）
お電話注文 0120-88-7878
受付時間（月曜定休） 10 ： 00～18 ： 00 ※IP電話・国際電話等ご利用の場合はTel.03-4335-7750

オンラインショップwww.sonoko.co.jp オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。 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



■ 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％

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

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。

年末年始 営業時間のご案内

SONOKO銀座店

お電話注文
10:00～18:00

12 24（木） 2021 2（土）1 1（金・祝）29（火） 30（水） 31（木）25（金） 26（土） 27（日） 28（月） 3（日） 4（月） 5（火）

11:00～16:001F 11:00～19:00
2F 11:00～19:00

※オンラインショップのお問い合わせに関しては、年内は、26日（土）18時まで、それ以降は、年明け1月4日（月）からのご対応となります。

オンラインショップ
24時間営業

年内最終受付日

12月26日（土）18時まで
[ 銀座店・お電話注文・オンラインショップ ]

新年のお届け
お届け

※北海道・九州・一部地域は、1月6日（水）から
1月5日（火）から12月26日（土）14時まで ※北海道・九州・一部地域への

　お届けは、12月25日（金）

年内お届けの最終受付日 年内のお届け

お届け12月28日（月）午前中まで
[ 銀座店・お電話注文・オンラインショップ  ]

休業

平常営業

平常営業平常営業

平常営業

お問い合わせ
窓口のみ営業
0120-07-7878

初売り
11:00～17:00

1F 平常営業
2F 終日休業

1F 平常営業
2F 終日休業

平常営業 休業

15面



お申し込み受付期間

12/1（火）～17（木） 

送料・代引手数料無料
※ポイント付与・ご利用の対象外となります。
※福袋は性質上、返品・交換できませんので
　何卒ご了承ください。
※オンラインショップでは、20万円までの
　福袋をご注文いただけます。

※お届けは新年1月2日（土）です。
※一部の宝飾は福袋と別送で後日お届けいたします。

常 蔵 凍

宝飾 No.38962食品 補助食品 化粧品宝飾 No.38963食品 補助食品 化粧品 No.38961食品 補助食品 化粧品

No.38960食品 補助食品 化粧品 宝飾 No.38959食品 補助食品 化粧品No.38958食品 補助食品 化粧品 No.39119食品雑貨 補助食品 化粧品

No.38955食品 補助食品 化粧品 No.38953食品 補助食品 化粧品

No.38957化粧品 No.38954食品 補助食品 No.38952食品
GGデイリー
ブースター1箱

3D
デザインセラム

ＧＧディープケア
トリートメント

SQオイル

16面

　※1万円～30万円福袋の掲載画像は内容の一例です。他にも盛りだくさんの内容でお届けします。※価格はすべて税別です　※写真はイメージです※ミックス：食品・補助食品・化粧品の入った商品です。 ※カスタマイズ：食品の一部をカスタマイズいただける商品です。

（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 オンラインショップは、
年末年始もご注文のみ
承っております。

2021 SONOKO

数量限定

毎年、「価値ある本物」を厳選して福袋をおつくりしていた鈴木その子。その意志を受け継ぎ、皆様のもとへ１年の福を呼び込むように心を込めてご用意しました。
SONOKOの福袋とは

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

40万円
相当

20万円
相当

10万円
相当

6万円
相当

2万円
相当

6万円
相当

10万円
相当

荘水

ホワイトマスク
ライトアップ
BB

フルーツゼリー
オレンジ

ライトアップBB

荘水

100万円
相当

金華さばのスモーク風味

ホワイトストリーム

No.38965

200万円宝飾福袋200万円宝飾福袋200万円宝飾福袋200万円宝飾福袋

上質な宝石と卓越した職人の技術だけが生み出せる輝き。

宝飾 食品 補助食品 化粧品 No.38964宝飾 食品 補助食品 化粧品 100万円宝飾福袋100万円宝飾福袋100万円宝飾福袋100万円宝飾福袋
「資産」としてはもちろん、特別な日の装いにも取り入れやすいデザイン。
A～Dの４組からお好きなアイテムをお選びいただけます。

400万円
相当

200万円
相当

A

A BA

D

B

E

C

F

C

B

D

アイ
トリートメント

SONOKO GGTOKINO G.G

SONOKO
GG

SONOKO GG
50粒入り

SONOKO
GG

金華さばのスモーク風味

金華さばの
スモーク風味

金華さばのスモーク風味

SONOKO
GG

特製つゆ仕込みの
国産牛すき丼

ノンオイル中華
中華丼

TOKINO
G.G

SONOKO
GG

TOKINO
G.G

ＷＢ
グランクリーム

ＷＢ
グランクリーム

ＷＢ グランクリーム

ＷＢ
グランクリーム

ＷＢホワイトニング
エッセンス

サインズ
エッセンス

荘水
荘水

エッセンス
ステップ1、2

帆立しぐれ煮

国産具材の筑前煮

※宝飾はいずれか1品お選びいただけます

※宝飾はいずれか1品お選びいただけます

SONOKO GG
トライアルパック（50粒）

エッセンス
ステップ1、2

A

B

エッセンス
ステップ1、2

TOKINO G.G

TOKINO
G.G

内ポケット
3つ

ビーフシチュー

国産
真さばの味噌煮

No.38956食品 補助食品 化粧品

荘水
だしの素
（顆粒）

トキノのり
（ばらのり）

だし薫るかき玉風
親子丼

ドリームプリン
カスタード

※いずれか1品お選びいただけます

※食品の一部をカスタマイズいただけます

スーパーモイスチャー
クリームR

荘水

ビーフシチュー

チキンカレー

チキンカレー

国産
真さばの味噌煮

ひとつなぎ
（ダイヤモンドリング 3.0カラット）

約11mm×20mm、
Pt900：約13.0g、
ダイヤ：約3.00ct（55個）

Pt900、
ダイヤ:1.2ct、
チェーン：約44cm

Pt900、
ダイヤ：2.31/0.12ct、
チェーン：約43cm

タンザナイト2.06ct
ダイヤ：0.25ct、
チェーン：約45cm

65mm×48mm 約55mm×55mm

Pt900、ダイヤ：1.50ct

Pt900、
ダイヤ：5.6ct、
長さ：約42cm

ダイヤモンドテニスネックレス
5.6カラット

ダイヤモンドペンダント 1.2カラット

ダイヤモンドペンダント
ダイヤモンド
ペンダント

フランチェスコ・マユーロ作
カメオブローチ

タマロ・フリーリオ作
カメオブローチ

ダイヤモンドペンダント 赤サンゴリング

ガロファロ作
カメオブローチ

赤サンゴペンダント

HAMANO
A4収納エナメルセレブトートバッグ

パールネックレス

ダイヤモンドペンダント

ダイヤモンド
サーフペンダント

ダイヤモンドリング 1.5カラット

ペルニーチェ作 カメオブローチ
タンザナイト
2.0カラットペンダント

ダイヤモンドペンダント 2.4カラット

ペルニーチェ作 カメオブローチ
エメラルド0.54カラット
ダイヤモンド入りペンダント

C D

TOKINO
G.G

TOKINO
G.G

TOKINO
G.G

じゃがいもゴロゴロカレー

エメラルド 0.54ｃｔ、ダイヤ：0.50ｃｔ
ペンダントトップ26.5ｍｍ
（Pt900/バチカン含む）
チェーン：約45cｍ（Pt850）

インペリアルトパーズ：1.60ct
ダイヤ：0.24ct
ペンダントトップ：16×6.3ｍｍ（Pt900)
チェーン：約45cｍ（Pt850)　

約70mm×54mm 約80mm×60mm

珊瑚：約14mm×11mm
Pt900
ダイヤ：0.18ct、
チェーン：約45cm

ダイヤ：0.22ct
パール：7～7.5mm
チェーン：約45cm

K18、ダイヤ：0.3ct、
チェーン：約38cm

珊瑚：約17mm×14mm
ダイヤ：0.46ct

約43mm
×約55mm

Pt900、
ダイヤ：0.50ct、
チェーン：約43cm

赤サンゴリング

Pt900、ダイヤ：0.8ct、
チェーン：約44cm

Pt:900、ダイヤ:0.22ct
約15mm×12mm

Pt900、
ダイヤ:0.25ct、
チェーン：約42cm

Pt900、
ダイヤ：0.60ct、
チェーン：約43cm

インペリアルトパーズダイヤ入り
ペンダント

常温献立セット 常温献立セット

すべての福袋に
2021 SONOKO
オリジナル

卓上カレンダーが
入っています！

※画像はイメージです。
　実際とは異なる場合がございます。

27cm×36cm
×10cm

お好みの
ジュエリーを
いずれか1品
お選び

いただけます

2万円
相当

200
万円
1点限り

50
万円

カスタマイズ
各1点限り

20
万円
ミックス

10
万円
ミックス

5
万円
ミックス

3
万円
ミックス

1
万円
ミックス

3
万円

食品&サプリ

1
万円
食品

5
万円
化粧品

100
万円

カスタマイズ
各1点限り

60万円
相当

30
万円

ミックス+宝飾

20万円
相当

10
万円

ミックス+宝飾
20万円
相当

10
万円

ミックス+雑貨

60万円
相当 30

万円
ミックス+カスタマイズ


