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毎週木曜日はＷスタンプセール実施中です。
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健健健健康康康康家家家家族族族族ののののおおおおててててつつつつだだだだいいいい！！！！！！！！
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和楽屋
SAFETY &QUALITY FOODS
熊本市北区武蔵ケ丘８丁目６番５号
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定休日 毎週 日曜日 営業時間 午前１０時～午後７時

※※※※和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋WWWWeeeebbbbササササイイイイトトトトははははリリリリニニニニュュュューーーーアアアアルルルル作作作作業業業業中中中中でででですすすす

hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....wwwwaaaarrrraaaakkkkuuuuyyyyaaaa....ccccoooommmm////
ＷＷＷＷｅｅｅｅｂｂｂｂででででおおおお買買買買いいいい上上上上げげげげ額額額額9999,,,,000000000000円円円円以以以以上上上上でででで全全全全国国国国送送送送料料料料無無無無料料料料（一部除）

◆◆◆◆営営営営業業業業ののののごごごご案案案案内内内内◆◆◆◆
ピンクの網掛けがお休みです。
９月5、６日は九州自然食品協同組合総会のた
め休業させていただきます。
毎週木曜日はWスタンプセールです。店頭にて
お買い上げの際にはスタンプを通常の2倍差し
上げます。

■ おおおおししししららららせせせせ

■■■■ 特特特特別別別別予予予予約約約約販販販販売売売売会会会会をををを行行行行いいいいまままますすすす。。。。

申申申申しししし込込込込みみみみ締締締締めめめめ切切切切りりりり ９９９９月月月月８８８８日日日日ままままででででににににおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。

商商商商品品品品引引引引渡渡渡渡しししし日日日日 ９９９９月月月月１１１１００００日日日日かかかからららら行行行行いいいいまままますすすす。。。。

■■■■ 大大大大和和和和酵酵酵酵素素素素健健健健康康康康相相相相談談談談会会会会
開開開開催催催催日日日日時時時時 平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年９９９９月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（金金金金）））） 午午午午前前前前１１１１００００時時時時３３３３００００分分分分～～～～

おおおお申申申申込込込込みみみみ 直直直直接接接接和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋へへへへ（（（（人人人人数数数数にににに限限限限りりりりががががあああありりりりまままますすすすののののででででごごごご

希希希希望望望望のののの方方方方ははははおおおお早早早早めめめめににににおおおお申申申申しししし込込込込みみみみくくくくだだだだささささいいいい。。。。））））

■■■■ 臨臨臨臨時時時時休休休休業業業業ののののおおおお知知知知ららららせせせせ。。。。
９９９９月月月月5555、、、、６６６６日日日日はははは九九九九州州州州自自自自然然然然食食食食品品品品協協協協同同同同組組組組合合合合総総総総会会会会ののののたたたためめめめ休休休休業業業業ささささ

せせせせてててていいいいたたたただだだだききききまままますすすす。。。。２２２２６６６６日日日日（（（（土土土土））））ははははカカカカツツツツウウウウララララ美美美美容容容容研研研研修修修修会会会会ののののたたたた

めめめめ午午午午後後後後かかかからららら休休休休業業業業ささささせせせせてててていいいいたたたただだだだききききまままますすすす 。。。。

平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年９９９９月月月月号号号号

夏夏夏夏ババババテテテテははははカカカカレレレレーーーーでででで解解解解消消消消ででででききききるるるる？？？？
日本では、おとなも子どももカレーが大好きですね。これまでは

いわゆる「日本力レー」と「インドカレー」が中心でしたが近ごろは

「ネパールカレー」や、テレビや雑誌で紹介されることの多い「スリ

ランカカレー」も知られるようになってきました。

国ごとに特徴は違っても、カレーの主役は「スパイス」であること

には変わりません。スパイス=香辛料の多くは漢方薬としても用い

られているくらいですから、その健康的効能には科学的な根拠が

あります。だから、これらの国に住む人々の健康を守っているのも

スパイスなのだということも言えるわけです。

最近は朝カレーがいいとか、ライスなしのカレーがダイエットにい

いとか、カレーの話題が多くなっていますが、「スパイス」＝香辛料

は体のバランスを調整してくれる働きがありますから、夏バテもカ

レーで回復できるのではと思った次第です。

それでは、主に食欲増進や健胃に効果的なスパイスをご紹介し

てみますので参考にして、是非我が家カレーに挑戦してみてくださ

い。

【【【【カカカカルルルルダダダダモモモモンンンン】】】】

カレーパウダーの主原料です。肉料理や魚料理の臭み消し、菓

子や紅茶、コーヒーなどの香りづけに使用します。昔から健胃や

消化不良改善に使用され、含有する「シネオール」は強壮効果や

消臭効果が期待できます。

【【【【シシシシナナナナモモモモンンンン】】】】

古くから病気の万能薬"として利用されてきたスパイスです。

主に発熱や悪寒、嘔吐などの改善に用いられ、それは主成分であ

る「シナミックアルデヒド」によるものです。漢方で「桂皮(けいひ)」

「肉桂(にっき)」と呼ばれ、』発汗、解熱、鎮痛、健胃、抗菌効果が

あると言われています。

【【【【ククククロロロローーーーブブブブ】】】】

カレーパウダーに欠かせないスパイスです。バニラに似た香りを

持ち、消化機能の促進、体を温める、健胃、整腸などの効果が期

待できます。

【【【【ココココリリリリアアアアンンンンダダダダーーーー】】】】

葉の部分は「香菜」「パクチー」の名で東南アジア料理やメキシコ
料理によく使われ、カレーでは種子が用いられます。健胃、食欲
増進、鎮痛、血液浄化、発汗作用が期待されます。
【【【【ククククミミミミンンンン】】】】

消化を促進し胃腸内にガスが溜まるのを防ぐ作用があります。
インドやアジアの熱帯地域では下痢や腹痛の治療薬として、
また、肝機能を高めるために利用されています。
【【【【フフフフェェェェンンンンネネネネルルルル】】】】

「ういきょう」という名もあります。種子から抽出される「ういきょう
油」はリキュールや健胃剤などに用いられています。強壮、食欲
増進、消化促進などの効果が期待できます。種子はカレーのほか、
ザワークラウトやパン、菓子などに使われます。

【【【【タタタターーーーメメメメリリリリッッッックククク】】】】

最後に紹介したいのは認知症予防が期待できる「夕一メリック」
です。日本では「ウコン」の名で"酒好ぎの肝臓を守るサプリメ
ントとして知られています。夕一メリックに含まれている「クルク
ミン」がその効果を発揮しているのですが、クルクミンには認知
症の「アルツ八イマー病」の発症を予防する効果が期待できる
ことが研究者によって確認されています。

和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋おおおおすすすすすすすすめめめめカカカカレレレレーーーー

（中辛） （辛口）

タタタタイイイイ････ググググリリリリーーーーンンンンカカカカレレレレーーーー
１１１１７７７７００００ｇｇｇｇ 444499997777円円円円

タタタタイイイイ････レレレレッッッッドドドドカカカカレレレレーーーー
１１１１７７７７００００ｇｇｇｇ 444499997777円円円円

タタタタイイイイ････ベベベベジジジジタタタタブブブブルルルルカカカカレレレレーーーー
１１１１７７７７００００ｇｇｇｇ 444499997777円円円円

（辛口） （中辛）



● マルシママルシママルシママルシマ カレーうどんの素カレーうどんの素カレーうどんの素カレーうどんの素 ● ムソームソームソームソー みそ汁あったか?みそ汁あったか?みそ汁あったか?みそ汁あったか?
３袋 定価定価定価定価 519円519円519円519円 3食 定価定価定価定価 281円281円281円281円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥467¥467¥467¥467 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥252¥252¥252¥252 （税込）

● 光食品光食品光食品光食品 有機野菜飲むならこれ！1日分有機野菜飲むならこれ！1日分有機野菜飲むならこれ！1日分有機野菜飲むならこれ！1日分 ● 三育三育三育三育 プルーンエキスプルーンエキスプルーンエキスプルーンエキス
190×5缶 定価定価定価定価 915円915円915円915円 280g 定価定価定価定価 2,160円2,160円2,160円2,160円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥823¥823¥823¥823 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,9 4 4¥1 ,9 4 4¥1 ,9 4 4¥1 ,9 4 4 （税込）

● 紅花食品紅花食品紅花食品紅花食品 有機亜麻仁油有機亜麻仁油有機亜麻仁油有機亜麻仁油 ● 創健社創健社創健社創健社
190g 定価定価定価定価 1,772円1,772円1,772円1,772円 300g 定価定価定価定価 1,998円1,998円1,998円1,998円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,5 9 4¥1 ,5 9 4¥1 ,5 9 4¥1 ,5 9 4 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,7 9 8¥1 ,7 9 8¥1 ,7 9 8¥1 ,7 9 8 （税込）

● 創健社創健社創健社創健社 ● 健康フーズ健康フーズ健康フーズ健康フーズ

200g 定価定価定価定価 1,329円1,329円1,329円1,329円 720ｍｌ 定価定価定価定価 2,700円2,700円2,700円2,700円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,1 9 6¥1 ,1 9 6¥1 ,1 9 6¥1 ,1 9 6 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥2 ,4 3 0¥2 ,4 3 0¥2 ,4 3 0¥2 ,4 3 0 （税込）

● 茶々茶々茶々茶々 ● 神農神農神農神農
150粒 定価定価定価定価 3,780円3,780円3,780円3,780円 3g×30包 定価定価定価定価 1,296円1,296円1,296円1,296円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥3 ,4 0 2¥3 ,4 0 2¥3 ,4 0 2¥3 ,4 0 2 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,1 6 6¥1 ,1 6 6¥1 ,1 6 6¥1 ,1 6 6 （税込）

● 梅丹本舗梅丹本舗梅丹本舗梅丹本舗 古式梅肉エキスドロップ古式梅肉エキスドロップ古式梅肉エキスドロップ古式梅肉エキスドロップ ● ユニマットリケンユニマットリケンユニマットリケンユニマットリケン 212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素
60g 定価定価定価定価 324円324円324円324円 62粒 定価定価定価定価 1,490円1,490円1,490円1,490円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥291¥291¥291¥291 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1 （税込）

● ユニマットリケンユニマットリケンユニマットリケンユニマットリケン 212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素212種類の酵素+酵母+補酵素 ● アイリスアイリスアイリスアイリス
62粒 1490円1490円1490円1490円 400ml 2916円2916円2916円2916円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1¥1 ,3 4 1 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥2 ,6 2 4¥2 ,6 2 4¥2 ,6 2 4¥2 ,6 2 4 （税込）

朝摘青汁乳酸菌入り朝摘青汁乳酸菌入り朝摘青汁乳酸菌入り朝摘青汁乳酸菌入りペポカボチャ種子エキス粒ペポカボチャ種子エキス粒ペポカボチャ種子エキス粒ペポカボチャ種子エキス粒

国内産小麦粉を直火焙煎したカレールゥ

をベースに国内産丸大豆醤油、かつお

節、昆布、魚醤で旨みをきかせたカレーう

どんの素です。ゆでうどんを一緒に煮込む

だけでかつお風味のうまみのきいたコクの

あるカレーうどんが一人前からお召し上が

りいただけます。

20種類の野菜を使用し、1日分の野菜量

350g（厚生労働省推奨）を使用した有機

JAS認定野菜ジュースです。

オメガ3（アルフアリノレン酸）を55％以上含

有。４０℃以下で搾油される低温圧搾法一

番搾り、無精製、無添加、非遺伝子組み

換えのオーガニックフラックスシ-ドオイル

です。

えごまの種子（しそ科）を化学溶剤を使わ

ず圧搾法で搾りました。使い勝手が良く、

空気に触れにくい特殊なソフト容器入り。

いつでも搾りたてのおいしさ。酸化防止剤

不使用。

素材の風味や色合いを損なわないよう、み

そ、だし、具材をそれぞれ別にフリーズドラ

イ(凍結乾燥)させたインスタント味噌汁(み

そ汁)です。お湯を注ぐだけで、簡単に本

格的な美味しいみそ汁ができあがります。

カリフォルニア産のプルーンを100%原料と

してつくられたエキスです。添加物は一切

使用しておりませんので、安心してお召し

上がりいただけます。

有機栽培されたココナッツの胚芽を、化学

溶剤を使わず低温で圧搾しぼりした、有機

ＪＡＳ認定エキストラヴァージンココナッツオ

イルです。有機ココナッツならではの、豊

かな甘い香りをお楽しみいただけます。

黒麹菌を使って造った本場沖縄の特産品

「泡盛」を蒸留したときに出来る「もろみ」を

主原料にしています。お酢と違い、天然ク

エン酸を主成分に豊富な栄養素を含んで

います。沖縄の黒糖を100%使用しています

オーガニックココナッツオイルオーガニックココナッツオイルオーガニックココナッツオイルオーガニックココナッツオイル

創健社えごま一番（デラミボトル）創健社えごま一番（デラミボトル）創健社えごま一番（デラミボトル）創健社えごま一番（デラミボトル） 琉球黒麹もろみ酢琉球黒麹もろみ酢琉球黒麹もろみ酢琉球黒麹もろみ酢

泡タイプ ・オレン ジハイソープ ・洗顔用（ポン プ式）

泡タイプ ・オレン ジハイソープ ・洗顔用（ポン プ式）泡タイプ ・オレン ジハイソープ ・洗顔用（ポン プ式）

泡タイプ ・オレン ジハイソープ ・洗顔用（ポン プ式）

朝摘みされた熊本県阿蘇産の大麦若葉

100％使用。新鮮な緑と風味がご賞味頂け

ます。

黒糖や腸内環境を整えるオリゴ糖を加えた

健康志向の方にも好まれているドロップで

す。梅と黒糖の見事なハーモニーをお楽し

みください。舐めやすい小粒タイプのドロッ

プです。風邪予防や胃腸の活性化など

「青梅パワー」配合の古式梅肉エキスを。

212種類の植物発酵エキスと酵母、補酵素

(コエンザイムＱ10)が一緒に摂取できま

す。・マンゴージンジャー配合の噛んでそ

のまま食べられる、マンゴー風味の粒で

す。

212種類の植物発酵エキスと酵母、補酵素

(コエンザイムＱ10)が一緒に摂取できま

す。植物プラセンタ(メロンプラセンタ)配合

の噛んでそのまま食べられる、アサイー風

味の粒です。

天然オレンジオイル（シトラス）配合・無着

色・無香料。メイク落としも不要！顔の汚れ

をおとし、すっきり素肌に！さっぱりと洗い

流した後は、スベスベお肌に満足です。

手軽で使いやすい、アワアワ洗顔です。

たっぷりのポンプ式容器とつめかえ用の２

種類が新発売です。

ペポカボチャは世界中の温暖な国で栽培

されるウリ科の植物です。日本でも最近、

その種子および種油に注目が高まってい

ますが、ヨーロッパでは古くから健康食品と

してペポカボチャの種が愛用されていま

す。

和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋がががが自自自自信信信信ををををももももっっっってててておおおおすすすすすすすすめめめめすすすするるるる自自自自然然然然健健健健康康康康食食食食品品品品でででですすすす。。。。

米 ご注文は月例申込票でお願いします。
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和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋がががが自自自自信信信信ををををももももっっっってててておおおおすすすすすすすすめめめめすすすするるるる健健健健康康康康維維維維持持持持食食食食品品品品でででですすすす。。。。

NO 125 【メーカー】大和酵素

大大大大和和和和酵酵酵酵素素素素ｾｾｾｾｲｲｲｲｴｴｴｴｲｲｲｲ（（（（特特特特醸醸醸醸））））

容量 1,200ml 定価 7777,,,,000022220000円

お勧めポイント

植物原料に含まれる植物性酵素群はもちろん有
機アミノ酸群、ビタミン群有機ミネラル等健康の維
持、栄養の補給に重要な成分が豊富に含まれて
います。

【特別価格】 ￥￥￥￥６６６６，，，，３３３３１１１１８８８８

NO 127 【メーカー】大和酵素

酵酵酵酵源源源源

容量 30包 定価 3333,,,,777788880000円

お勧めポイント

胃の消化を楽にする、たんぱく 質分解酵素（プロ
テアーゼ）、脂肪分解酵素（リパーゼ）、炭水化物
分解酵素（アミラーゼ）などの消化酵素を、簡単に
手軽に補給することができます。

【特別価格】 ￥￥￥￥３３３３，，，，４４４４００００２２２２

NO 126 【メーカー】中国大和酵素

幸幸幸幸ううううんんんん爽爽爽爽美美美美茶茶茶茶 ３３３３００００包包包包

容量 30包 定価 3333,,,,888888888888円

お勧めポイント

ほう じ茶タイプのデトックティですので、日本人に
飲みやすいお茶となっております。 そして原材料
も安全安心な13種類を使用。センナ･ダイオウなど
薬事法に抵触する原料は一切使用しておりません。
一日の終わりに飲めば翌朝スッキリ。

【特別価格】 ￥￥￥￥３３３３，，，，５５５５００００００００

NO 133 【メーカー】フジワラ化学

オオオオイイイイススススタタタターーーーFFFFゴゴゴゴーーーールルルルドドドド

容量 2g×30袋 定価 7777,,,,555566660000円

お勧めポイント

カキ肉エキスには、現在注目の核酸関連物質や亜
鉛、タウリン、アミノ酸などがバランス良く 含まれて
います。また、酒席の前にもお薦めです。

【特別価格】 ￥￥￥￥６６６６，，，，８８８８００００４４４４

NO 134 【メーカー】（株）命泉本舗

命命命命 泉泉泉泉

容量 240粒 定価 2222,,,,333377776666円

お勧めポイント

にんにく を蒸黒焼きにしたものに、真珠貝徽粉
末（カルシウム）を加えた滋養優秀な健康食品で
す。にんにく 特有のにおいがありません。毎日6
粒ぐらいを続けてく ださい。

【特別価格】 ￥￥￥￥２２２２，，，，１１１１３３３３９９９９

NO 123・124 【メーカー】スカイフード

ススススカカカカイイイイCCCCaaaa（（（（顆顆顆顆粒粒粒粒・・・・粒粒粒粒））））

容量 定価

お勧めポイント

発酵法で砂糖大根を原材料に作られるL型乳酸カ
ルシウムは、動物由来の原材料は一切使用してい
ません。だから、体に優しく 、吸収率に優れ、お料
理に使えるカルシウムです。ご飯を炊く ときに混
ぜれば家族全員が補えます。

【特別価格】 360g￥￥￥￥９９９９，，，，７７７７２２２２００００ 115g￥￥￥￥３３３３，，，，６６６６９９９９４４４４

NO 129・130 【メーカー】オーサワジャパン

ララララククククテテテティィィィスススス（（（（33330000本本本本入入入入））））

10ml×30本入 定価 9999,,,,111188880000円

お勧めポイント

・ラクティスは体内の乳酸菌を増やす乳酸菌生成エ
キスです・ラクティスの主成分の一つ糖鎖が腸内環
境を良く し免疫細胞が活性化されます。・細胞が
活性化されるのでお肌もキレイ！体も元気に！
・主成分の一つナワバリ物質が自然と乳酸菌が増
えやすい体内環境を作ります
善玉菌を増やす新

【特別価格】 ￥８８８８，，，，２２２２６６６６２２２２

NO 128 【メーカー】ミドリムシカンパニー

ユユユユーーーーググググレレレレナナナナ（（（（和和和和名名名名：：：：ミミミミドドドドリリリリムムムムシシシシ））））

容量 90粒 定価 7777,,,,000022220000円

お勧めポイント

栄養満点で、吸収の良いユーグレナ。たっぷり59

種類の栄養素が含まれているのは動物と植物の

両方の性質を持ち合わせている珍しい藻だから。

和名ではミドリムシと呼ばれていますが、虫ではな

く 、藻なのです。

【特別価格】 ￥￥￥￥６６６６，，，，３３３３１１１１８８８８

\10,800
\ 4,104

360g
115g

3g×30包入り

米 ご注文は月例申込票でお願いします。

NO 131 【メーカー】フジワラ化学

青青青青汁汁汁汁（（（（粉粉粉粉末末末末タタタタイイイイププププ））））

容量 3g*30包 定価 3333,,,,444499997777円

お勧めポイント

ケールは緑黄色野菜として非常に高い栄養価値
を持っています。特に、β-カロチン、ルテイン、ビ
タミンC、ビタミンE、カルシウム、マグネシウム、食
物繊維、葉緑素など私たちの毎日の健康に欠かせ
ない栄養素が豊富に含まれています。マイクロパ
ウダー製法で消化吸収のよいケール青汁。

【特別価格】 ￥￥￥￥３３３３，，，，１１１１４４４４９９９９

NO 132 【メーカー】島本微生物工業㈱

ババババイイイイエエエエムムムムココココーーーーソソソソ（（（（粉粉粉粉末末末末））））

容量 300g 定価 3333,,,,222244440000円

お勧めポイント

天然野生の強力な酵母菌と好気性食用微生
物を総合培養し、醗酵させ粉末状に加工した
強力植物性醗酵食品をです。ビンを食卓に置
いて、食後等にスプーンで一口と手軽に酵素
補給ができます。

【特別価格】 ￥￥￥￥２２２２，，，，９９９９１１１１６６６６

ラクティス（5ｍｌ30）

★★★★5555mmmm××××33330000包包包包特特特特別別別別価価価価格格格格￥￥￥￥4444,,,,000088882222円円円円
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日日日日本本本本オオオオリリリリーーーーブブブブ

天天天天然然然然保保保保湿湿湿湿成成成成分分分分オオオオリリリリーーーーブブブブオオオオイイイイルルルルをををを配配配配合合合合ししししたたたたシシシシャャャャンンンンププププーーーーややややせせせせっっっっ

けけけけんんんんはははは、、、、肌肌肌肌ににににかかかかけけけけるるるる負負負負担担担担をををを少少少少ななななくくくく 、、、、ママママイイイイルルルルドドドドにににに洗洗洗洗いいいいああああげげげげまままますすすす。。。。

ナチュラルマインド
ヘヤリンス

ナチュラルマインド
ボディシャンプー

ナチュラルマインド
シャンプー

オリーブの美髪成
分と海藻のエキス
配合のリンス

フレッシュシトラス
&フローラルの香
りのボディーシャ

天然保湿成分配
合でトリートメント
効果の高いシャン

1,080 円 1,296 円 1,080 円

WARAKUYA20140830

只只只只今今今今化化化化粧粧粧粧品品品品をををを３３３３，，，，００００００００００００円円円円以以以以上上上上おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげのののの方方方方にににに粗粗粗粗品品品品進進進進呈呈呈呈中中中中でででですすすす。。。。

只只只只今今今今化化化化粧粧粧粧品品品品をををを３３３３，，，，００００００００００００円円円円以以以以上上上上おおおお買買買買いいいい上上上上げげげげのののの方方方方にににに粗粗粗粗品品品品進進進進呈呈呈呈中中中中でででですすすす。。。。

ポンプ＆パウチ ￥2,500（税抜）

詰替用パウチ ￥2,200（税抜）

詰替用パウチ2本入り ￥4,200（税抜）


