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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！！！！！！！！
食食食食べべべべももももののののここここだだだだわわわわりりりりシシシショョョョッッッッププププ

和楽屋
SAFETY &QUALITY FOODS
熊本市北区武蔵ケ丘８丁目６番５号

Tel ０９９９９６６６６----３３３３３３３３９９９９－－－－３３３３６６６６００００４４４４ Fax ００００９９９９６６６６----３３３３３３３３９９９９－－－－３３３３６６６６４４４４７７７７
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オオオオーーーーププププンンンンししししままままししししたたたた。。。。

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。
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

■ おおおおししししららららせせせせ

■■■■ 和和和和楽楽楽楽屋屋屋屋ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジリリリリニニニニュュュューーーーアアアアルルルルオオオオーーーーププププンンンン。。。。
委託先のホームページ業者の倒産したためにリニューア

ル作業中でしたが１０月１６日に装いもあらたにオープンし

ました。まだ、作業はこれからも行いますが、ショッピング

はできるようになりましたので、よろしくご愛顧くださいませ。

■■■■ 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。。。。

今回も発行が遅れましてご心配やらご迷惑をお掛けしま

して申し訳ございません。

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 １１１１００００月月月月２２２２７７７７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 １１１１００００月月月月３３３３００００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。。。。

平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年１１１１００００月月月月号号号号

私私私私たたたたちちちちははははどどどどののののよよよよううううにににに「「「「イイイイエエエエスススス」」」」「「「「ノノノノーーーー」」」」をををを使使使使いいいい分分分分けけけけれれれればばばばよよよよいいいいののののかかかか。。。。

上記は去る10月18日に発行された「朝日新聞グローブ」の表紙

に掲載されたものですが、今や私たちの食べるものには好むと

好まざるにかかわらず多くの食品添加物が使われています。最

近はまた食品添加物を扱った本を目にするようになったと感じま

す。この原因の一つはＴＰＰ「環太平洋経済連携協定」の受け入

れによりアメリカの食品添加物基準が日本にも押し付けられるよ

うになるのではという懸念があるからと思っています。日本は戦

後に認められていた食品添加物は57だったものが現在は814に

なっており、さらにアメリカ基準となれば2000とも3000ともいわれ

る数と付き合うことにもなりかねません。それと、日本では遺伝

子組み換えの食品は表示ができますが、その表示をＴＰＰ合意

によりアメリカが差し止めることも出来るようになります。今は昔

と違い食品添加物が全て危険という議論はなくなっていますが、

私たち自身がしっかりと判断するしかなさそうです。

季節限定チョコ入荷しました。

“甘さすっきり・少しほ
ろにが"
秋冬限定のチョ コレート商品
に、少し大きめのーロタイプが加
わります。.持ち運びしやす
い箱入りですので、お
やつやおつまみにもも
ちろん、行楽のおともに
もお楽しみいただけます。

ジジジジャャャャンンンンププププボボボボッッッッククククススススチチチチョョョョ ココココレレレレーーーートトトト

価格：４４４４１１１１１１１１円（税込）

季季季季節節節節限限限限定定定定 ビビビビッッッッググググアアアアーーーーモモモモンンンンドドドドチチチチョョョョ ココココレレレレーーーートトトト

砂糖の代わりにパラチノース・還元麦芽糖水飴を使用。

価価価価格格格格：：：：1111,,,,555577777777円円円円（（（（税税税税込込込込））））

ミミミミルルルルククククチチチチョョョョ ココココレレレレーーーートトトト

北海道産牛乳をたっぷり使ったミルクバターを使用。

価価価価格格格格：：：：333344446666円円円円（（（（税税税税込込込込））））



● ジャフマックジャフマックジャフマックジャフマック 味 ・酵 母（み りんタイ プ）味 ・酵 母（み りんタイ プ）味 ・酵 母（み りんタイ プ）味 ・酵 母（み りんタイ プ） ● チョーコーチョーコーチョーコーチョーコー 海鮮 寄せ 鍋つ ゆ海鮮 寄せ 鍋つ ゆ海鮮 寄せ 鍋つ ゆ海鮮 寄せ 鍋つ ゆ
 1000ml 定価定価定価定価 810円810円810円810円 30ml×4 定価定価定価定価 378円378円378円378円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥7 29¥7 29¥7 29¥7 29 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥3 4 0¥3 4 0¥3 4 0¥3 4 0 （税込）

● 創 健社創 健社創 健社創 健社 稲 庭手 延べ 　にゅ う麺稲 庭手 延べ 　にゅ う麺稲 庭手 延べ 　にゅ う麺稲 庭手 延べ 　にゅ う麺 ● 日食日食日食日食 さば味 噌煮 缶 さば味 噌煮 缶 さば味 噌煮 缶 さば味 噌煮 缶 
92g5袋 定価定価定価定価 2,325円2, 325円2, 325円2, 325円  200g5缶 定価定価定価定価 1,300円1, 300円1, 300円1, 300円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥2 ,0 9 2¥2 ,0 9 2¥2 ,0 9 2¥2 ,0 9 2 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,1 7 0¥1 ,1 7 0¥1 ,1 7 0¥1 ,1 7 0 （税込）

● マ ルシ ママ ルシ ママ ルシ ママ ルシ マ さつ また くあんさつ また くあんさつ また くあんさつ また くあん ● 朝日 食品朝日 食品朝日 食品朝日 食品
2本 定価定価定価定価 928円928円928円928円 ３袋セット 定価定価定価定価 1,432円1, 432円1, 432円1, 432円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥8 35¥8 35¥8 35¥8 35 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,2 8 8¥1 ,2 8 8¥1 ,2 8 8¥1 ,2 8 8 （税込）

● 0000 ● 0000
0 定価定価定価定価 0円0円0円0円 0 定価定価定価定価 0円0円0円0円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込）

● 0000 ● 0000
0 定価定価定価定価 0円0円0円0円 0 定価定価定価定価 0円0円0円0円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込）

● 0000 0000 ● 0000 0000
0 定価定価定価定価 0円0円0円0円 0 定価定価定価定価 0円0円0円0円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥0¥0¥0¥0 （税込）

● 0000 0000 ● 0000
0 0円0円0円0円 0 0円0円0円0円

最後最後最後最後

0

0 0

0 0

0

00000000

米・米麹を原料とし、酒造りの手法でじっく

りと発酵させ旨味をたっぷりと残し、天然酵

母で充分に熟成させた発酵調味料（みりん

タイプ）です。

秋田県稲庭地方で伝統的な手延べ製法

で細めんに仕上げたノンフライのにゅう麺で

す。特製つゆは、丸大豆しょうゆに鰹節・宗

田節・さば節・昆布のうまみを効かせ、国内

産柚子で酸味と深みのあるコクを出しまし

た。お湯を注いで３分のかんたん調理

九州産の契約農家で、昔ながらに有機肥

料を用い、農薬は出来る限り使用していな

い大根使用。「天日寒風干し」という伝統的

手法を守り、氷温で漬け込み熟成させてい

ますので、いつも新鮮な風味をそのまま味

わえます。調味には鹿児島特産の「玄米

黒酢」、「有機純米酢」などを使用。

0

＜鰹節・昆布・飛魚(あご)・海老・真鯛・帆

立＞六種の国産海鮮だしを使用した寄せ

鍋のつゆです。贅沢で奥深い味わいをお

楽しみいただけます。本醸造丸大豆醤油

使用・化学調味料無添加です。

食べた人の感想。「実家の母からもらった

缶詰が これでした。 市販の味噌煮缶を

買ったこともありますが、 やはりこちらが美

味しいです。 子供も大好き！ 骨も食べら

れるので、とっても気に入っています。 まと

めて購入し友人にあげて喜ばれていま

す！ 」

十種類の穀物を含蜜てんさい糖で、ほんの

り甘く、そして軽い食感に仕上げました。含

蜜てんさい糖使用。完全無添加ですので、

マクロビオティックユースにも最適です。

0

十穀 シ リアル十穀 シ リアル十穀 シ リアル十穀 シ リアル

0000 0000

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。

WARAKUYA20151020



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

WARAKUYA20151020

●オオオオリリリリーーーーブブブブググググリリリリーーーーンンンンロロロローーーーシシシショョョョンンンン((((果果果果汁汁汁汁水水水水))))
グリーンオリーブ果汁がお肌の水分を補い、う るおいを
与え、柔軟性を保ちます。また、お肌をひきしめ 、きめを
整え、肌あれを防ぎ、すこやかに保ちます。洗顔後、容器
をよく 振ってから、2～4mlを手に とり、やさしく お肌にパッ
ティングします。コットンパック用としても おすすめ。天然
保湿成分オリーブ果汁配合。

180ml ¥1111,,,,000088880000

●シシシシココココリリリリーーーーブブブブ 薬薬薬薬用用用用ススススキキキキンンンンククククリリリリーーーームムムム
只今お買上げの方に手袋差し上げています。

180m ¥2222,,,,111166660000

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。。。。


