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食べ物を変えれば体が変わる
日本の昔の食事はお米など穀物と旬の野菜が中心で、あまり

遠いところのものは手に入りませんでした。

明治時代になって、昔からの日本の食事が自然に則ったものと

して、玄米菜食で健康になるという食物養生法を石塚左玄が提

唱します。当時不治の病とされ、医学でも治せないという結核

で苦しんでいた桜沢如ーがその弟子となって食事で病を治し、

そのうえ人一倍の健康体になったのです。

私たちの体は食べ物でできているから、食べ物を変えれば体

が変わり、自然治癒力が高まるのでしよう。

そこで桜沢如ーは食物養生法の考えをさらに進めてマクロビオ

ティックと名づけ、世界にひろめます。その結果マクロビオティッ

クを実践する人が続々と増え、今に至っています。

不調を感じたら食事を見直そう
「やる気が出ない」「疲れやすい」「なんとなくだるい」など不調

を感じたら、薬やサプリメントに頼らないで、まず食事を変えて

みませんか？

パンをごはんに変え、できれば玄米にしてみる。砂糖や乳製

品たっぷりのお菓子はちょっとやめ、旬の野菜をたくさん摂る。

食べる量を少なめにしてよく噛んで食べる。そして食べ物はで

きるだけ国産のものを選ぶ。それをしばらく試してみませんか?

元気が出るとともに、体が軽くなり、前向きになって美しくなる

というおまけまでついてくることでしょう。そして、“You are what

you eat."～あなたは、あなたが食べたものでできている～この

言葉の意味を実感していただけるはずです。（LIfe is Macrobio

tic 2015年春号より掲載）

平成27年4月号

毎週木曜日はＷスタンプセール実施中です。

◆◆◆◆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
上げます。
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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

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ももももごごごご利利利利用用用用くくくくだだだだささささいいいい
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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）

※来月号では大和酵素
特醸をご案内します。梅
酵素の梅としても最適で
す。梅のみでもお求めい
ただけます。



● マルシ ママルシ ママルシ ママルシ マ 小豆島手延そうめん小豆島手延そうめん小豆島手延そうめん小豆島手延そうめん ● 創健社創健社創健社創健社 ベジ タブルカレー・キーマタイプベジ タブルカレー・キーマタイプベジ タブルカレー・キーマタイプベジ タブルカレー・キーマタイプ
250ｇ 定価定価定価定価 432円432円432円432円 202g 定価定価定価定価 411円411円411円411円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥388¥388¥388¥388 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥369¥369¥369¥369

● オーサワオーサワオーサワオーサワ ひとくち 小豆ょうかんひとくち 小豆ょうかんひとくち 小豆ょうかんひとくち 小豆ょうかん ● ヒカリヒカリヒカリヒカリ オーガニック スポーツドリンクオーガニック スポーツドリンクオーガニック スポーツドリンクオーガニック スポーツドリンク
１本 定価定価定価定価 226円226円226円226円 280ｍｌ*5本 定価定価定価定価 918円918円918円918円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥203¥203¥203¥203 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥826¥826¥826¥826

● 創健社創健社創健社創健社 ローヤルゼリードリンクローヤルゼリードリンクローヤルゼリードリンクローヤルゼリードリンク ● プロスペリティプロスペリティプロスペリティプロスペリティ

100ｍｇ10本 定価定価定価定価 1,048円1,048円1,048円1,048円 300g 定価定価定価定価 2,138円2,138円2,138円2,138円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥943¥943¥943¥943 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥2 ,1 38¥2 ,1 38¥2 ,1 38¥2 ,1 38

● 健康フーズ健康フーズ健康フーズ健康フーズ ● アイリスアイリスアイリスアイリス
 720ml 定価定価定価定価 2,831円2,831円2,831円2,831円 180g 定価定価定価定価 1,728円1,728円1,728円1,728円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥2 ,5 47¥2 ,5 47¥2 ,5 47¥2 ,5 47 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,5 55¥1 ,5 55¥1 ,5 55¥1 ,5 55

● UMリケンUMリケンUMリケンUMリケン ● UMリケンUMリケンUMリケンUMリケン
62粒 定価定価定価定価 1,490円1,490円1,490円1,490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 ¥1 ,3 41¥1 ,3 41¥1 ,3 41¥1 ,3 41 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,3 41¥1 ,3 41¥1 ,3 41¥1 ,3 41

● オーサワオーサワオーサワオーサワ 柿渋デオソープ柿渋デオソープ柿渋デオソープ柿渋デオソープ ● オーサワオーサワオーサワオーサワ 柿渋デオドラントスプレー柿渋デオドラントスプレー柿渋デオドラントスプレー柿渋デオドラントスプレー
100g 定価定価定価定価 972円972円972円972円 200ml 定価定価定価定価 802円802円802円802円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥874¥874¥874¥874 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥721¥721¥721¥721

● 生活アートクラブ

生活アートクラブ生活アートクラブ

生活アートクラブ 洗濯用フィトン洗濯用フィトン洗濯用フィトン洗濯用フィトンαααα 　エコタイプ　エコタイプ　エコタイプ　エコタイプ ● プレマプレマプレマプレマ
800ml 1944円1944円1944円1944円 30巻 1007円1007円1007円1007円

特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥1 ,7 49¥1 ,7 49¥1 ,7 49¥1 ,7 49 （税込） 特別価格特別価格特別価格特別価格 ¥906¥906¥906¥906

酵素+植物性プラセンタ　マンゴー味酵素+植物性プラセンタ　マンゴー味酵素+植物性プラセンタ　マンゴー味酵素+植物性プラセンタ　マンゴー味酵素+植物性プラセンタ　アサイー味酵素+植物性プラセンタ　アサイー味酵素+植物性プラセンタ　アサイー味酵素+植物性プラセンタ　アサイー味

そうめんの本場、小豆島で国内産小麦粉

を使用し、伝統の製法（手延べ製法）で、

丹精こめて造りました。こまやかな風味と腰

の強いそうめんは、適した風土と手延べな

らではの味わいです。

5月１日新発売！北海道産小豆使用、砂

糖不使用で上品な小豆の風味とすっきりと

した甘み食べやすい一口タイプのようかん

です。石垣の塩を使用しているのですっき

りとした甘さです。おやつやお茶請けにどう

ぞ。常温で１年賞味できます。

１００ｍｌ中に１００ｍｇの生のローヤルゼリー

が含まれています。はちみつも加えたヘル

シー度アップのローヤルゼリードリンクで

す。

琉球黒麹もろみ酢は、沖縄の特産品 泡盛

を蒸留した後のもろみに沖縄産黒糖を加

えたもろみ酢です。クエン酸を主体にアミノ

酸類、有機酸類、ミネラルを豊富に含んで

います。

国内産野菜（人参、じゃがいも、玉ねぎ、に

んにく、生姜）、国内産小麦粉、圧搾製法

のべに花油などの植物素材だけで深い味

わいとコクを引き出したキーマタイプのベジ

タブルカレーです。特製”大豆ミート”使

用。コレステロール、トランス脂肪酸ゼロ。

砂糖などの糖類を使用せず、有機果汁と

食塩でつくった、ゆず風味でカロリーオフ

の有機JAS認定オーガニックスポーツドリン

ク。熱中症対策ドリンクとして、汗をかいた

後の水分・ミネラル補給に。

スリランカ産有機ココナッツオイル100％

ほのかな甘み　炒め油や揚げ油、バターの

代用などに

厳選した原料の紀州産南高梅梅干し、た

まり醤油、三年番茶、生姜末をブレンド。手

軽に伝統の味をご賞味いただけます。熱い

お湯を注いで溶かし冷蔵庫で冷たく冷や

せば、熱中症対策にお奨めです。

 一番搾りココナ ッツオイル 一番搾りココナ ッツオイル 一番搾りココナ ッツオイル 一番搾りココナ ッツオイル

 琉球黒麹もろみ酢 720m l 琉球黒麹もろみ酢 720m l 琉球黒麹もろみ酢 720m l 琉球黒麹もろみ酢 720m l 梅醤番茶梅醤番茶梅醤番茶梅醤番茶

かえる印のナチュラルかとり線香かえる印のナチュラルかとり線香かえる印のナチュラルかとり線香かえる印のナチュラルかとり線香

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、マンゴー風

味の粒です。ダイエット中の栄養補助食品

としておすすめです。

柿渋成分「柿タンニン」配合。無添加釜炊

き石鹸。毛穴の奥の汚れまでスッキリ除

去、ハリと潤い透明感のある肌に

タイハーブ・みょうばん配合。デオドラントス

プレー、アルコール不使用

植物の消臭・抗菌効果で生乾きなど洗濯

物のイヤなにおいを抑える仕上げ剤です。

抗菌効果テスト済み。使い方は簡単。柔軟

剤投入口に入れるだけ（2層式の場合は最

後のすすぎ時に入れてそのまま脱水してく

ださい

昔にかえる、自然にかえる、暮らしをかえ

る。天然除虫菊使用　着色料・殺虫剤不

使用

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。ダイエット中の栄養補助食品

としておすすめです。

米 ご注文は月例申込票でお願いします。

WARAKUYA20150425

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。。。。



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 133 【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 135 【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 134 【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 141 【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 142 【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 131・132 【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 137・138 【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 136 【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 139 【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 140 【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
ンプー

天然保湿成分配
合でトリートメント
効果の高いシャン
プー

1,080 円 1,296 円 1,080 円

●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

カカカカツツツツウウウウララララ ススススカカカカルルルルププププリリリリッッッッチチチチ

100ml 7777,,,,000022220000円（税込）
トライアルサイズ20ml1111,,,,555500000000円もあります

紫外線からお肌を守りましょう
ただ今スプリングキャンペーン実施中

オリーブマノン、カツウラ、エバメール化粧品を３，０００円以上お買い上げの方に

粗品進呈中です。

天然保湿成分配合の
日やけ止め乳液です。

２２２２，，，，７７７７００００００００円

ススススキキキキンンンンケケケケアアアア感感感感覚覚覚覚のののの
フフフファァァァンンンンデデデデーーーーシシシショョョョ ンンンン誕誕誕誕生生生生
エエエエババババメメメメーーーールルルル
フフフファァァァンンンンデデデデーーーーシシシショョョョ ンンンンゲゲゲゲルルルル

ゲルクリームをたっぷりと
使用し、さらに＋αの
美容液成分(※グリセリル
グルコシド)を配合して
保湿力を高めました。日
中の乾燥からお肌を守る
スキンケア感覚のファン
デーショ ンです。

全5色
価格 2222,,,,777700000000円 (税込） 内容量 30ｇ

シコリーブ 薬用

スキンクリーム

（無香料）

180g 2,160円

80g 1,080円

←←←←ププププレレレレゼゼゼゼンンンントトトト

化化化化粧粧粧粧用用用用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
200000000ｍｍｍｍｌｌｌｌにににに上上上上記記記記のののの有有有有機機機機オオオオ
リリリリーーーーブブブブ油油油油添添添添付付付付中中中中。。。。


