健康家族のおてつだい！！
食べものこだわりショップ

和楽屋
SAFETY & QUALITY FOODS

熊本市北区武蔵ケ丘８丁目６番５号
Tel ０９６-３３９－３６０４ Fax ０９６-３３９－３６４７
定休日 毎週 日曜日 営業時間 午前１０時～午後７時

http://www.warakuya.com/
Ｗｅｂでお買い上げ額9,000円以上で全国送料無料（一部除）
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◆◆◆◆営業のご案内◆◆◆◆
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

毎週木曜日はＷスタンプセール実施中です。

平成二十九年一月
店主拝

昨年中は和楽屋をご愛顧賜り厚く感謝申
し上げます
和楽屋は今年も安全でおいしい食べ物や
安全な化粧品を信用第一でお届けしてま
いりますので本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます
皆々様の今年一年の益々の御健勝を心よ
り祈念申し上げます。

■和楽屋特製「福豆」差し上げます
２月３日は節分ですね。昔は翌日の立春か
らが新年で農作業などの日程もこの日を元
に行われていました。この意義深い節分の
日に和楽屋へ御来店いただいた方に今年も
和楽屋特製の「福豆」を差し上げます。なお、
頒布数には限りがありますのでお早めに御
来店ください。

バレンタインデーのプレゼントにいかがですか

●創健社 ビッグアーモンドチョコ
季節限定販売商品

容量 400ｇ
販売価格：￥1,577
ミルクチョコレート
70g ￥346

ジャンプボックス チョコレー
ト 84g ￥411

ビッグアーモンドチョコ、ミルクチョコ2個、ジャ
ンプボックスチョコを、それぞれ特別包装で
お求めいただけます。

アメリカ合衆国の第４５代大統領ドナルド・トランプ氏が２０日
の就任初日にＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）から離脱すると表
明し、２３日に大統領令に署名して、ＴＰＰの発行の目途はたた
なくなりました。和楽屋は食の安全の観点から反対を表明して
いましたので一応安心はしましたが、その後のトランプ大統領
の言動には、この先世界や日本はどうなるのだろうと心配がつ
のります。
自然食品専門店 和楽屋は、創業以来食べ物を作る側と食べ
る側の懸け橋となり、安心安全な食べ物をお届けすることを使
命として営業して参りました。
今年も、その使命に忠実に且つマクロビックを基本
とした皆様の健康づくりのお役に立ちたいと願ってお
りますので、昨年と相変わりましてご愛顧を賜ります
ようお願いいたします。

米糠や小麦ふすまなど11種の
植物素材を使用したずっしりパ
ンです。 毎日食べるものだか
らおいしさと体への優しさを追
求しました。 １斤 ５４０円
特別価格

４８６円

■ おしらせ
■ 本年最初の予約販売会を行います
申し込み締め切り

２月３日までお願いします。

※ ２月３日は和楽屋特製の節分「福豆」を差し上げますの
で是非ご来店ください。
商品引渡し日

２月７日から行います。

米 ご 注文は月例申込票でお願いします。

和楽屋は安全でおいしい食べ物・安全な化粧品をお届けしま
● コサナ

マヌカハニー MGO4 00

250ｇ
定価 7, 452円
1kg中に400mg以上のMGO（食物メチルグ
リオキサール）が含まれています。力強い
マヌカハニーの香りと味わいも、ワンランク
上のMGOマヌカハニーです。

特別 価格

¥6 , 7 0 6

（税込）

●

マルサン アイ

（税込）

3食×2袋
定価
562円
具材、だし、味噌の香りと旨みをいかす
「別々仕立て」の即席お味噌汁です。
作りやすく、手も汚れにくいワンショットタイ
プです。化学調味料は使用していません。

● 創健社

¥5 0 5

（税込）

えごま一番（デラミボトル）

●

日 本 グリ ー ン パ ックス

¥1 , 0 6 3

（税込）

エコメ イト洗濯槽クリーナー

¥6 2 9

（税込）

特別価 格

¥7 3 1

（税込）

● 健康フーズ 田舎風おでん屋さん

特別価 格

¥8 0 7

（税込）

● オーサワ 有機メープルシロップ
330g
定価 1,350円
定番のお菓子作りにメープルの風味と甘
みを加えたい時に使用するのはもちろん、
煮物、酢の物、煮豆、照り焼き料理などに
も意外と合うミディアム・グレード。普段作る
和食に一味違う甘味を加えたい時にもお
勧めです。

250g×2袋
定価
699円
洗濯機を購後何年もそのまま使い続けて
いるという場合、目に見える部分だけでは
わからないかもしれませんが、洗濯槽の奥
には汚れがたくさん隠れています。エコメイ
ト洗濯槽クリーナーは、1袋入れるだけで
簡単に洗濯槽がきれいになりますブラシで
は掃除できない全自動洗濯機の洗濯槽の
裏側の黒カビ、汚れを除菌・洗浄します。
酸素系なのでプラスチック槽、ステンレス
槽の両方に安心して使用できます。

特別 価格

¥9 7 2

850g
定価
896円
練り製品は魚肉の無リンのものを使い、大
根・こんにゃく・卵は国産のものを使用して
います。スープは焼津産鰹節・利尻産昆
布から取ったダシや、あごだし・本醸造醤
油などを使用しています。温めるだけで美
味しくお召し上がりいただけます。

260g
定価 1, 329円
えごま（しそ科）の種子を化学溶剤を使わ
ずに圧搾法で搾ったα‐リノレン酸が主成
分の植物油です。αーリノレン酸はオメ
ガー３系（ｎ-３系）の油と言われ体内に入る
とＥＰＡ・ＤＨＡに変換されたり、健康に寄
与する機能性が強い脂肪酸です。○なる
べく生食をおすすめいたします。
特別 価格

特別価 格

200ml
定価
813円
昔から活用されてきた生姜を、手軽に食卓
へ。 おすすめは炭酸水で割ったマクロビ
オティックジンジャーエール！こんなにお
いしい砂糖不使用のジンジャーエールは
まずありません。豆乳で割ると新しい美味
しさを発見できます。

毎日かんたんおみそ汁

特別 価格

ハニードロップレット

● オーサワ 有機生姜しぼり

30包
定価 2, 808円
板藍根はアブラナ科の植物です。 冬の季
節に馴染みの深い生薬。ウイルス対策の
強い味方、感冒流行時期などの健康保持
にお役立てください。 飲みやすい細粒で
すので、お子様からご年配の方までおいし
くお召し上がりいただけます。風邪の時に
薬に頼れない方にも最適です。

¥2 , 2 8 2

ハ ニー ジャパ ン

6粒入り
定価 1,080円
ハニードロップレット100%UMF®マヌカハ
ニー（37ハニー）10+(のど飴) 特許技術に
て100%ハチミツの固形化に成功 「夏でも
溶けない、1日1粒の健康法」 ・ニュージー
ランド産、100％UMF®マヌカハニーロゼン
ジ

● 松浦漢方 板藍根エキス細粒

特別 価格

●

特別価 格

¥1 ,2 1 5

（税込）

● 環境科学 パンデミックガード ９９
30枚
定価 6,300円
パンデミック９９は、インフルエンザウイルス
や花粉（30ミクロン）、PM2.5そのウイルスを
シャットアウトできるように、0.1ミクロンの微
粒子を99％以上カットする性能をもった特
殊な不織布を2枚採用しています。今まで
にない形状、高度なフィルター機能で日常
生活の中での使用感や快適性までも考慮
した高性能立体マスクです。5層構造でも
やわらかく薄型の新型立体構造を採用しま
したので顔にフィットしやすく口元に適度な
空間ができ、呼吸がしやすいので疲れにく
く長時間の使用にも最適です。唇がマスク
に直接接しないので女性の方は口紅が付
きにくく、子供からご年配の方など幅広くお
使いいただけます。

（税込）

特別価 格

¥5 ,6 7 0

（税込）

米 ご 注文は月例申込票でお願いします。

和楽屋が自信をもっておすすめする健康維持食品です。
スカイCa（顆粒・粒）
360g
容量
115g
お勧めポイント

定価

126

NO

容量

30包

360g￥９，７２０ 115g￥３，６９４

【メーカー】中国大和酵素

定価

127

3,888円

容量

￥３，５００

定価

・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
★5m×30包特別価格
￥4,082円
しい
善玉菌を増やす新

￥６，３１８
【メーカー】フジワラ化学

【特別価格】

定価

3,497円

容量

【メーカー】島本微生物工業㈱

300g

定価

3,086円

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。

￥３，１４９
【メーカー】フジワラ化学

定価

￥２，７７８

【特別価格】
NO

134

【メーカー】大和酵素

シェリール
容量 5 g × 30 包 定価

7,560円

4,104円

お勧めポイント

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】

￥８，２６２

お勧めポイント

オイスターFゴールド
2g×30袋

132

NO

ラクティス（5ｍｌ30）

バイエムコーソ（粉末）

【特別価格】

容量

9,180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。

133

【メーカー】オーサワジャパン

10ml×30本入 定価

お勧めポイント

NO

￥３，４０２

ラクティス（30本入）

青汁（粉末タイプ）
3g*30包

3,780円

3g×30包入り

129・130

7,020円

【特別価格】

容量

定価

【特別価格】
NO

【メーカー】ミドリムシカンパニー

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。

131

30包

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。

お勧めポイント

NO

【メーカー】大和酵素

お勧めポイント

ユーグレナ（和名：ミドリムシ）
90粒

￥６，３１８

酵源

【特別価格】

容量

7,020円

【特別価格】
NO

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。

128

定価

お勧めポイント

お勧めポイント

NO

1,200ml

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。
パッケージが変わりました。

幸うん爽美茶 ３０包
容量

【メーカー】やまと酵素Crest（株）

セイエイ特醸）
\10,800
\ 4,104

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】

125

NO

123・124 【メーカー】スカイフード

NO

60 種類以上の野菜・果物・海藻より発酵抽出した
植物酵素に、食物繊維を豊富に含んだインド原産
のサイリウムと、腸内の善玉菌である胃酸に強い
ロンガム種ビフィズス菌を配合した食品です。

￥６，８０４

【特別価格】

￥３，６９４

只今化粧品を３，０００円以上お買い上げの方に粗品進呈中です。
日本オリーブ
天然保湿成分オリーブオイルを配合したシャンプーやせっ
けんは、肌にかける負担を少なく、マイルドに洗いあげます。
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

ナチュラルマインド
ヘヤリンス

バージンオイル200mlお
買い上げに20ml小びん1個プレ
ゼントします。数量限定

オ リ ー ブ の 美 髪 フレッシュシトラス 天 然 保 湿 成 分 配
成 分 と 海 藻 の エ &フローラルの香り 合 でト リート メ ン ト
の ボ デ ィー シャ ン 効果の高いシャン
キス配合のリンス

1,080 円

1,296 円

シコリーブ 薬用スキンクリーム
天然保湿成分シコン、オリーブを
配合したクリーム。手だけでなく、
顔や全身の肌荒れでお悩みの
方におすすめします。
180g 価格(税込)：2,160円

1,080 円

