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毎週木曜日はＷスタンプセール実施中です。

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

※和楽屋Webサイトもご利用ください。

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）

◆◆◆◆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
上げます。

平成２９年５月号

期間限定商品ですので
まとめて１年分のご購
入はいかがですか。商
品はご入用の都度お渡
しすることもできます。
詳しくは店頭へお尋ね

セイエイ

予約受付開始

大和酵素特譲を２本以上ご予
約いただいた方には、２本に
つき玄米まるごと玄煎粉（5
00g2,160円）を1袋添付さ
せていただきます。
ご予約は店頭へお願いします。

■ 臨時休業のお知らせ
下記期間都合により休業させ

ていただきます。ご了承くださ
いませ。
日時 5月3日～6日

5月15日～17日・27日

■ 特別予約販売

・ 申し込み締め切り 5月 7日
・ 商品引渡し日 5月10日

■ おしらせ



● 健康フーズ 新鮮おさかなソーセージ ● ムソー 酸処理していない旨しお海苔
３本×2 定価 540円 5枚×30 定価 540円

特別価格 ¥486 （税込） 特別価格 ¥486 （税込）

● ムソー 国産なたね油 ● ムソー 国産なたねサラダ油
450ｇ 定価 918円 450ｇ 定価 972円

特別価格 ¥734 （税込） 特別価格 ¥777 （税込）

● ウメケン あおさのりスープ ● ウメケン

3.5g×3 定価 453円 3.5g×3 定価 453円

特別価格 ¥407 （税込） 特別価格 ¥407 （税込）

● マルサン ● ムソー

200ml×6 定価 624円 360ml 定価 452円

特別価格 ¥561 （税込） 特別価格 ¥406 （税込）

● ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ● 太陽食品

60g 定価 2,484円 2.5g×60包 定価 4,644円

特別価格 ¥2,235 （税込） 特別価格 ¥4,179 （税込）

ハトムギ酵素は、美容に良いアミノ酸を多く

含む国産有機殻付きハトムギ、ハトムギ若

葉、お腹の健康をサポートするフルーツ酵

素、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌の６種類の

原料をブレンドした「体の内からきれい」を

提案するサプリメントです。

ホワイトニング、口臭予防、口内環境改善

をテーマに愛媛県産パールと沖縄県産サ

ンゴのパウダーを配合し、環境配慮型の

BIO洗浄成分を天然酸性水（フムスエキス）

＆天然水でマイルドに仕上げました。自然

海塩とシトラスミントの香味で、すっきりとし

た後味が特長です。

ハトムギ酵素デンタルホワイト（練り歯みがき）

日本海で水揚げされた鮮魚と、北海道で

捕れたスケソウダラを混ぜた、魚本来の旨

味がたっぷり楽しめる魚肉ソーセージで

す。開封前賞味期限】製造日より90日

北海道滝川産の純国産種の「キザキノナタ

ネ」種を使用しています。国産自給率わず

か０．０４％の希少な国産なたね油です。一

番搾り（圧搾法）の油のみを、お湯で不純

物を洗い流す独特の製法で仕上げまし

た。まろやかな味わいと風味をお届けしま

す。

中身のブロック１ヶをカップに入れ、１５０～

１８０ｃｃの熱湯を注ぎ、よくかき混ぜてから

お召し上がりください。※調理時、飲用時

の熱湯でのやけどには、充分ご注意くださ

い。

北海道滝川産「キザキノナタネ」の圧搾一

番搾りを、薬品を使用せず、湯洗いなど物

理的な方法で精製しました。淡白で軽い風

味のサラダ油です。滝川産のキザキノナタ

ネはオレイン酸たっぷり。もちろん遺伝子

組み換えの心配はありません。

今や「酸処理しなければのり養殖はできな

い」のが常識とされています。“海の農薬”と

言われるクエン酸で除藻・除菌をしない無

酸処理海苔を心を込めて焼き上げて、味

付けしました。味付けは、圧搾製法のごま

油と、対馬の釜炊き塩のみです。板のり５

枚分です。

北海道滝川産「キザキノナタネ」の圧搾一

番搾りを、薬品を使用せず、湯洗いなど物

理的な方法で精製しました。淡白で軽い風

味のサラダ油です。滝川産のキザキノナタ

ネはオレイン酸たっぷり。もちろん遺伝子

組み換えの心配はありません。

中身のブロック１ヶをカップに入れ、１５０～

１８０ｃｃの熱湯を注ぎ、よくかき混ぜてから

お召し上がりください。※調理時、飲用時

の熱湯でのやけどには、充分ご注意くださ

い。

「豆漿（ドウジャン）シリーズ」を期間・数量

限定販売で“おためし6本セット（4セット24

本入）”で発売いたします！【セット内容】

「豆乳飲料豆漿（ドウジャン）200ml」「豆乳

飲料青汁豆漿200ml」「豆乳飲料麦芽豆漿

200ml」3種類2本入の6本セットになってい

ます！この機会に是非、「豆漿（ドウジャ

ン）」お試しくださいませ！

もずくスープ

豆乳飲料豆漿トライアル6本セット カンタン八芳酢

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。

NO 125 【メーカー】やまと酵素Crest（株）

セイエイ特醸）

容量 1,200ml 定価 7,020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】 ￥６，３１８

NO 127 【メーカー】大和酵素

酵源

容量 30包 定価 3,780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】 ￥３，４０２

NO 126 【メーカー】中国大和酵素

幸うん爽美茶 ３０包

容量 30包 定価 3,888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】 ￥３，５００

NO 133 【メーカー】フジワラ化学

オイスターFゴールド

容量 2g×30袋 定価 7,560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】 ￥６，８０４

NO 134 【メーカー】大和酵素

シェリール

容量 5 g × 30 包 定価 4,104円

お勧めポイント

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。

【特別価格】 ￥３，６９４

NO 123・124 【メーカー】スカイフード

スカイCa（顆粒・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￥９，７２０ 115g￥３，６９４

NO 129・130 【メーカー】オーサワジャパン

ラクティス（30本入）

10ml×30本入 定価 9,180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 しい

【特別価格】 ￥８，２６２

NO 128 【メーカー】ミドリムシカンパニー

ユーグレナ（和名：ミドリムシ）

容量 90粒 定価 7,020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】 ￥６，３１８

\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

青汁（粉末タイプ）

容量 3g*30包 定価 3,497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】 ￥３，１４９

NO 132 【メーカー】島本微生物工業㈱

バイエムコーソ（粉末）

容量 300g 定価 3,086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】 ￥２，７７８

ラクティス（5ｍｌ30）

★5m×30包特別価格￥4,082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

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
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

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

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。

さらっとなじんで
べとつかない
100%純粋オリーブオイル
お肌だけでなく体や髪、爪など
全身のお手入れ、またベビーオイルとして
もお使いいただけます。




