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40周年記念消費材：今週のお目見え。( )内は担当ブロック

｢イワシの
ぱくぱくつみれ｣

(千葉ブロック)

パスタ２種：｢カッペリーニ｣と｢タリアテレ｣(柏ブロック)。
日東珈琲の「風薫と大地」ブレンド(柏ブロック)。

しょうがポン酢
(松戸ブロック)

｢ひじきのり豆入り｣と｢まいのり｣
(市原ブロック)

３ページ ２ページ ４ページ
２ページ

４ページ

配達

7月2回
7/11～15

｢いつでもストールfromパキスタン｣
(千葉ブロック)

生活クラブ千葉カタログ　2016年26週
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申込

締切

配達週

集 金

月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　土

  ６月                     20･ 21･  22 ･ 23 ･24･2525

   6  月        27 ・28・29・30・  1・２
 ７月 ※配達週及び集金週の異なる品目があります。各頁でご確認下さい。
 　　　　40周年記念消費材は８月集金

6 5 月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　月　　　　火　　　　水　　　　木　　　　金　　　　土

Ｃ週千 葉
7/

２０１６年、生活クラブ虹の街(千葉)は創立４０周年を迎えます。
記念事業のひとつが「４０周年記念消費材」です。

　千葉県にゆかりのある生産者や関連団体に声をかけ、各ブロックごと
に組合員が参加して、新しい消費材の開発に取り組んできました。

　そのうちの１０品目が今回デビューします。
　いずれも個性豊かな自慢の品。ぜひご利用ください。

119628注文
番号

２０１６年

缶切り不要の
イージー
オープン缶

　いずれも個性豊かな自慢の品。ぜひご利用ください。

119628注文
番号

祝! 40周年

【生産者紹介】千葉県漁連：
千葉県漁業協同組合連合会は、1952年の設立以来、海の環境保全を
図るとともに、水産資源の持続的利用と水産業の発展、水産物の安
定供給に努めています。生活クラブで取り扱っている消費材は、ひ
じき、あさり、真さば、いわし、しじみ等。

イワシの大満足つみれ
420ｇ（固形量30ｇ×8）435円（税込470円）

千葉県産の真いわしと長ねぎ・人参・生姜を合わせ、つなぎに
提携生産者の小麦粉・パン粉を使用。防災用の備蓄にも最適。

アレルゲン　麦　賞味期限３年間(未開封)

つみれ汁、鍋に、おでんに！

千葉県産真いわしの
大玉つみれの水煮缶詰。
１缶にいわし８尾！分
が入っています。
常温で賞味期限３年間。

ありがとう４０年！ありがとう４０年！

つなげよう サステイナブルな未来つなげよう サステイナブルな未来

配達

7月2回
7/11～15

大きさの目安。
360ｍlのリユース瓶と並べると
こんな感じです。

調理例
野菜類は付きません

40周年記念消費材:
千葉ブロック ＋ 
千葉県漁連

2016年度
限定品

６月５回の日配品配達日は裏面の８頁をご覧下さい。

この後も、新規アイスクリーム(ベイブロック)、クッキー・ピクルス(佐倉ブロック)、など40周年記念消費材が続いています。乞うご期待！
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119610注文
番号

ひとつずつ解凍できるので
必要量だけ使えます。

生産者：千葉県漁連

栄養満点！
イワシのぱくぱくつみれ
120ｇ×２　390円（税込421円）

焼くだけで焼くだけで
おさかなハンバーグ！おさかなハンバーグ！

調理例
野菜類は付きません

配達

7月2回
7/11～15

119644注文
番号 119644注文
番号

【生産者紹介】私市醸造：創業大正11年。

食の洋風化・単純化が広がる中で、子供たちには化学調味料で

はない、だしや食材の旨味を楽しむ大人になれるように、食生

活に貢献していきたい、使命はお酢造りを通じて食文化を守る

こと、と語る江戸前寿司の業界では良く知られた生産者です。

生活クラブ千葉カタログ　2016年26週

注
番

つみれの元となるすり身です。千葉県産の真いわしを
骨ごとすり身にし、玉ねぎのみじん切り、ひじき、馬
鈴薯でん粉、人参を加え、味噌で味付けをしました。
包材は簡単に絞り出せるよう三角形にしてありますか
ら、手も汚さずお好みの形に絞り出せます。
つみれ汁、鍋やおでんの具材、味噌汁・・などなど、
おすすめは、そのまま焼いた｢おさかなハンバーグ｣！
骨は取り除いていないので、小骨を感じることがあり
ます。

アレルゲン　麦　賞味期限120日(冷凍・未開封)

焼くだけで
おさかなハンバーグ！

// センター松戸 /047-385-4646 / センター市原 /0436-60-1583 / センターベイ 047-379-1540

2016年度
限定品

解凍して包材の先端を切って
そのまま、絞れます。

お子さんも楽しくお手伝い！

活に貢献していきたい、使命はお酢造りを通じて食文化を守る

こと、と語る江戸前寿司の業界では良く知られた生産者です。

静かに発酵が進む、私市醸造の木桶の群れ。

しょうが汁が25％！
この原材料とこだわりで
この価格は驚き！

夏でも冬でも大活躍！

しょうがぽん酢
360ml 600円（税込648円）
夏は冷しゃぶやサラダ、冷ややっこに。暑さ
で落ちる食欲にも、冷房でだるさを感じる身
体にも、生姜とお酢のパワーで元気いっぱい。
冬はお鍋や湯豆腐、うどん、しゃぶしゃぶに、
しょうがの香りとピリッとしたお味が絶品！
体もポッカポカ。
タイヘイの丸大豆醤油、私市の醸造酢、素精
糖、真塩、日果工のゆず果汁に、高知産のしょ
うが汁を25％、こだわりのポン酢です。

アレルゲン　麦　賞味期限３年間(未開封)

今年の２月には開発メンバーが私市醸造さんに、お邪魔しました。

40周年記念消費材:
千葉ブロック ＋ 千葉県漁連

40周年記念消費材:
松戸ブロック ＋ 私市醸造 2016年度

限定品

生姜の沈殿がしょうが汁25％の証し
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119601注文
番号

平めんタイプのパスタ。通常、鶏卵を入れて練り上げる事が多いタイプですが、この
タリアテレは卵を使用せずに、純粋にデュラム小麦の旨味を味わえるパスタです。タ
リアテレは特にモチモチ感が味わえるパスタ。濃い味のソースと良く合い、ガッツリ
主食系にピッタリです。添加物は一切使っていません。

アレルゲン　麦　賞味期限３年間(未開封)

配達

7月2回
7/11～15

119580注文
番号 119580注文
番号

オリジナルで作ったシールラベルを
たくさんの袋に貼りました。

後は注文を待つばかり。

119598注文
番号

細麺タイプのパスタ。細麺タイプのパスタは茹で時間が非常に短く、サラダと和えた
冷製パスタによく合います。副菜として活躍します。こちらのカッペリーニも卵を使
用しておらず、純粋にデュラム小麦の旨味を味わえます。添加物は一切不使用。

アレルゲン　麦　賞味期限３年間(未開封)

柏ぱすた タリアテレ 300g 272円(税込294円)

柏ぱすた カッペリーニ 300g 253円(税込273円)

タリアテレ
のナポリタン

カッペリーニ
のサラダスパゲティ

柏“総選挙”で特徴・用途が好対照な二つを選抜！

【生産者紹介】(株)ニューオークボ：1932年の創業以来、パスタの原料はデュラム小麦

の中心部を粗挽きしたセモリナ粉のみ。熱を加えない製法で製造しています。市販品は

生産効率を上げるため、成形も乾燥も高温で短時間で行い、表面はツルツルで茶褐色。

風味の薄い固い製品となります。生活クラブのパスタの表面がザラザラで、白っぽいの

は、小麦のたんぱく質が熱変性していないためです。口の中に小麦の香りが広がります。

シールラベルを包材に貼る作業。
開発に関わった組合員が貼りました。

↑

↑

風薫
Fuka

大地
Daichi

40周年虹ブレンド　風薫Fukaと大地Daichi
280g(140g×2) 964円（税込1,041円）賞味期限180日(未開封)

一般的にコーヒーは大手商社が各生産国より輸入しており、原材料生豆の生産や
流通などについての詳細は、あまり明らかになりません。
｢風薫と大地｣は日東珈琲㈱が、現地生産者と契約し、生豆を直接輸入したものを
千葉県山武市にある日東珈琲の工場で、焙煎・粉砕し、ブレンドしたものです。

　　　　産地：エチオピア、ブラジル、グアテマラ、コスタリカ、の生産者から
　　　　の豆。赤ワインを想わす酸味とスウィートチョコレートのような風味、
　　　　しっかりとしたコクがあり最後に甘みを感じるコーヒーです。

　　　　産地：エチオピア、パプアニューギニア、インドネシア、ウガンダ、コ
　　　　スタリカ、エルサルバドル、の生産者からの豆。ビターチョコレートの
　　　　ような風味、スッキリとした後味とほのかな甘みがあり、クリーミーな
　　　　質感が特徴です。

【生産者紹介】日東珈琲㈱：【生産者紹介】日東珈琲㈱：

日東珈琲は、明治の末期、東京銀座に喫茶店第一号をつくった日東珈琲は、明治の末期、東京銀座に喫茶店第一号をつくった

「カフェーパウリスタ」がもとの社名です（その後、軍命令で「カフェーパウリスタ」がもとの社名です（その後、軍命令で

社名変更）。日本で流通しているコーヒー豆のほとんどが大手社名変更）。日本で流通しているコーヒー豆のほとんどが大手

商社が輸入した｢価格｣と｢見栄え(粒の大きさ・均一性)｣優先で商社が輸入した｢価格｣と｢見栄え(粒の大きさ・均一性)｣優先で

取り引きされ、おいしさの評価はほとんどされていませんでし取り引きされ、おいしさの評価はほとんどされていませんでし

た。日東珈琲では見栄えよりも、本当に「美味しさ」を感じるた。日東珈琲では見栄えよりも、本当に「美味しさ」を感じる

コーヒーを飲んでいただきたいと思い、生産国の生産者との直コーヒーを飲んでいただきたいと思い、生産国の生産者との直

接提携・直接貿易に踏みきり現在に至ります。日東珈琲は産地接提携・直接貿易に踏みきり現在に至ります。日東珈琲は産地

と作る人の顔が判る珈琲にこだわっています。と作る人の顔が判る珈琲にこだわっています。

ブレンドも包材もオリジナルの珈琲！

コクの風薫・クリーミーな大地

配達

7月2回
7/11～15

2016年度
限定品

40周年記念消費材40周年記念消費材
柏ブロック＋柏ブロック＋
ニューオークボニューオークボ

2016年度
限定品

40周年記念消費材
柏ブロック＋
ニューオークボ

40周年記念消費材40周年記念消費材
柏ブロック＋柏ブロック＋

日東珈琲日東珈琲

40周年記念消費材
柏ブロック＋

日東珈琲

【生産者紹介】日東珈琲㈱：

日東珈琲は、明治の末期、東京銀座に喫茶店第一号をつくった

「カフェーパウリスタ」がもとの社名です（その後、軍命令で

社名変更）。日本で流通しているコーヒー豆のほとんどが大手

商社が輸入した｢価格｣と｢見栄え(粒の大きさ・均一性)｣優先で

取り引きされ、おいしさの評価はほとんどされていませんでし

た。日東珈琲では見栄えよりも、本当に「美味しさ」を感じる

コーヒーを飲んでいただきたいと思い、生産国の生産者との直

接提携・直接貿易に踏みきり現在に至ります。日東珈琲は産地

と作る人の顔が判る珈琲にこだわっています。



【生産者紹介】日本ファイバーリサイクル連帯協議会(JFSA)
JFSAは、古着の回収・販売等を通じてパキスタンの学校｢アルカイール・アカデミー｣
と互いに交流・支援し合っています。生活クラブを通しても定期的に古着の回収を実施
しています。回収された古着はAKBG(アルカイール事業グループ)が買い取り、海上運
賃などの経費はAKBGが事業収益の中から負担しています。AKBGが現地で販売した収

益がアルカイール・アカデミーの運営費（教科書代や先生の給料など）
の一部となり、学校の運営を支えています。
JFSAとアルカイール・アカデミーは、共に繊維製品という事業素材を
活かすことで、自立した活動を行うことを目指しています。
パキスタンは世界第４位の綿花生産国ですが、現地の紡績工場では、子
どもも含めて劣悪な労働条件のもとで働いています。アルカイール・ア
カデミーでは卒業生や家族の女性たちが、自立を目指した仕事を広げて
いくことを目的に、AKBG縫製工房を2012年に開設。将来的にはパキス
タン国内での需要を事業の柱にすることを目指しています。事業を軌道
に乗せていくために、日本国内での販売を進めています。
今回、この40周年の記念消費材開発を通して、多くの方にJFSAの活動
を知ってもらい、ストールの購入をすることでその活動をより身近に感
じていただければと思います。

【生産者紹介】(有)マルヨー海苔製造所：私たちの工場のある富津岬は、外洋のきれいな海水と内湾の栄養豊富な水が混ざり合い、

風味豊かな味わいのある海苔が育まれます。富津岬の海苔は、昔から良質な江戸前海苔として高い評価を受けています。

私たちはささやかな事業所ですが、元漁師の父が目指していた「産地の原料を使い、健康の妨げにならない食品。添加物、保存料は

一切入れない」が、生活クラブの理念と合い、現在まで続いています。生活クラブは、生産者に組合員からの熱いメッセージを真剣

に伝えて教育してくれます。これまで温めてきたアイデアを基に、40周年記念消費材を一緒に実現できてうれしく思います。

【生産者紹介】(有)マルヨー海苔製造所：私たちの工場のある富津岬は、外洋のきれいな海水と内湾の栄養豊富な水が混ざり合い、【生産者紹介】(有)マルヨー海苔製造所：私たちの工場のある富津岬は、外洋のきれいな海水と内湾の栄養豊富な水が混ざり合い、

風味豊かな味わいのある海苔が育まれます。富津岬の海苔は、昔から良質な江戸前海苔として高い評価を受けています。風味豊かな味わいのある海苔が育まれます。富津岬の海苔は、昔から良質な江戸前海苔として高い評価を受けています。

私たちはささやかな事業所ですが、元漁師の父が目指していた「産地の原料を使い、健康の妨げにならない食品。添加物、保存料は私たちはささやかな事業所ですが、元漁師の父が目指していた「産地の原料を使い、健康の妨げにならない食品。添加物、保存料は

一切入れない」が、生活クラブの理念と合い、現在まで続いています。生活クラブは、生産者に組合員からの熱いメッセージを真剣一切入れない」が、生活クラブの理念と合い、現在まで続いています。生活クラブは、生産者に組合員からの熱いメッセージを真剣

に伝えて教育してくれます。これまで温めてきたアイデアを基に、40周年記念消費材を一緒に実現できてうれしく思います。に伝えて教育してくれます。これまで温めてきたアイデアを基に、40周年記念消費材を一緒に実現できてうれしく思います。
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配達

7月2回
7/11～15

119652注文
番号

江戸前の海苔佃煮の新工夫！二つ

配達

7月2回
7/11～15

119661注文
番号

119636注文
番号

いつでもストール from
パキスタン ーきなりー
1枚（130cm×35cm)
1,500円（税込1,620円）

池田幸子社長。のりの収穫

119652注文
番号

配達

7月2回
7/11～15

江戸前の海苔佃煮の新工夫！二つ
119661注文

番号

いつでもストール from
パキスタン ーさくらー
1枚（130cm×35cm)　1,500円（税込1,620円）
｢さくら｣の方は色を染めています。色が落ち
ることがあるため、他の物と一緒に洗濯する
際はご注意をお願いします。

120081注文
番号

　　　　　　　　　南房育ちのひじきのり豆入り
　　　　100ｇ　390円（税込421円）
千葉県産の黒ノリ・ひじき、地元房総の小糸在来大豆をあわせ
て炊きました。磯の香りの中の大豆の食感が美味。優しい味付
けで、ご飯がすすみます！のり＋豆＋ひじきで栄養面もばっち
り！保存料無添加、開封後は冷蔵庫に保存しお早目に。
原材料：黒のり、ひじき、大豆、醤油、砂糖、鰹だし、発酵調
味料、清酒、水飴

アレルゲン　麦・大豆　賞味期限１年間(未開封)

2016年度
限定品

2016年度
限定品

40周年記念消費材40周年記念消費材
市原ブロック＋市原ブロック＋

マルヨー海苔マルヨー海苔

40周年記念消費材
市原ブロック＋

マルヨー海苔

【生産者紹介】(有)マルヨー海苔製造所：私たちの工場のある富津岬は、外洋のきれいな海水と内湾の栄養豊富な水が混ざり合い、

風味豊かな味わいのある海苔が育まれます。富津岬の海苔は、昔から良質な江戸前海苔として高い評価を受けています。

私たちはささやかな事業所ですが、元漁師の父が目指していた「産地の原料を使い、健康の妨げにならない食品。添加物、保存料は

一切入れない」が、生活クラブの理念と合い、現在まで続いています。生活クラブは、生産者に組合員からの熱いメッセージを真剣

に伝えて教育してくれます。これまで温めてきたアイデアを基に、40周年記念消費材を一緒に実現できてうれしく思います。

40周年記念消費材
千葉ブロック＋

JFSA

オールシーズン使用できる、ガーゼ製のおしゃれなストールです。色は｢きなり｣と｢さくら｣の２色。
どちらも300枚の限定品です。両サイドにはかわいい刺繍が入っています。

いつでもストール いつでもストール frfromom パキスタン パキスタン

仕上がりには多少バラつきがあります。

ひとつひとつ手仕事のため、刺繍はデザインが
異なります。どんな柄が届くかはお楽しみ！

同僚と相談しながら一針、一針、仕上げます。

　　　　　　　　　まいのり
７ｇ×１０個　360円（税込389円）
地元千葉の海苔を原料にした、お弁当などに便利な個包装使い
切りタイプののり佃煮スティックです。地元の学校給食で人気
の品を、消費材の｢のりの佃煮｣に応用。広い年齢層に人気が出
るものと期待しています。保存料無添加の佃煮です。保存は直
射日光、高温多湿を避け、開封後は一度でお使い下さい。
原材料：醤油(大豆:遺伝子組み換えでない･小麦を含む)、砂糖、
生のり、乾のり、発酵調味料、鰹だし、酵母エキス、清酒、水飴

アレルゲン　麦・大豆　賞味期限１年間(未開封)
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ハイムのアイテムにＵＶカット効
果のあるフェイスパウダーの存
在を知り愛用しています。粉っぽ
くならず肌になじむ感じでとても
いいです。気軽なメイク直しでＵ
Ｖカットの効果を長持ちさせら
れ、石けんで落とせるところも気
に入ってます。ついつい面倒な日
焼け対策もこれなら簡単で負担
なく使用できます。

シミ ノンオイル

シミ ノンオイル

目的に応じたスペシャル美容液

 ノンケミカルのＵＶケア

ＵＶミネラルパウダー 6g
（パフ付き）

成分／マイカ、酸化チタン、シリカ、カオリン、酸化亜鉛、水酸化Al、ス
テアロイルグルタミン酸2Na、ステアリン酸、炭酸Ca、イソステアリ
ン酸、水、スクワラン、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、イソス
テアロイル加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、酸化鉄

メイクしながら肌を守る微粒子パウダー

低刺激で使いやすい日焼け止め乳液

無色タイププ
石けんで
落とせる

石けんで
落とせる

ノンケミカル

紫外線
吸収剤
無添加

紫外線
吸収剤
無添加

化粧下地
にも

親子で使いたい毎日の紫外線対策
子どもの肌にもＯＫ

チャイルドサンスクリーンミルク 25ml

成分／シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、水、酸化チタン、ＰＥＧ－
１０ジメチコン、スクワラン、イソノナン酸イソノニル、グリセリン、

（ＨＤＩ／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、アルミ
ナ、シリカ、メチコン、ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチ
コン、トリメチルシロキシケイ酸、塩化Ｎａ、イソステアリン酸、フェノ
キシエタノール、クエン酸Ｎａ、ジメチコン、ラウロイルグルタミン酸
ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、グリチルリチン酸２Ｋ、エチ
ドロン酸４Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、α－グルカン、グルコシ
ルセラミド、トコフェロール

ＵＶプロテクトミルク 50ml
（サラッとのびる）

※1 メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ

こだわりの安心美白※1

有効成分／Ｌ－アスコルビン酸2－グルコシド、アラントイン　その他の成分／精製水、ＢＧ（1,3－ブチレングリコー
ル）、濃グリセリン、Ｌ－アルギニン、トリメチルグリシン、クエン酸ナトリウム、フェノキシエタノール、パラベン、アンズ
果汁（濃グリセリン含有）、ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム（精製水含有）、クエン酸、米糠抽出物加水分解
液（精製水含有）、ローズマリーエキス（精製水、ＢＧ含有）

やさしいうるおいで乾燥対策にも
薬用ピュアホワイト 化粧水（しっとり） 120ml

有効成分／Ｌ－アスコルビン酸2－グルコシド、アラントイン　その他の成分／精製水、ヒアルロン酸ナトリウム液（精
製水含有）、デカメチルシクロペンタシロキサン、ＢＧ（1,3－ブチレングリコール）、植物性スクワラン、イソノナン酸イ
ソノニル、濃グリセリン、Ｌ－アルギニン、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、トリメチルグリシン、水素添加大豆リ
ン脂質、サクシニルアテロコラーゲン液（精製水含有）、パラベン、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、カルボ
キシビニルポリマー、水酸化カリウム、キサンタンガム、天然ビタミンＥ、ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム

（精製水含有）、米糠抽出物加水分解液（精製水含有）、ローズマリーエキス（精製水、ＢＧ含有）、アンズ果汁（濃グリセリ
ン含有）、ローズヒップ油

水分・油分をバランスよく補う
薬用ピュアホワイトミルキィエッセンス 30ml

有効成分／リン酸Ｌ－アスコルビルマグネシウム、アラントイン
その他の成分／精製水、エタノール、ＢＧ（1,3－ブチレングリコール）、濃グリセリン、ク
エン酸ナトリウム、納豆エキス（精製水、エタノール含有）、ヒアルロン酸ナトリウム（2）、
パラベン、サクラ葉抽出液（精製水、ＢＧ含有）、オウゴンエキス（精製水、ＢＧ含有）、ク
ワエキス（精製水、ＢＧ含有）、ユキノシタエキス（精製水、ＢＧ含有）、クエン酸、チャエキ
ス（1）（精製水、エタノール、ＢＧ含有）

日中の肌をクリアに保つ

薬用ホワイトニング
エッセンスＧ 30ml

有効成分／有効成分：アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウム
その他の成分／精製水、濃グリセリン、ＢＧ（1,3－ブチレングリコール）、納豆エキス（精
製水、エタノール含有）、ダイズエキス（精製水、ＢＧ含有）、クエン酸ナトリウム、ヒアルロ
ン酸ナトリウム（2）、サクシニルアテロコラーゲン液（精製水含有）、メマツヨイグサ抽
出液（精製水、ＢＧ含有）、パラベン、マヨラナエキス（精製水、ＢＧ含有）、ゲットウ葉エキ
ス（精製水、ＢＧ含有）、グルコシルルチン

肌のうるおいとキメを
守るお休み前のケア

薬用リンクル
エッセンスＧ 30ml

有効成分／グリチルリチン酸ジカリウム、ニコチン酸アミド、センブリ抽出液（エタノール、精製水
含有）、ニンジン抽出液（精製水、エタノール含有）　その他の成分／エタノール、精製水、ラベンダー
水（ＢＧ、フェノキシエタノール含有）、ヒアルロン酸ナトリウム液（フェノキシエタノール含有）、ＢＧ
(1,3-ブチレングリコール)、ポリグルタミン酸塩（精製水、ＢＧ含有）、海藻エキス（１）（エタノール、
フェノキシエタノール含有）、トレハロース、ビワ葉エキス(ＢＧ含有)、Ｄ－パントテニルアルコール

イキイキとしたつや髪に

薬用ヘアエッセンスHM　髪小町 150ml

保湿しながらしっかりなじむ
薬用ピュアホワイト クリーム 30g

有効成
含有）、
水（ＢＧ
(1,3-ブ
フェノ

イキ

薬用

薬用ホワイトセット

ＵＶケアセット チャイルドサンスクリーン
ミルク2本セット

美白美容液セット

  5,180円(税抜)が  5,180円(税抜)が通常通常

4,150円（税抜）

  5,400円(税抜)が  5,400円(税抜)が通常通常 4,320円（税抜）  4,800円(税抜)が  4,800円(税抜)が通常通常 3,840円（税抜）

  4,840円(税抜)が  4,840円(税抜)が通常通常 3,870円（税抜）   3,560円(税抜)が  3,560円(税抜)が通常通常 2,850円（税抜）

  1,800円(税抜)が  1,800円(税抜)が通常通常 1,440円（税抜）

髪小町2本セット

ホワイトセッ

国内基準最高値

気になる

薄毛対策に

成分／水、イソノナン酸イソノニル、酸化チタン、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、
イソステアリン酸ポリグリセリル－10、ベタイン、BG（1,3－ブチレングリコール）、ステアリン酸、
ポリリシノレイン酸ポリグリセリル－6、ベヘニルアルコール、ジメチコン、水酸化Aｌ、ペンタステ
アリン酸ポリグリセリル－10、フェノキシエタノール、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、カル
ボキシメチル－β－グルカンNa、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、ポリグルタミン酸

千葉ブロック 中井さん千葉ブロック 中井さん千葉ブロック 中井さん

トトッお得セットットお得セット
ハイムの

お得セット

祝 40周年!!祝 40周年!!祝 40周年!!虹の街虹の街虹の街

ハイムは松戸市の生産者です。
どれも20％OFF！！

フルーティアモイスチャリング
ローション120ml
成分／水、ＢＧ（1,3-ブチレングリコール）、グリセリン、メチルグルセス-20、
エリスリトール、トレハロース、キサンタンガム、ヒアルロン酸Ｎａ、アセロラ
果実エキス、ザクロ果皮エキス、トマトエキス、ベルガモット果皮油、オレンジ
果皮油、ユーカリプツスラジアタ葉油、ローレル油、オレンジ花油、サンタルム
アウストロカレドニクム木油、PEG-60水添ヒマシ油、レシチン、ステアリン
酸スクロース、ジステアリン酸スクロース、クエン酸Na、クエン酸、フェノキシ
エタノール、メチルパラベン（※レシチンは大豆由来の成分です。）

ハリとツヤにあふれた弾力肌へ

フルーティア
ウォッシングフォーム100g
成分／水、ミリスチン酸、BG（1,3-ブチレングリコール）、水酸化K、ステアリン
酸、グリセリン、ジステアリン酸グリコール、PEG-60水添ヒマシ油、
PEG-150、ココイルグリシンK、ココイルメチルタウリンNa、PEG-40水添
ヒマシ油、ラウリルベタイン、アセロラ果実エキス、ザクロ果皮エキス、トマト
果実エキス、オレンジ果皮油、ニオイテンジクアオイ油、ラベンダー油、スペア
ミント油、ニュウコウジュ油、ベチベル根油、フェノキシエタノール、メチルパ
ラベン

弾力泡ですっきり洗う

生活クラブ共同開発品 フルーティアセット

  4,480円(税抜)が  4,480円(税抜)が通常通常

3,580円（税抜）

ウォッシングフォーム

柏ブロック 東條さん柏ブロック 東條さん柏ブロック 東條さん

今までササっとしか洗顔していなかっ
た私ですが、しっかり泡立てた泡で洗
顔すると、乾燥が気になる季節も1日
中カサつきのない肌を実感できます。
リピート間違いなしです！

さっぱりし過ぎず、しっとりし過
ぎず調度良い質感でした。香りも
くせがなく爽やかでした。

モイスチャリングローション

柏ブロック 池上さん柏ブロック 池上さん柏ブロック 池上さん

柏ブロック 湯浅さん柏ブロック 湯浅さん柏ブロック 湯浅さん

モイスチャリングローション

ＵＶミネラルパウダー

ＵＶプロテクトミルク

今まで金額が高い他の化粧品を
使っていましたが、モイスチャリ
ングローションは、この高保湿
感でこの価格はすごく安いと思
います。今後も使い続けたいで
す。

薬用ピュアホワイト
化粧水（しっとり）

薬用ピュアホワイト
ミルキィエッセンス

薬用ピュアホワイト
クリーム

薬用ホワイトニング
エッセンスＧ

薬用リンクル
エッセンスＧ

毛活源α2本セット

有効成分／センブリエキス（精製水、エタノール含有）、クジンエキス（ＢＧ含有）、β
－グリチルレチン酸、ニコチン酸アミド、ヒノキチオール
その他の成分／エタノール、精製水、ボタンエキス（精製水、エタノール含有）、BG

（1,3－ブチレングリコール）、冬虫夏草エキス（精製水、エタノール含有）、ｌ－メン
トール、オウゴンエキス（精製水、ＢＧ含有）、ｄｌ－カンフル、Ｄ－パントテニルアル
コール、ジカプリル酸ピリドキシン

コシのある健康な髪へ
薬用毛活源α 150ml 皮脂の多い

頭皮を

すっきり

成分は配合目的と分量を100％表示しています ／ 製造年月記載 ／ 肌に刺激のある保存剤等の配合はできる限り少なくしています ／ 香料・合成着色料・紫外線吸収剤無配合 ／ 開発から製造まで自社工場を中心に
国内で生産しています。初めてお使いになる方は、必ずパッチテストを行ってください。お肌に合わない場合は使用を中止してください。

昼 夜
水分解

液（精
ン酸イ
大豆リ
カルボ
リウム
リセリ

薬用ホワイトニング 薬用リン

昼 夜
有効成分／分分
その他の成
エン酸ナト
パラベン、サ
ワエキス（精
ス（1）（精製

エッセ

有効成分／分分
その他の成
製水、エタノ
ン酸ナトリ
出液（精製水
ス（精製水、

肌のう
守るお

薬用リ
エッセ

ンクルワイト ング 薬用リン

昼 夜

ノンケミカル

ノンケミカル

118583

118605118591

118613 118621

118648118630

注文番号

注文番号
注文番号

注文番号 注文番号

注文番号 注文番号

モイスチャリング
ローション

ウォッシングフォーム

7月2回
7/11～15配達

有効成分／Ｌ－アスコルビン酸2－グルコシド、アラントイン　その他の成分／精製水、デカメチルシクロペンタシロ
キサン、イソノナン酸イソノニル、ＢＧ（1,3－ブチレングリコール）、濃グリセリン、ベヘニルアルコール、バチルアルコー
ル、Ｌ－アルギニン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、ステアリン酸、ポリオキシエチレンベ
ヘニルエーテル、ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル、スクワラン、モノステアリン酸ソルビタン、モノステアリ
ン酸ポリエチレングリコール、パラベン、天然ビタミンＥ、ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム（精製水含有）、
米糠抽出物加水分解液（精製水含有）、ローズマリーエキス（精製水、ＢＧ含有）、アンズ果汁（濃グリセリン含有）
※水素添加大豆リン脂質は大豆由来の成分です。


