
薬でないけど常備役！！
ムシ歯を防ぐ・歯垢を除去する・口臭を防ぐ

プレミアムＮ（ナチュラル）

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごし

ましょう 100cc・・・・2,100円(税込)

㈱やくそうの島 天草社
ゆるっと天草食農ネットワーク

TEL・FAX：0969-24-3697

Email:info@amakusa.biz

天草市浄南町５９－３

No.４１４ ２０１１年６月２７日

ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り
Web 旬のたより→http://amakusa.biz

マクロビ弁当・惣菜アンケートご紹介
5 月にマクロビを食べていただいたお客様へアンケートを実施しました。

以下ご報告です。

１、マクロビ弁当を食べて何か変化はありましたか?

・ 食事の量が減った。

・ 野菜を食べるようになった。

・ 胃もたれ、胸やけが少なくなったが、消化がいいのでお腹もすきます。

・ お腹がすっきりした。

・ 体が喜ぶような気がします。

・ 体重が増えないようになり、肌も安定している。

・ 身体、肌の調子がよい。

・ 体脂肪が減った。

・ 太りにくくなった。

・ 幸せな気分で食事できる。

・ 薄味をより好むようになった。

・ 肉類をたくさん食べなくなった。

・ ヒジキの評価が上がった。

２、お気に入りのメニューは?

車麩のカツ・人参と梅酢サラダ・こんにゃくの万能ダレ炒め

野菜コロッケ・グルテンバーガー春巻き・大豆タンパク唐揚げ南蛮

玄米ご飯・レンコンハンバーグ・レンコンボール・ブラマンジェ・豆乳かん・リ

ンゴのくず煮・きのこの香味炒め・昆布としいたけの佃煮・豆腐料理・きんぴら

ごぼう・麩のメニューなど

※グルテンバーガー（大豆と小麦タンパクをミンチ状にした食材）

３、その他ご意見

・ おかずが少ないので、ご飯があまることがある。

・ 玄米が美味しいので、増やして欲しい。

・ 丼ものもあればいいです。

・ 毎回安心して楽しくいただいています。

・ 生野菜にドレッシングがほしい。

・ 箸や弁当箱も自然に返せる素材にならないでしょうか?

・ 天草中にマクロビ弁当を流行させてください。皆でいい物を食べましょう。

・ お品書きを楽しみにしています。

・ 玄米を週 3 回にお願いします。

お中元早期予約キャンペーン中 6月末まで
5％～10％引き

ご予約はお早めに!!
産地直送海産物

①えびすセット（あかね）2,500 円→2,250 円（あじ開き,いわしみりん干し他）

②えびすセット（ハイヤ）3,500 円→3,150 円（あじみりん干し,かます開き他）

③天草灘セット 3,150 円→2,830 円（真鯛ささ塩干し,味みりん干し,松イカ他）

④無添加辛子明太子 250g 3,150 円→2,830 円 350g 4,200 円→3,780 円

⑤無添加数の子、辛子明太子セット各 200ｇ入り 4,200 円→3,780 円

産地直送スイーツ

①阿蘇天然アイス（カップ 10 個入り）3,800 円→3,420 円

②阿蘇天然もなかアイス（9 個入り）4,000 円→3,600 円

産地直送加工品

①シモンそうめん A（12 食分） 3,150 円→2,830 円

②シモンそうめん B（ドレッシング 2 本,ふりかけ,そうめん）3,150 円→2,830 円

③無添加ハム・ソーセージ A（ハーブソーセージ,ランチョンミート、ウィンナー）

④無添加ハム・ソーセージ B（ロースハム,ベーコン,ハーブソーセージ,豚角煮）

⑤無添加さつま揚げ（木箱入り）棒天,ごぼう天,小判天,レンコン天）

③④⑤各 3,150 円→2,990 円

※上記は一例です。店頭にお中元チラシも準備しております。
★地方発送出来ます 九州・中国・四国・関西：1 件当たり 700 円

その他地域：1 件当たり 1,150 円

Web ショップ：http://shop.amakusa.biz

――続

など、たくさんの丁寧なご意見をいただき、大変ありがとうごます。皆様に

エールを送っていただいた気がして、これからもいろいろなメニュー作り、

バランスを考えたお弁当を作っていきます。今後ともどうぞご意見、ご要望

お待ちいたしております。ありがとうございました。

マクロビ担当 栄養士 野崎 由美子

毎週土曜日は夜市開催（銀天街 もやいショップ）18 時 30 分より

次回 2 回目は 7 月 2 日です！ぜひ皆様足をお運び下さいませ♪



◆FAX 注文は下記もお書きください

お名前：

お電話：

※食材等の都合により、メニューの変更がある場合がございます。どうぞご了承ください。

★肉・魚類も全て国内産を使用し、出来る限り天草産を使用しております。

6/27(月)

・黒米

・手作りがんもどき

・きのこの香味炒め

・青菜のゴマ和え

・漬物

・★さつま芋のトリュフ

～～～～～～～～～～～～～

５９３Kcal

コレステロール低下・ガンの予防

～マクロビ弁当とは～
肉、卵、乳製品を使わず、でき

るだけ地元の無農薬野菜を使っ
て作る穀物菜食の食事です。

週に 1～2 回でも食べてみま
せんか？心と体にほっとする弁
当です。

★マークは新作メニューです。

・玄米ごはん

・板麩の野菜炒め

・人参とひじきの梅酢サラダ

・ごぼうと生姜の佃煮

・漬物

・りんごのくず煮

～～～～～～～～～～～～～

５７0Kcal

美肌 貧血改善

・玄米ごはん

・★大根マーボー

・ひじきの煮物

・リンケッツと野菜の炒め物

・漬物

・豆乳もち

～～～～～～～～～～～～～

5７６Kcal

便秘改善・貧血改善

三 喜 （ 厨 房 ）
TEL/FAX 22-1545

ゆるっとショップ（浄南町店）
TEL/FAX 24-3697

もやいショップ（銀天街店）
TEL/FAX 27-5310

●幕の内弁当 ● 唐 揚 弁 当

●豚カツ弁当 ●鶏の照り焼き弁当

●魚フライ弁当 ● 塩 鯖 弁 当

●コロッケ弁当

【1 パック 150 円】単品
●玉子焼き 100g 128kcal
●ごぼうきんぴら 100g 45kcal
●ホタテステーキ 100g 105kcal
●煮しめセット 100g 100kcal
●さばの味噌煮 100g 206kcal
●酢の物 100g 43kcal
●肉野菜炒め 100g 120kcal
●ひじき煮 100g 67kcal
●肉じゃが 100g 180kcal

～お知らせ～

・マクロビ弁当は前日の午前中までに

ご予約お願いします。

・当日でもお受け出来る場合もご

ざいますが、メニュー変更やお時間

がかかりますのでご了承下さい。

6/28(火) 6/29(水) ６/30(木) 7/1(金) 7/2(土)

（前日予約）

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

・雑穀入り五分づきごはん

・大豆たんぱくの唐揚げ

・山芋のポン酢がけ

・ごぼうの味噌煮

・漬物

・黒煎り玄米コーヒー寒天

～～～～～～～～～～～～～

５８２Kcal

デトックス効果・ポリフェノール効果

・玄米ごはん

・グルテンバーガーの春巻

・じゃがいもの豆乳煮

・大根の梅酢漬け

・漬物

・白ごまのﾌﾞﾗﾏﾝｼﾞｪ風

～～～～～～～～～～～～～

5８０Kcal

便秘改善・疲労回復

550kcal

750kcal

720kcal

610kcal

770kcal

560kcal

555kcal

725kcal

・若鶏の香味揚げ
680kcal

・チキンステーキ

575kcal663kcal

・白身魚のいそべ揚げ ・魚フライ

730kcal610kcal

・スズキの照り焼き ・豚肉と玉ねぎの生姜焼
デミグラスソース牛深産味元使用 特製タルタルソース


