
Winter & Spring 2022

b u o n o な 出 会 い
～イタリアンのりレシピで乾杯！！～

ボ ー ノ



NEW

のりパスタと舞茸、ベーコンのクリームソース

◎ 作り方
① ニンニクを潰し、オリーブオイルできつね色になるまで炒める。
② ニンニクを取り出しベーコンをカリカリになるまで炒める。
③ ②にほぐした舞茸と1センチくらいにカットした、のりうまいかを入れ
　 ソテーする。
④ ③に白ワインを入れアルコールを飛ばしホワイトソースを入れ、
　 水分が足りなければ水で調整して塩で味を整える。
⑤ のりパスタを5分たっぷりのお湯でボイルし④にあわせ、
　 お好みで黒胡椒をかければ完成。
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のりとイタリアンで
festa a casa
ハロウィンやクリスマス、年末年始のパーティーメニューに
大活躍する簡単で美味しいイタリアンのりレシピ！

新商品のりパスタに、「のりうまいか」が食感のアクセント！ 5g
100g
適量
50cc
150g
1 袋
適量
少々
8本
適量
2本

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ニンニク
ベーコン
舞茸

白ワイン
ホワイトソース
のりパスタ

オリーブオイル
塩

のりうまいか
黒胡椒

のりうまいか
(仕上げ用）

◎ 材料( 2 人前 )

ホ ー ム パ ー テ ィ ー

のりパスタ     P9 ▶掲載 のりうまいか     P10 ▶掲載

生パスタのようなもちっとした
食感が楽しめる、フィットチーネのような
太めの平麺で茹で時間が5分と短く
手軽に調理いただけます。

のりパスタを茹でる際に塩は不要です。



1 束
適量
適量
適量
適量
適量

……
……
……
……
……
……

のりそば
白子
水
酒

塩こしょう
チーズ

150g
50g

……
……

ホワイトソース
長芋

のりそばと白子のクリームグラタン
濃厚でクリーミーな、あったかメニュー

◎ 材料（1人前）

◎ 作り方
① 白子は水と酒、塩で下処理をしておく。
② Aをフードプロセッサーなどでなめらかにする。
③ ②を鍋に入れ、Bと混ぜ合わせ吹きこぼれないように
　 注意しながら沸かし、塩こしょうで味を整える。
④ のりそばを茹で上げ、流水でよく洗い水分をしっかりと切る。
⑤ 耐熱グラタン皿にそば、白子の順番に入れ、
　 その上に③を流し入れチーズを振りかける。
⑥ オーブンやトースターで焼き目をつければ完成。

表紙レシピ

マグロのタルタルサラダ ◎ 作り方
① マグロを細く切る
② Aをそれぞれみじん切りにする。
③ ①に②を合わせ、レモン汁と塩、
　 エクストラヴァージンオイルで味を
　 整える。
④ のりソースの具材をまぜあわせる。
⑤ 器にお好みのサラダ、イクラを並べ、
　 ③を盛り④のソースをかける。
⑥ お好みの、のりに巻いて完成！
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Point! 生クリームは牛乳40cc、バター5gで代用できます。
白子の代わりにホタテもおすすめです。

絶品のりソースが味の決め手！ヘルシーサラダ巻き

…………………………………A

20g
50cc
20cc
20cc
少々

……
……
……
……
……

長芋（角切り）
コンソメスープ
生クリーム

牛乳
塩

………………………………B

100g
適量
適量
適量
少々
少々

少々

……
……
……
……
……
……

……

マグロ
イクラ

お好みのサラダ
しおのり・焼のり

レモン汁
塩

エクストラ
ヴァージンオイル

少々
5g
5g

……
……
……

ニンニク
ケッパー
アンチョビ

◎ 材料

……………………………………

………………………………………

A

10g
10g

5g

……
……

……

のり佃煮
ビネガー
エクストラ

ヴァージンオイル

＜のりソース＞

のりそば　
P10 ▶掲載

特上のり佃煮　P7 ▶掲載

しおのり　P8 ▶掲載

焼のり　P8 ▶掲載



もみのり P7 ▶掲載

のりのニョッキ・かぼちゃソースがけ
もちもち食感！ハロウィンにもおすすめ
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ニョッキは粘りがでるまでこねて
湯量に対して塩を２～３%入れて
茹でてください。Point!

ナポリに古くから伝わる職人の伝統技術を守る「真のナポリピッツァ協会」に
認定された確かな技術と、本格ピザ釜で焼き上げられるピッツァに魅了される
ファンで店内はいつも賑わっています。
明石産のタコなど、地元の魚介類を取り入れた逸品も豊富。
北海道産の小麦を使った生地は日本人の口に自然と馴染み、
新鮮な素材が活きる美味しさです。

明石市朝霧東町2-13-10 リバーサイド朝霧103
TEL：078-917-2202
https://www.pizzeria-beatrice.com

「真のナポリピッツァ協会」に世界で603番目に認定された、明石で初めての店

（ベアトリーチェ）

＜ニョッキ＞

◎ 材料

500g
1 個
少々
適量

……
……
……
……

ジャガイモ
卵
塩

チーズ、野菜

150g
10g
50g
10g

……
……
……
……

強力粉
塩

粉チーズ
もみのり

………………………………………A

＜かぼちゃソース＞

100g
1 かけ
適量
少々

……
……
……
……

かぼちゃ
ニンニク

オリーブオイル
塩

50cc
100cc

……
……

生クリーム
牛乳

………………………………………B

◎作り方
① ジャガイモをマッシュポテトにしてAを混ぜ、溶き卵を加えこねる。
② ①を約1.5センチの大きさに丸め、指で軽く押しつぶす。
③ 沸騰したお湯に塩を入れ、浮き上がってくるまで茹でる。 
④ 皮付きのかぼちゃにラップをしてレンジで火を通し、細かくカットする。 
⑤ オリーブオイルでニンニクをキツネ色になるまで炒め、④とBを入れる。
⑥ ⑤をミキサーでなめらかにし、塩で味を整える。  
⑦ 温めた⑥に③を入れてなじませる。
　 チーズをかけて野菜を添えれば完成。
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Point!
ラップをして暖かいところで
発酵させてください。
クッキングシートがついたまま揚げて、
シートが浮いてきたら取り除いてください。

のりのグラッファ（ナポリ風ドーナツ）
感動のふわっふわ食感！本場ナポリ風ドーナツがご自宅で楽しめます

のりとほうれん草のニューディ・ブイヨン仕立て
寒い季節におすすめ！栄養満点スープ

◎ 材料 ◎ 作り方
① ほうれん草を下茹でして水分をしっかりと
　 切って細かくきざむ。
② キッチンペーパーを敷いたザルにリコッタ
　 チーズを入れて余分な水分を切っておく。
③ ①と②、Aを混ぜ合わせ、食べやすい大きさ
　 に丸めて小麦粉をまぶす。
④ 沸騰したお湯に塩を入れ（湯量に対して２～３%）
　 ③を浮き上がってくるまで茹でる。
⑤ 鍋にブイヨンスープを沸かし、茹で上げた④
　 を入れて1分ほど煮込めばできあがり。

◎作り方
① ジャガイモを茹で、ペースト状にしてBをあ
　 わせる。
② ①に振るったAを数回に分けて混ぜ合わせる。
③ 1.5倍くらいに膨らむまで発酵させる。
④ 1個 40gに分割、成形して10㎝角のクッキング
　 シートにのせる。
⑤ 160～180度の油で焼き色が付くまで揚げる。
⑥ Cを混ぜ合わせ⑤にふりかける。

のりパウダー　P9 ▶掲載

100g（茹で上がり）
60g
適量
適量
適量

……
……
……
……
……

ほうれん草
リコッタチーズ

小麦粉
塩

ブイヨンスープ

1個
10g
10g
5g

……
……
……
……

卵
強力粉
粉チーズ
味のり

………………………………………A

………………………………………A

◎ 材料

250g
適量

……
……

ジャガイモ
油

300g
50g

大さじ1
5g

……
……
……
……

薄力粉
強力粉

ドライイースト
のりパウダー

………………………………………B

………………………………………C

2 個
3g
50g
50g

……
……
……
……

卵
塩
砂糖

オリーブオイル

5g
20g
2g

……
……
……

シナモン
粉糖

のりパウダー

味のり　P8 ▶掲載
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1本箱入（味）

2本セット（味） 3本セット（味）

2本セット（味・焼） 3本セット（味・焼）

箱なし（味）

1本箱入（焼）

箱なし（焼）

★詰替用もございます。

商品番号　PA-1
885円（税込）
味のり8切 80枚

商品番号　PA-2
1,782円（税込）

商品番号　PA-3
2,592円（税込）

商品番号　PAY-2
味のり・焼のり 各1本

商品番号　PAY-3
味のり 2本 ・ 焼のり 1本

商品番号　PA-00
756円（税込）

商品番号　PY-1
885円（税込）
焼のり8切 80枚

商品番号　PY-00
756円（税込）

熨斗・包装

熨斗・包装 熨斗・包装

熨斗・包装

熨斗・包装 熨斗・包装

一年で一番最初に収穫される新芽を使った「一番摘み」のりはお茶でいうところの

新茶にあたるとても貴重なもの。その中でも特にうまみのある海苔を厳選しています。

肉厚でパリッとした食感、新芽特有のとろけるような口どけ、上品な風味をお楽しみください。

鍵庄の看板商品「味のり」は、うまみを最大限にひきたてるため、天然の昆布やカツオ、

海老の一番だしを使った秘伝のタレで味付けしています。

秘伝のタレ

鍵庄は「一番摘み」明石のり

我が家の定番、一番摘みのり。
食卓にあれば皆がごきげん。

味のりの「赤」と、焼のりの「緑」。
いつもそばに、おいしい明石のりを。

一番摘み　明石の恵み



アレルゲン （28 品目中）
えび・小麦・大豆・牛肉
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恵みフィルム入
商品番号　MF-12
1,404円（税込）
味のり8切 4枚×36束

小分けパックだからお弁当にも
ご来客のおもてなしにも便利です。

恵み詰替用
商品番号　PAT-12
1,404円（税込）
味のり8切 80枚×2袋

味のりセット

明石の恵み  味のり

6本セット 商品番号　PA-6
4,536円（税込）

8本セット 商品番号　PA-8
6,048円（税込）

10本セット 商品番号　PA-10
7,560円（税込）

味・焼のりセット
6本セット
味のり・焼のり 各3本

商品番号　PAY-6
4,536円（税込）

8本セット
味のり・焼のり 各4本

商品番号　PAY-8
6,048円（税込）

10本セット
味のり・焼のり 各5本

★この商品は、赤い蓋「味のり」
　2本分の詰替用です。

※税込表示は、8%の価格となります。

詰替セット1（味） 詰替セット2（味）
商品番号　PAT-2
2,322円（税込）
味のり8切80枚  1本
味のり8切80枚  2袋 

商品番号　PAT-3
3,132円（税込）
味のり8切80枚  2本
味のり8切80枚  2袋 

熨斗・包装 熨斗・包装

熨斗・包装

商品番号　PAY-10
7,560円（税込）

熨斗・包装

一番摘み明石の恵みは
食べやすい8切サイズ

約4.8cm×9cm /枚

※のりは全て、えび・かにが生息している
海域で採取しています。

明石の恵み「味のり」2本分の詰替用をご用意しました。 

贈り物には、詰替用2袋がセットになった『詰替セット（味）』がおすすめです。

お得で、エコな詰替用



しょうゆ（大豆（国産）、小麦（国産）、食塩）（国内製造）、本みりん、
粗糖、米酢、ゆず果汁、かつお削り節、焼海苔、食塩

原材料
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料理に加えるだけで、おいしさアップ。レシピのアイデアが広がります。
のりの旨みはいろんな料理と好相性。巻いて、まぜて、ふりかけて。アレンジ自在だから大活躍。

のりごまふりかけ
540円（税込）

「鍵庄の味のり」にあうゴマを厳選。ふたつの香り、
風味が楽しめるシンプルでやさしい味わい。

1本 50ｇ

特上のり佃煮
648円（税込）

口どけのよい、一番摘みの明石のりを贅沢に使い、
まろやかな味わいに仕上げました。保存料無添加。

1瓶 250ｇ

レシピ掲載 レシピ掲載

アレルゲン えび・小麦・大豆・ごま・牛肉 アレルゲン 小麦・大豆

一番摘み 味付もみのり
648円（税込）

いろんな料理に、まぜたり、ふりかけたり。
そのままおつまみにもおすすめです。

1袋 100ｇ

アレルゲン えび・小麦・大豆・牛肉

のりと玉ねぎのドレッシング
540円（税込）

兵庫県産たまねぎとのりを使用。生野菜はもちろん
揚げ物、肉料理にも使える万能ノンオイルドレッシング。
化学調味料・保存料無添加。

1瓶 200ml

アレルゲン 小麦・大豆

アレルゲン 小麦・大豆

国産原料のゆずポン酢に、「一番摘みのり」を
入れると風味豊かで、マイルドな口あたりに。
お鍋はもちろん、魚料理や餃子にもよく合います。

原材料は全て国産にこだわり、化学調味料・保存料無添加

のりとゆずのポン酢
540円（税込） 1瓶 200ml

限定
商品

限定
商品

のり彩々

のりとゆずのポン酢
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※税込表示は、8%の価格となります。

※製品に使用しているのりは全て、えび・かにが生息している海域で採取しています。

ペットボトル入
商品番号　KP-55
594円（税込）
味のり8切 56枚

6本セット
商品番号　KB-6
3,564円（税込）
味のり8切 56枚×6本

※1 消費者庁が定める「アレルギー物質28品目」
小麦、そば、卵、乳、えび、かに、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
※2 商品に記載の栄養成分表示は日本食品標準成分表 8訂 2020年版の計算による推定値
※3 無添加：化学調味料、甘味料、着色料、糊料、酸化防止剤、発色剤、防カビ剤、保存料

無添加

熨斗・包装

こどものための「醤油を使わない天然のかつお昆布だしの味付のり」

味のり 4切 20枚
453円（税込）

濃厚なタレで味付け。
すし飯でなくても
おいしい手巻きずしに。

味のり4切 20枚

焼のり 4切 20枚
453円（税込）

丁寧に焼き上げた焼のり。
パリッと歯ぎれのよい
手巻きずしを。

焼のり4切 20枚

しおのり 4切 20枚
453円（税込）

一番搾りの胡麻油と
淡路の藻塩で味付け。
ぱっかんおむすびなどに。

しおのり4切 20枚
【約9.6×9㎝/枚】 
4切サイズ

レシピ掲載 レシピ掲載レシピ掲載

【約9.6×9㎝/枚】 
4切サイズ

【約9.6×9㎝/枚】 
4切サイズ

原材料はすべて国産にこだわり、
アレルギー物質28品目不使用、化学調味料無添加

アレルゲン えび・小麦・大豆・牛肉 アレルゲン ごま

焼のり 全形 7枚
540円（税込）

一番摘み明石のりを丁寧に焼き上げ、
香ばしさを引き出しました。
サラダ巻きなどに。

板のり 7枚

おにぎらず用 
しおのり 全形
540円（税込）

肉厚な一番摘みの明石のりに、
一番搾りの胡麻油と淡路の藻塩で
風味を付けました。

板のり 8枚

すしのり 全形 10枚
756円（税込）

生のりを丁寧に乾燥させました。
昔なつかしい磯の香りが口いっぱいに
広がります。太巻きなどに。

板のり 10枚

アレルゲン ごま

１. 兵庫県産 一番摘みのり使用
２. 消費者庁指定アレルギー物質28品目不使用※1

３. 砂糖・かつお節、すべて国産原料使用
４. 醤油を使わずまろやかな味、タレの塩分27%カット※2

５. 化学調味料・保存料など無添加※3 （弊社タレ比較）

一番摘み明石のり for kids



アレルゲン 小麦
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発売から23年。母の想いから生まれた、のりの新しいカタチ。

生パスタのようなもちっとした食感が楽しめる、
フィットチーネのような太めの平麺。

「赤ちゃんでも、のりの豊富な栄養を摂取できるように…」
そんな母の想いから、のりの探求は始まりました。
1999年に国や県の支援のもと、のりの栄養素を消化・吸収しやすくする
ミクロン粉砕に成功。それが「のりパウダー」です。

栄養豊富なのりパウダーを練り込むことで
特徴ある食感を実現しました。

NEW

レシピ掲載のりパスタ （袋入）
453円（税込）

トマトソースやオリーブオイル、クリームなど
幅広いソースと相性がよくレシピの幅が広がります。
茹で時間が5分と短く手軽に調理いただけます。

1袋 180g

限定
商品

のりパウダー使用

のりパウダー
540円（税込）

焼のりを20μ以下に粉砕したのりパウダーは
お料理の下地や仕上げのトッピングに。
パンや麺・揚げ衣などの生地に練り込むのもおすすめです。

1袋 50ｇ

レシピ掲載

カルシウムや鉄、葉酸や食物繊維など現代人に不足がちな栄養素が含まれている他、
コレステロールを下げる働きや、おなかの調子を整える効果も期待できます。

のりの栄養素

栄養たっぷり
のりは理想のヘルシーフード

焼海苔
100gに
含まれる
栄養成分

カロチン
27,000μg

タンパク質
41.1g

ビタミンC
210mg

カルシウム
280mg

食物繊維
36.0g

鉄
11.4mg

※5訂日本食品標準成分表より

にんじんの約3倍

大豆の約2.5倍

レモンの約2倍牛乳の約2.5倍

ごぼうの約6倍ほうれん草の
約13倍

のりパスタを茹でる際に塩は不要です。

焼のり100%の香ばしい風味ののりパウダーは、
離乳食や高齢者の方の
お料理にもお使いいただけます。

のりパウダー

のりパスタ
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栄養豊富なのりを、パウダー状に。手軽で美味しい、のりの新しい楽しみ方。
のりの豊富な栄養分はそのまま、身体が吸収しやすい粉末状に。笑顔の毎日に、のりのパワーを。

※税込表示は、8%の価格となります。

アレルゲン 小麦

アレルゲン かに・乳成分・小麦・大豆・豚肉・ごま アレルゲン 小麦・いか・大豆・卵 アレルゲン 小麦

アレルゲン 小麦・卵・いか

アレルゲン 小麦・そば

アレルゲン 大豆・小麦・さば

のりそうめん （袋入）
540円（税込）

手延べならではのコシの強さと
のりから生まれるのど越しは絶品です。

1袋 250ｇ

のりそば （袋入）
540円（税込）

国産の更科粉を使用し、のりパウダーを練り込み
ました。そばなのにつるりとしたのど越しに驚きです。

香り高いかつお節とまろやかなみりんを使った
風味豊かなつゆです。
保存料・着色料・甘味料無添加

1袋 250ｇ

めんつゆ （ストレート）
216円（税込） 195ml

のりごぼうあられ
324円（税込）

国産もち米とすりおろしたごぼうを使っています。
のりとごぼうの好相性に驚く大人の味です。

1袋 80ｇ

のりうまいか
432円（税込）

のりの香りとイカの歯ごたえがたまらない！
お酒のおつまみにも最適です。

1袋 94ｇ

のりかりんとう
378円（税込）

細身でポリポリ食感が良く、甘さ控えめです。
食べ出したら止まらないと評判です。

1袋 145ｇ

のり天 （すだち味）
388円（税込）

兵庫県産のりをサクサクと軽い食感の「のり天」に
仕上げました。徳島県産すだちはすきっとした酸味
と香りでクセになる味。

1袋 55ｇ

限定
商品

限定
商品

レシピ掲載

レシピ掲載

限定
商品

のりパウダー使用のりパウダー使用

のりパウダー使用 のりパウダー使用 のりパウダー使用

無添加

そうめんやそばのトッピングに！おやつやビールのおつまみにおすすめ

菓子・加工食品
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極上の一番摘みを贅沢に使いました。
とっておきの美味を、
大切な方への贈り物に。

格別の旨み、とろける口どけ。
のりの豊かな風味が際立ちます。

つきかすみ （一重）

つきかすみ 味のり

つきかすみ （三重）つきかすみ （二重）
商品番号　SG-1
3,240円（税込）
味のり4切 12袋・焼のり4切 12袋

商品番号　SG-2
5,400円（税込）
味のり4切 12袋・焼のり4切 12袋
味のり8切 20袋

商品番号　SG-3
8,640円（税込）
味のり4切 12袋・焼のり4切 12袋
味のり8切 20袋・焼のり全形 6袋

つきかすみ （季節限定）
商品番号　SG-AB
3,240円（税込）
味のり4切 8袋・焼のり4切 4袋
味のり8切 15袋

※ 4切 4枚、8切 6枚、全形 5枚

季節
限定

熨斗・包装 熨斗・包装 熨斗・包装 熨斗・包装

アレルゲン えび・小麦・大豆・牛肉
※税込表示は、8%の価格となります。

一番摘み　つきかすみ

ひとえ みえふたえ
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※税込表示は、8%の価格となります。

心ときめく、美味のバラエティ。
鍵庄の人気商品を組み合わせました。

人気の味やおすすめの味。
いろんな楽しみをギュッと詰合せ。

熨斗・包装

※製品に使用しているのりは全て、えび・かにが生息している海域で採取しています。

アレルゲンは各商品ページを参照ください。

お詰合せ 2022・冬1
商品番号　22-W1
4,761円（税込）
味のり8切 80枚×2本・焼のり8切 80枚×1本、
味のり4切 20枚・焼のり4切 20枚・
しおのり4切 20枚 各1袋、
のりうまいか・のりごぼうあられ 各1袋

熨斗・包装

お詰合せ 2022・冬2
商品番号　22-W2
5,799円（税込）
味のり8切 80枚・焼のり8切 80枚 各1本、
味のり8切 80枚×2袋、しおのり4切 20枚×1袋、
のりうまいか・のりごぼうあられ 各1袋、
のりそば 250ｇ×1袋、つゆ 1缶、
のりごまふりかけ×1本

熨斗・包装

お詰合せ 2022・冬3
商品番号　22-W3
7,029円（税込）
味のり8切 80枚・焼のり8切 80枚 各1本、
味のり4切 20枚・焼のり4切 20枚・
しおのり4切 20枚 各1袋、焼のり全形 7枚×1袋、
おにぎらず用しおのり全形 8枚×1袋、
特上のり佃煮 250ｇ×1瓶、のりそば 250ｇ×1袋、
つゆ 1缶、のりうまいか・のりごぼうあられ 各1袋、
のりごまふりかけ×1本

お詰合せ



13

のり漁師さんの手荒れ知らずに着目し、
海苔だけに含まれる天然保湿成分「ポルフィラン」※がお肌をすこやかに守ることを見出しました。

この海苔の優れた特性を生かし、お肌の弱い方でもお使いいただけるように
できる限り化学物質を使わない、ポルフィランと天然素材で作る

「自然派スキンケア HADA」はお肌の悩みを抱えた、たくさんの方々にご愛用いただいています。

HADAは全アイテム無添加 。[パラベン、エタノール、鉱物油、合成香料、着色剤、石油系界面活性剤 不使用]

年齢肌・敏感肌に愛されて18年
鍵庄オリジナル スキンケアブランド



弱酸性

14

髪とカラダの

海苔は海面で育つ植物で、潮が引いた時には強い日差しと渇水にさらされます。

この厳しい環境下で、乾燥や紫外線から海苔を守っている成分がポルフィラン※1です。

※ポルフィランの表示名称：スサビノリエキス（皮層保護成分）

肌に対する効果

   うるおいを与える
   肌を守る
   乾燥を防ぐ

ポルフィランとは？

肌に対する優しさを
  動画でご覧ください。▶

HADA ハンドメイドソープ （ローズ）

商品番号　L-HSR 100ｇ  1,320円（税込）

素材を活かす、こだわりの自然熟成製法で、
スキンケア効果のある果実オイルをまるごと石鹸に。

肌の「バリア層」をいたわりながら、
さっぱりと洗う。

HADA アミノシャンプー
商品番号　L-BS 500ml  3,080円（税込）

目にしみないから小さなお子さんや
肌が敏感な赤ちゃんにもお使いいただけます。

肌や頭皮のバリア成分を残しながら
髪をやさしく洗う、全身ソープ

肌にやさしい4種類の果実オイルを使用

[オリーブオイル、マカダミアナッツオイル、シアバター、ココナッツオイル]

肌が未成熟な赤ちゃんやお子様
肌が乾燥しやすく、白い粉がふく
外的刺激に敏感
ソープでしみたり、赤くなったり、かゆくなる
冬になるとフケが出やすい

● リンスを使わなくても髪の収まりもよくツヤツヤしています。  Ｆ・K様（30代）
● 頭のてっぺんから足の指先まで洗えるので時短にもなります。  Ｎ・Ｍ様（30代）
● 泡立ちが良く少量で洗えるので経済的だと思いました。  M・N様（40代）

お客様の声

こんな方におすすめ

● 気持ちのいい使用感で果実オイルの力で洗っていると感じられます。  （50代）
● 敏感肌ですがカサカサや刺激もなくとてもやさしい石鹸です。  （40代）
● 洗顔後の乾燥が気にならなくなりました。  （40代）

お客様の声

※税込表示は、10%の価格となります。
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「ご愛用者の声」を動画でご覧いただけます。▶

step1

 クレンジング

天然ダマスクローズが優しく香る。
ストレスをやわらげる働きがあるとされるアロマオイル「ダマスクバラ花油」配合。
お肌と、ココロに潤いをとどけます。

　 マークのある乳液、クレンジングに配合しています。

お肌をケアしながらメイクを素早く落とす
100%天然植物オイル配合

[オリーブ、マカダミアナッツ、ローズヒップ、ホホバ、スクワラン、米ぬか]

40代からの年齢肌のお悩み、それは乾燥が原因です。
ポルフィランと肌をすこやかに保つ成分が角質層のすみずみへ届き、うるおいを持続させます。

※1 ※2

HADA ナチュラルオイルクレンジング
商品番号　L-OC1 120ml  2,970円（税込）

●ダブル洗顔不要　●濡れた手でもOK!
●マツエクOK!　

しっかりメイクも、するする落とし
上質の植物オイルで肌をケアする
一石二鳥のクレンジング。

※1　ポルフィランの正式名称：スサビノリエキス（皮層保護成分）

※2　60代になると20代の約半分に減少する「セラミド」や「天然保湿因子」、「皮脂」といった肌が水分を保つために必要な成分を凝縮しました。

● クレンジング後、Ｗ洗顔なしでも肌ざわりが良く、3本使用したところですが、毛穴がととのってきたようなきがします。21歳の娘も使用しています。 （50代）

● こすらずに化粧が落とせるのがうれしいです。 （50代）    　　● 濡れた手でも使えて便利。使用後のツッパリ感もありません。 （50代）

● オイルのベタつきが苦手で、ずっとジェルタイプのクレンジングを使用して いましたが、HADAのクレンジングは洗い流した後スッキリ肌触りがなめらかで、メイク落ちもとてもいいです。 （50代）

HADAクレンジング お客様の声
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HADA 美容保湿ジェル ［化粧水］

商品番号　L-BJ 120ml  2,530円（税込）

年齢肌やトラブル肌に必要な肌を整える成分を
凝縮し肌に必要なものだけを与える化粧水。
肌に負担をかけないオイルフリー処方

step2

 化粧水

オイルフリーの美容保湿ジェルの
肌育成分が、速やかに角質に浸透。

step3

 乳液
よくなじませて、30秒後 肌を整える成分をたっぷりと配合した化粧水と乳液なので美容液は不要

HADA ナチュラルリペアミルク ［乳液］

商品番号　L-RM 100ml  3,960円（税込）

優れたうるおいキープ力をもつ「セラミド」を配合
加齢などで増えるお肌の悩みをまるごとケアします。
ベタつかない高保湿の乳液。

年齢肌や紫外線で乱れた
バリア機能をサポート。
乾燥しない保湿力ある肌に導く。

化粧水と乳液のW使用がおすすめ！
リペアミルクで素早くバリア層を整えることで「美容保湿ジェル」の肌を整える成分を
閉じ込め、紫外線や乾燥によるエイジングサイン（※3）を目立たなくします。
※3 年齢による肌のつや、ハリ、透明感のなさ、きめの乱れ

※4
弱酸性

※4　セラミドは60代になると20代の約半分に減少。乾燥や紫外線などの
　　   外部刺激から肌を守り、うるおいを保つためのとても大切な成分です。

シ ワ し み たるみ くすみ キメの粗さ

※税込表示は、10%の価格となります。

https://kagisho-hada.jp

詳しくはHADA専用
ホームページをご覧ください。▶

● 肌のごわつきが気になっていたのですが、使用してから2週間くらいで、ほっぺや
　 あごのラインに弾力がでてきて柔らかくなってきました。 （50代）

● 夏にアレルギーが出て、生まれて初めて化粧品選びで悩みました。何をつけても
　 ピリピリ、かゆみもあり本当に困っていましたが、HADA美容保湿ジェルを試しに
　 使ってみたら、かゆみも、刺激もありませんでした。 （40代）

● オイル成分が入っていない化粧水なのでべとつかず、肌にスーッと入っていく感
　 じが気に入っています。塗った後は、しっとりモチッとしてとてもいいです。 （30代）

● お肌がしっとりもっちり柔らかさが持続します。口の周りや頬の乾燥がなく
　 なり小ジワが気にならなくなりました。とても気に入っています。 （50代）

● 香りが良く、肌が瑞々しくなった感じです。ファンデーションののりも良く、
　 透明感があり、知り合いから化粧品を変えたのと聞かれました。
　 これからも使っていきたいと思っています。 （60代）

● 肌が柔らかくなって、くすんだ顔色が明るくなったように思います。 （50代）

● ベタつかないのでメイク前にも使え、化粧崩れもありませんでした。 （50代）

HADA化粧水 お客様の声 HADA乳液 お客様の声
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鍵庄 「一番摘み 明石のり」 ご注文承りについて

ご注文方法について お支払い方法について お届けについて

FAX

郵便

WEBショップ

24時間受付

078-945-5353

078-945-5345

0120-84-1784
●受付時間 9:00～17:00
●土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く

お電話 代金引換 クロネコヤマト便にて
配送します。

郵便振替

銀行振込

カタログ同封の専用FAX用紙に
必要事項をご記入のうえご送信ください。

商品到着後、1週間以内に
請求書に記載されている銀行口座に
お振込みください。

商品と一緒に郵便振替用紙をお送りいたします。

ご注文時に、配送希望日をご指定ください。

ご注文時に、配送時間をご指定ください。

商品受け取り時に配達ドライバーの方に
お支払いください。 ご注文受付時の翌日配送となります。

カタログ同封の専用FAX用紙に必要事項を
ご記入の上ご郵送ください。

鍵庄のホームページより、お申し込みいただけます。

※ご注文を承りました旨の連絡がない場合は、
お手数ですが弊社までご連絡ください。

〒673-0037
明石市貴崎3丁目21-28
株式会社　鍵庄

※手数料は、一律330円（税込）です。
※はじめてのご注文は、代金引換にて
　お願いいたしております。

※ご注文日が、土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日以降の発送となります。
　お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

※お振込手数料
お支払い総額が50,000円未満の場合313円（税込）
お支払い総額が50,000円以上の場合527円（税込）
※はじめてのご注文は、先払いでお願いいたしております。

※日曜・祝日の配送も承ります。

※一部、ゆうパックで配送する地域があります。
※価格は税込（10%）表記です。

※お振込手数料は、お客様のご負担になります。
※はじめてのご注文は、先払いでお願いいたしております。

「ご自宅お届け」の商品がある場合

 送料は、4つの地域によって異なります。
1件につき下記の通りお願いいたします。

配送日指定

時間指定

郵送にて郵便振替用紙をお送りいたします。
「ご贈答品」のみの場合 午前中 14時～16時

18時～20時 19時～21時
16時～18時

北海道
1,650円

東北・関東・信越
880円

四国
770円

九州
880円

沖縄
1,980円

本州
（東北・関東・信越以外）

770円

青森・秋田・岩手・新潟・
長野・宮城・山形・福島・
茨城・栃木・群馬・埼玉・
東京・千葉・神奈川・山梨

返品・交換について
●品質管理には十分留意しておりますが、お気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。
●商品の不良・商品の発送時の破損は、商品到着後14日以内に鍵庄にご連絡ください。
　不良品以外の返品についてはお受けできませんのでご了承ください。

※本誌に掲載している商品は、印刷上、商品やパッケージの色が実物と多少異なる場合がございます。また、パッケージのデザインを変更する場合がございます。
※2019年10月1日より消費税の増税にともない、化粧品・手数料・送料などが10%に変更になりました。

熨斗・包装　　　　　表記のある商品は
ギフト包装承ります。
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包装商品につきましては、お待ちいただく時間を短くできるよう、事前注文を承っております。  詳しくは各店にお問い合わせください。

直 売 店のご案内
鍵庄の店舗では、お客様が安心してお買い物いただくための取り組みを行っております。

加 古 川 店大 久 保 店貴 崎 店

〒673-0037
兵庫県明石市貴崎3丁目21-28
 営業時間 9：00～17：30
 休　業　日 年末年始・臨時休業あり
TEL.078-945-5353  FAX.078-945-5345
 駐　車　場 5台

〒674-0064
兵庫県明石市大久保町江井島1640-1
 営業時間 9：00～17：30
 休　業　日 年末年始・臨時休業あり
TEL.078-945-5757  FAX.078-945-5351
 駐　車　場 5台 （店舗東側3台、西側2台）

〒675-0065
兵庫県加古川市加古川町篠原町300 
リトハ加古川A-102
 営業時間 9：30～17：30
 休　業　日 年末年始・臨時休業あり
TEL.079-441-7999  FAX.079-441-7950
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