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惣兵衛米を玄米麹に仕立て 
自然醸造させた田舎味噌 

500g ¥1,080（税別）

無添加・非加熱

惣兵衛米
玄米麹“生”みそ

贅沢な玄米麹仕立て贅沢な玄米麹仕立て 
玄米麹の生みそ自体が珍しいのですが
無農薬惣兵衛米をまるごと玄米麹に仕立てた
贅沢な逸品です。

無添加・非加熱・自然醸造 無添加・非加熱・自然醸造 
惣兵衛米と宮城産大豆、自然塩のみを
じっくり1年かけて自然醸造させています。

麹が生きている「生」みそ麹が生きている「生」みそ 
熱を加えず、自然醸造でじっくり1年熟成しました。
麹菌、乳酸菌、酵母菌が生きている「生みそ」です。

玄米麹が生きている 

惣兵衛米 玄米麹“生”みそ

酒粕を使わず
玄米と麹でじっくり発酵
お湯や豆乳で割っても美味

200g¥702（税別）

惣兵衛米
玄米甘酒・古代米甘酒

ノンアルコール・濃縮タイプ
〔つぶつぶタイプ〕

こんな飲み方もおススメこんな飲み方もおススメ

惣兵衛米

天然の美容ドリンク

惣兵衛米 玄米甘酒
忙しい時のお食事やおやつがわりに忙しい時のお食事やおやつがわりに
つぶつぶした食感を残した、食べるタイプの甘酒です。

酒粕もお砂糖も使いません酒粕もお砂糖も使いません
原材料は国産米麹と玄米のみ。 
ノンアルコールだから妊婦・お子様も安心です。

ダイエットや断ダイエットや断食の栄養補給に食の栄養補給に
玄米のビタミンB群が糖質を完全燃焼。
食物繊維やオリゴ糖、酵素、必須アミノ酸を含む「飲む美容液」。

ポリフェノール
アントシアニン
たっぷり

温めてショウガをいれて
甘酒ホットジンジャーに

HOTHOT
フルーツと豆乳で
スムージーに

COLDCOLD

濃縮タイプなので豆乳やお湯で2～3倍に薄めてお召し上がりください。

名称 　　惣兵衛米玄米甘酒
内容量 　　200ｇ
原材料名 　　米麹（国産）米、玄米、食塩
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より3か月
　　　　　　　開封後は冷蔵庫で1週間

栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー　145 kcal
たんぱく質 ２.3 g
脂質　　　　0.6 g
炭水化物　 32.5 g
食塩相当量　0.2 g

名称 　　惣兵衛米玄米麹生みそ
内容量 　　５00ｇ
原材料名 　　遺伝子組み換えでない大豆（宮城産）
　　　　　　　玄米麹、塩
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より1年
　　　　　　　
栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー　190 kcal
たんぱく質　10.2 g
脂質　　　　4.4 g
炭水化物　　27.4 g
食塩相当量 10.1 g

酵母と
酵素が

生きて
います

。 

空気に
触れな

いよう
に

冷蔵庫
で保管

してく
ださい

。 

生でも
味噌汁

でも一
口食べ

れば

違いが
わかり

ます。

６
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名称 　　玄米麺
内容量 　　200ｇ
原材料名 　　米麹（国産）米、玄米、食塩
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より3か月
　　　　　　　 開封後は冷蔵庫で1週間

栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー　145 kcal
たんぱく質　 ２.3 g
脂質　　　　 0.6 g
炭水化物　　32.5g
食塩相当量　 0.2 g

名称 　　レトルト包装米飯（玄米ごはん）
内容量 　　180g（90gｘ2）
原材料名 　　遺伝子組み換えでない大豆（宮城産）
　　　　　　　 惣兵衛米玄米（花巻産）、食塩
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より1年
　　　　　　　
栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー　126 kcal
たんぱく質　 2.2 g
脂質　　　　0.9 g
炭水化物　 27.4 g
食塩相当量　0.2 g

６ ７

¥6,480（税込）
12パック入×1箱

¥540（税込）
1パック（90gｘ２個入）

便利な２個入パック

惣兵衛米
玄米おにぎり

①レンジに入れる時は
フィルムのはじを少し
はがしてください。

②ふっくらパックしています。
おにぎりで食べる際は

海苔を巻いてひと握りして下さい。

③お茶碗に入れて
ほぐして食べてもGOOD!

ぎ
ゅ
っ

おいしく食べられるポイント

便利なレトルトタイプ便利なレトルトタイプ
時間がないとき、一人暮らしや
単身赴任にもおススメです。

圧力釜で丁寧に炊いています圧力釜で丁寧に炊いています
五合炊きの圧力釜を使い、火加減を調節しながら
手作業で丁寧に炊き上げました。

保存期間は常保存期間は常温で 1年温で 1年
冷蔵庫要らずで日持ちがするので非常食としても最適です。

※写真はイメージです。

レンジで1分・炊きたての美味しさ

惣兵衛米 
玄米おにぎり

常温保存で6ヶ月常温保存で6ヶ月
未開封なら常温保存。半年間美味しく食べられます。

玄米まるごと、もちろん無添加玄米まるごと、もちろん無添加
惣兵衛米玄米80%、馬鈴薯でんぷん20%。
化学調味料、保存料は使っていません。

完全グルテンフリー完全グルテンフリー
小麦粉、そば粉を使わない米麺専用工場で製造しています。

¥324（税込）
1袋（100g）

完全グルテンフリー

惣兵衛米
玄米麺

ゆで時間わずか2分！ つるつるモチモチ

　　 惣兵衛米 玄米麺

惣兵衛米玄米麺の茹で方
沸騰したお湯で、2分間茹でお好みのスープ
でお召し上がりください。

冷たい麺の場合は2分半茹でてから冷水で
締めてお召し上がりください。

豆乳スープやパスタソース、めんつゆやゴ
マだれなどとも相性抜群です。

小麦粉
そば粉
不使用

※写真はイメージです。イメ

の美味しさ

惣兵衛米
玄米麺

アボカドとトマトの冷製仕立て



名称 　　惣兵衛米黒煎り玄米茶
内容量 　　１00ｇ
原材料名 　　惣兵衛米玄米
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より1年

栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー 398kcal
たんぱく質　7.7 g
脂質　　　   2.8 g
炭水化物　 85.6g
食塩相当量   0.2g

名称 　　玄米
原材料名          単一原料米
　　　　　　　産地　岩手県産
内容量 　　450 ｇ（たかきび75g、いなきび75g、
　　　　　　　はとむぎ60ｇ、小豆15g）
 　　
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より1年
　　　　　　　

8 9

目力美人目力美人
黒米のアントシアニンが
目と肝臓をサポート

肌つや美人
はとむぎの白が
お肌をぴかぴかに

永遠の美人永遠の美人
小豆のミネラルが
女性ホルモンを調整

トキメキ美人トキメキ美人
たかきびの赤が
血の巡りを改善

いきいき美人いきいき美人
いなきびの黄色が
活力をチャージ

腎腎腎腎

肝

脾脾脾脾脾心

東洋思想・五味調和をベースに配合

雑穀美人ブレンド

全て岩手県産の穀物で
ブレンドしています

３合入（450g） ¥1,080（税込）

黒米・たかきび・いなきび
はとむぎ・小豆

雑穀美人
ブレンド

ご利用の目安

お米一合につき

大さじ1杯まぜるだけ

１00g¥1,080（税込）

ノンカフェイン・
無添加・無糖

ティースプーン 1杯に
お湯をそそぐだけ

惣兵衛米
黒煎り玄米茶

天然の栄養飲料天然の栄養飲料
焙煎した玄米スープはは民間療法の定番。

病中病後、噛めない方にもおススメです。

ノンカフェイン、無加糖、無添加ノンカフェイン、無加糖、無添加
年代を問わず安心してお飲みいただけます。

無添加なので沈殿しやすいため、

よくかきまぜてお召し上がりください。

身体をあたためデトックス身体をあたためデトックス
焙煎することで浄化、排泄作用が格段にアップ。

「飲む活性炭」でデトックス。

玄米まるごと気軽に飲める

惣兵衛米 黒煎り玄米茶

粉末なので丸ごと飲めます。
インスタントコーヒーの要領で

ティースプーン1杯に
カップ一杯のお湯を注ぐだけ。
茶葉は入っておりません。

もちもちした食感が美味しい

雑穀入りごはんの出来上がり！

美人美や美つや美美美人や美や美美
がとむぎの白が

ぴかに肌をぴかぴか

肺肺肺



名称 　   大豆たんぱく加工食品
内容量 　   １00ｇ
原材料名 　   ソイミート（エンドウたん白、粉末状大豆たん白、
                       食物繊維、脱脂大豆、でん粉,しょうゆ、みりん、
                       甜菜糖、食塩、ごま油、にんにく、生姜、干椎茸、
　　　　　　　昆布（一部に小麦、、大豆を含む）
保存方法 　　-18℃以下で保存してください
賞味期限 　　製造日より3か月
。
栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー   112 kcal
たんぱく質  10.6 g
脂質　　　   1.9 g
炭水化物　 11.0 g
食塩相当量   2.9 g

名称 　　スギナとヨモギ茶生姜パウダー配合
内容量 　　50 g
原材料名          ヨモギ粉末（鹿児島産）スギナ粉末（兵庫産）
                       生姜粉末（高知産） 　　　　　　　　　
保存方法 　　直射日光、高温多湿を避けて保存
賞味期限 　　製造日より2年
　　　　　　　
栄養成分表示
100gあたり 

エネルギー  368 kcal
たんぱく質  20.4 g
脂質　　　   6.2 g
炭水化物      5 8 g
食塩相当量   0.1 g

九州の大自然で育った
ヨモギに、兵庫産のスギナ
高知産の生姜をブレンド
お湯に溶かしてお茶として、
水に溶かしてドリンクとして

ご愛飲ください

50g¥2,160 （税込）

九州産・無添加・微粉末

スギナとヨモギ茶

内臓代謝の 3 割を担う肝臓をサポート内臓代謝の 3 割を担う肝臓をサポート
豊富なマグネシウムでデトックスを。豊富なマグネシウムでデトックスを。
国内産 100％国内産 100％

スギナとヨモギ茶

朝起きたらスギナとヨモギ茶がおすすめ。
⼩さじに軽く⼀杯(約1.5g)を⽬安にお湯を注いでお飲みください。

飲んだ翌⽇、⽢いもの、脂っこいものを摂りすぎた⽇は多めにお飲みください。

ご利⽤⽅法ご利⽤⽅法

浄血の王様”ヨモギ”浄血の王様”ヨモギ”

脂肪分を分解するデトックスドリンク

低カロリー・低脂肪・高たんぱく低カロリー・低脂肪・高たんぱく

ギルトフリーなからあげをギルトフリーなからあげを

食物繊維がたっぷり食物繊維がたっぷり
動物性たんぱく質と比べて植物繊維が
多いので腸内環境が整います。

戻し方・下味のつけ方
レシピつき

¥432（税込）
1袋（100g）27～28個入

畑のお肉
乾燥タイプ

応用調理レシピつき

¥540（税込）
1袋（1５0g）８～９個入

畑のお肉
冷凍・下味つき

              低カロリー・高たんぱく

　　 畑のお肉からあげ

¥1,512（税込）
1袋（500g）27～28個入

畜産の環境負荷に罪悪感を感じずに、食を楽しめたら
いいですね。週に一度はお肉を休んでみませんか？

ボリュームもあって満足感高いのに、効率的にたんぱく質が摂
れます。

乾燥
or

冷凍下味付

ヨモギは⾷物繊維、ビタミン、ミネラル、葉緑素(クロロフィル)
などの成分をバランスよく含み⾎液浄化作⽤が⻑けています。

スギナは漢⽅で「⾨荊」と呼ばれ、古くから薬草として
重宝されています。微粉末のスギナには 2〜4%の「ケイ
素」が含まれ、肝臓の解毒処理をサポートします。

肝臓は内臓代謝の3割をしめる重要な臓器です。
ストレスにも弱く、油を分解する胆汁の分泌が弱まりストレス太りになりやすく
なります。⾎の汚れは万病の元。朝いっぱいのスギナとヨモギ茶で健康を保ち
ましょう。

解毒の王様”スギナ”解毒の王様”スギナ”

ダイエットのマストアイテムダイエットのマストアイテム が

You
Tub
e で

見て
覚え
る

調理
動画
配信
中
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名称 　      ちびすけ玄米クッキー白（プレーン）
内容量 　      ８0ｇ
原材料名　     国産薄力粉、てんさい糖蜜、
　　　　　     国産無添加菜種油一番搾り、
                     惣兵衛玄米粉、天然塩
保存方法        直射日光、高温多湿を避けて保存。
賞味期限        製造日より４５日
。
栄養成分表示
100gあたり エネルギー   386 kcal

たんぱく質    3.9 g
脂質　　　  15.1 g
炭水化物　  58.6 g
食塩相当量  0.2 g

〔ごま〕

ごまがたっぷり
しっとりした柔らかめな食感

ちびすけ
玄米クッキー〈黒〉

¥594（税込）

〔玄米粉〕

焙煎した惣兵衛米玄米粉を
ブレンド、さくさくの食感

ちびすけ
玄米クッキー〈茶〉

¥702（税込 ） ¥702（税込 ）

〔甘酒＆ナッツ〕

惣兵衛米玄米甘酒を
たっぷり使った自然な甘味

ちびすけ
玄米クッキー

¥594（税込）

〔プレーン〕

一番人気の元祖ちびすけ
素朴でシンプルな味わい

ちびすけ
玄米クッキー〈白〉

¥594 税込）

ちびすけ玄米クッキー&      &      スコーンスコーン

〔玄米ポン菓子〕

穀物やナッツを混ぜて
一口サイズに仕上げました

ちびすけ
玄米グラノーラボール

小麦粉不使用
グルテンフリー

小麦粉不使用
グルテンフリー

〔ココナッツ〕
惣兵衛米玄米粉と
ココナツオイルで
さくさくした仕上がり

ちびすけ
玄米スコーン

〔キャロブチップ※〕
※チョコレート風味の豆科の植物

チョコの味がするキャロブ豆が
お口の中でとろけます

ちびすけ
玄米スコーン

〔玉ねぎ＆オートミール〕

男性に人気の塩味
ビールやワインのお供にも

ちびすけ
玄米クッキー

¥594 税込） ¥594（税込） ¥594（税込）

卵・乳・卵・乳・白砂糖を使っていません白砂糖を使っていません

化学調味料、保存料無添加化学調味料、保存料無添加

ひとつひとつ丁寧にひとつひとつ丁寧にハンドメイドハンドメイド

賞味期限が短い（ちびすけ白製造から45日、他は30日）こ
とが安全の証です。酸化による風味の劣化を防ぐため、エー
ジレス（脱酸素剤）入りですが、開封後はお早目にお召し上
がりください。

ソーベーズカフェ同様、全てのお菓子もVegan（ヴィーガン）
対応。
卵・乳・乳製品を使わない専用の菓子工房で製しています。

すべての工程をハンドメイドしています。
今日も工房からクッキーの焼ける香ばしい香りが漂ってきます。

クッキースコーン
他の成分表示は
WEBからご確認
ください。

安心・安全安心・安全のニコちゃん印のニコちゃん印

ギフト用詰合せ、季節限定商品などはオンラインショップ、
ソーベーズカフェ公式アプリでご案内いたします。

-12- -13-
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