
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業時間 … 10：00～19：00 

定休日  … 日曜日 （祝祭日営業） 

電 話  … 049-264-1903 

住 所  … 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ … www.sunsmile.org 

メール  … mail@sunsmile.org 
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「おいしいはしあわせ」はサン・スマイルの商標です。 

http://www.sunsmile.org/
mailto:mail@sunsmile.org


※去年まで無肥料自然栽培だった田んぼ跡       ※去年まで慣行栽培だった田んぼ跡  

 

上の写真は一部の方にお伝えしましたが、この事実をもっと多くの方に知っていただ

きたく、掲載させていただきました。左の写真は42年間自然栽培で肥料を施していな

い田んぼの半年後の姿です。方や右の写真は所謂慣行栽培で肥料も農薬も施されてき

た田んぼの同じく半年後の姿です。42年も肥料を与えず、ましてやずっと米を作り続

けてきたので、土が痩せて草木も生えないではないかと普通は思いますよね。処がわ

ずか半年で2ｍ以上も伸びています。（写真の人は身長180cm）すさまじいエネルギー

を感じぜずにはおれません。草といえども生きる為には栄養素が必要なはずですが、

40年以上も人為的には何も肥料分を与えていない土なのに、こんなにも勢いよく伸び

るとは。これは一体何を意味しているのでしょうか。肥料を与えずとも土本来は物を

育てるに充分な栄養を有しているんだという証明、また清浄化された土は驚くほどの

力を発揮するということに他ならないのではないでしょうか。我国では99.9%が右の

ような農地であるそうです。私はわずか1%にも満たない左の無肥料、農薬不使用の農

地がとても愛おしく、かけがえのない宝物のように感じます。確かにその希少価値か

ら言ったら日本どころか、世界的に見ても世界の宝と言っても決して過言ではないと

思います。このかけがえのない農地を守る為に、無肥料自然栽培で作物を続けておら

れる生産者の方々も、同じくそうではないでしょうか。それにしても左の写真の草

草、惚れ惚れするほどに伸び伸びと気持ちよさそうに、いかにも健康的に思えます。

この様な土から育った作物も、きっと同じように伸び伸びと育ち、力強く健康的であ

るに違いありません。そしてこの様な土から作られた物を食べることができるのはな

んて幸せなことでしょう。 













スタッフ 日向 

サン・スマイルのロゴ 
が八芳園に！！ 

今回は私が担当させて頂いている卸先「八芳園」さ
んと「なかほら牧場」さんについてお話しさせて頂
きます！まずは「八芳園」さん！東京の白金にある
結婚式場で、無肥料自然栽培の野菜を料理でご提供
したいという事で、弊社代表松浦が理事をしており
ます自然栽培パーティ（＊1）の野菜を中心に、野
菜を提供させて頂くことになりました。最終的には
全て無肥料自然栽培の野菜にしたいと八芳園は無肥
料自然栽培の普及に力を入れています。実際に季節
のコース料理の中に無肥料自然栽培のスープが定番
で入る事が決まり、どんどん料理が増えてきている
現状です。先日私は、SDGs（＊2）のイベントやブ
ライダルイベントに参加致しました。その時に自然
栽培と慣行栽培の野菜の食べ比べをしてもらうブー
スに立ち、実際にお客様と話した時の体験をお話し
致します。食べたほとんどの方が味の違いに分かっ
て頂けました。自然栽培の野菜は「優しい味がす
る」「さっぱりしていて後味がいい」「昔ながらな
味がする」など皆さん共通して美味しいと言って違
いを感じて頂きました。実際に食べ比べるとこんな
にも違いがわかるのかと驚きました。またその反面、
無肥料自然栽培という言葉は何となく聞いたことは
あるが、何の事か分からないという方も多く、肥料
も農薬も使わないで栽培する方法ですと説明すると、
皆さん驚いておられました。まだまだ無肥料自然栽
培は世間には浸透していないという現実を実感致し
ました。もっと多くの所に、サン・スマイルの野菜
を提供していきたいと強く思います。 

スタッフ 
日向 

食べ比べブース 

（＊1）自然栽培パーティとは「農
業×福祉」を連携し、耕作放棄地の
再生と障がい者の賃金向上・働く場
を広げていく事を目的にしている団
体です。 



スタッフ 日向 

次に、「なかほら牧場」さん！ 
日本橋髙島屋 S.C.新館が、2018年9月
25日にオープンし、地下一階に出店さ
れました。サン・スマイルからなかほ
ら牧場には野菜とジュースを販売させ
て頂いております。 
野菜は毎週２回納品させて頂いており
ます。 
先日プレオープン内覧会に行ってきま
した。 
そこでサン・スマイルの野菜はサンド
ウィッチや季節のピクルスとして販売
されていました！！ 
サン・スマイル日本橋初上陸！！って
感じでちょっと興奮しちゃいました。
（笑） 
日本橋に行かれましたらぜひお立ち寄
りください！ 
 

（＊2）持続可能な開発目標（SDGs ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ）
とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミット
で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目
標です。持続可能な世界を実現するための17のゴー
ル・169のターゲットから構成され，地球上の誰一人
として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っ
ています。SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身
が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日
本としても積極的に取り組んでいます。 
（外務省ＨＰ引用） 
 

共働きが多いこのご時世、外食で少し贅沢したい・楽
したいと思う方も多いと思います。だけど安心して食
べられるところはどこ？っと思っている方もまた多い
と思います。 
実際に無肥料自然栽培野菜を使った料理を食べられる
ところは少ないと思います。 
ですが、サン・スマイルは自然栽培パーティのお野菜
が少しずつ増えてきております。ゆっくりですが、形
になりつつあります。 
安心安全な食の提供を通じて、元気に幸せな生活を送
れるように願っております。 
サン・スマイルの野菜を使ってくれる飲食店さんが増
えていくように営業がんばっていきます！！ 







スタッフ：井浦 

 

サウンドウオータ物語 お父さんの愛情から生まれた浄水器です 

家庭の水道水には有害物質（鉛、塩素、環境ホルモン、トリハロメタン）が

含まれています。 

サウンドウォーターは、その有害物質を EM 黒体セラミックスと 3,000 ガウスの

強力なネオジウム磁石等で除去！！毎日使う水です。安心できる浄水器を

通した水を使いたいですよね。 

サウンドウォーターは、30 年ほど前に作られた「森のめぐみ」という浄水器がもと

になっています。この浄水器の開発者は、ご自身のお子さんが障がいを持ってお生まれになり、父

としてなんとしても、子供に良い環境を残していきたいという強い願いから、食や環境、水等の問

題に取り組んできました。浄水器でも「よい浄水器」とされるものは 30 万円近くするのが多くなか

なか手が出ません。 

そこで浄水で一番大切な水をろ過する材料や組合

せを徹底研究し、公の検査機関に測定を依頼した

ところ、今までにない素晴らしい浄水能力を持った

浄水器が完成。しかもなんとかこの価格で販売でき

ることになりました。 

 

この浄水器は多くの方に使って

いただきたいと願っています。営

利目的から生まれたのではなく、わが子にそして、未

来の子供たちによりよい環境や健康を伝えていきた

いという研究者の切なる願いから生まれた浄水器

です！そして浄水能力にもとても優れており、店頭

ではお水の飲み比べもできますのでお気軽にお声か

けください！ 

◎ボディは、ステンレスでメンテナンスが容易であるこ

とも大きな特長です。 

 また、ステンレスは 100%リサイクル可能な材料と

して高く評価されております。 

 価格 128,000円(税抜) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水器の中は大自然で長年かけて濾過されるミネラルたっぷりの 

伏流水が湧き出るような地層イメージして作られております！ 

安心して毎日おいし~いお水が飲めちゃいます！

実はこんなにお得なんです！ 

カートリッジの交換目安は 1日 50ℓ使用でなんと 800日 

(約 26 ヶ月)2Lのペットボトル換算すると約 20,000本 

になります(約 4万リットル)ミネラルウォーターを 

買い続ける事になります。そう考えるとこの浄水器はとってもお得で環

境にも優しい～良いことばかりです！カートリッジ交換も簡単！ 

ご質問はお気軽にスタッフまでどうぞ！ 

 

 

原水をシャワーにも 2段切り 

替え式コック採用！使い勝手もよく 

とっても便利です！ 

 

 

 

 

交換用カートリッジ 

27,000円(税別) 
 

 

 

 

いろいろなタイプの蛇口に付きます 

シャワーヘッド・センサー付は一部付かないタイプあります 

詳しくはスタッフまでお声掛け下さい 

 

 

 

 

 

◎温水対応～なんと50度までの耐熱設計 

◎清潔感のあるステンレスボディー採用 

 

 

 

環境にも良くありませんね 

なんと一年分のプレフィルターとプレフィルターケースを 

３ヶ月に一回が交換目安です) 

透明容器なので汚れが手に取るように分かります！ 

 

 

 

 

 

 

 





小麦不使用

【2018】

種            類 価 格（税別） ご注文数

シュトーレン　フルサイズ 約370ｇ　約17cm　１本 ３，３００円 本

シュトーレン　2/3サイズ 約250ｇ　約11cm　１本 ２，２００円 本

お名前 ：  　　        　       　　 様（　　　　） 　　　月　　　日

切り取り
サン・スマイル控え

種            類 価 格（税別） ご注文数

シュトーレン　フルサイズ 約370ｇ　約17cm　１本 ３，３００円 本

シュトーレン　2/3サイズ 約250ｇ　約11cm　１本 ２，２００円 本

領収印 お申し込み日

お名前 ：  　　        　　　　      　 様（　　　） 　　　月　　　日

お電話番号：                     　  　    

お申し込み日

領収印

T.sweets.Labo　米粉シュトーレン ご予約表
原材料：なりさわ生命食産の自然栽培の米で作った米粉「こめっ粉４０」を１００％使用・福島

県 郡山金寶酒造「仁井田本家」の自然栽培米で作った旨みの強い日本酒「旬味」・富山県

産幻のもち米「新大正もち米」を使った糀甘酒（石黒種麹店）・北海道紋別「太陽牧場」のグ

ラスフェッド発酵バター。・東京大田区「内藤製あん」北海道産手亡豆と粗製糖（種子島産）

で作った白餡・岡山県産文旦と粗製糖（種子島産）で作った自家製ピール・自家製ドライフ

ルーツ 岩手県産サルナシ（無農薬、無肥料）・熊本県産和栗・石川県わじま産の海塩

上記以外材料：メープルシロップ・アーモンドパウダー、ピスタチオ・クルミ・カシューナッツ・

豆乳・プルーン・イチヂク・甜菜糖・こめ油・シナモン・カルダモン・クローブ・バニラ

※小麦を使用しておりませんが、小麦を使ったお菓子を製造する場所で製造しております。

お申込締切り １１月２９（木）

■自然食の店 サン・スマイル■
ＴＥＬ：０４９－２６４－１９０３
ＦＡＸ：０４９－２６４－１９１４

ふじみ野市苗間１-１５-２７

●１２月10日（月）から随時
お渡しいたします

●賞味期限は約60日。
クリスマスまで十分持ちます。

わたしは

年明けまで

日に日に

しっとりする

のを楽しん

でます！

（ほんどう）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

      サン・スマイル通信は医療従事者 松浦智紀が監修しています 

かんたん！メール会員登録  

 

mail@sunsmile.org 

 

 

ご登録の際は次のドメインを解除してください。 

＠sunsmile.org    

 

 

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」      
ともの会 11/17（土） 

子育ておしゃべり会 11/13（火）満員・12/15(土) 

どちらも 10：00～12：00 参加費５００円（税込） 

店内奥リビングにて 少人数制でアットホーム！お気軽にどうぞ！ 

最少催行人数 1 名 会員制ではありません。 

 

ともの会は代表松浦と、子育ておしゃべり会は店長本道との 

お話会。特に議題は設けずお話しながら食や健康、環境など 

毎日の生活に密着して話を掘り下げていきます。 

暮らしが楽しく笑顔で、子どもたちの将来が明るく健康的で 

ありますように。 

今の暮らしの中で「そういわれたら、おかしくない？」と気 

が付いたり、何で？っと思ったり、考えたり、勉強したり！ 

自然食の店だからこそ、あまり報道されない情報や沢山のお 

客様からの生声をシェアし、豊かな暮らしに繋がればと思っ 

ています！みんなで、情報の幅を和気あいあいと広げて活用 

しちゃおう！ 

 

 

小児科医 豊受クリニック 

高野先生と店長本道 

高野先生の講演会にて 

●おねがい● 

店舗前の道路へ路上駐車はご遠慮ください。店舗近隣建物の前も路上 

駐車されません様皆様のご協力をお願い申し上げます。 

  

ＱＲコードでらくらくご登録 

サン・スマイル メール会員 

  

     

  

        

スマホ・携帯で読み込むとご登録画面へと飛ん 

でいきます～。（ＱＲコード読み込みアプリを 

使う又は普通に写真を撮って読み込んでみてく  

ださい。機種によって操作が変わります） 
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【休業のお知らせ】 

12/3（月）棚卸の為休業致します。 

 

ご迷惑をお掛け致しますが何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

登録料・年会費なし 解除も楽々 

 

・ＱＲコードを読めない場合はお名前をご

明記の上以下のアドレスへメールを送信し

てください。↓ 

 mail@sunsmile.org 

注意）受信フィルターをかけてる場合は 

以下のドメインを解除お願いします。 

 ＠sunsmile.org  
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