
営業時間 10：00～19：00  定休日 日曜日 （祝祭日営業）

電 話 049-264-1903 ｆａｘ 049-264-1914 

住  所 〒356-0052 ふじみ野市苗間 1-15-27

ＨＰ www.sunsmile.org  mail mail@sunsmile.org

「おいしいはしあわせ」はサン・スマイルの商標です。

今 回 の 内 容

●コラム しあわせに人生を重ねる

●コラム ＰＣＲ陽性になった

●コラム「四方山閑話」 命のビザ

●コラム 経産省が認めた？「杉」

●スタッフおすすめ 「レシピ、そばがきを使った伊吹団子」

「レシピ、ムクナ豆のエナジーチャージおやつ」「おすすめ海藻」

「足裏スッキリシート」「日本指圧ヒーリング」 ほか

●山梨県生産者めぐり報告記

●おすすめ書籍「見えない 税金の恐怖」

●コラム 経産省が認めた？「自然栽培」

●お料理教室ごあんない 「オリーブオイル アサクラ」

●おすすめ シネマ 「食の安全を守る人々」
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コラム 幸せに人生を重ねる
松浦智紀

私たちは、なんにために生きているかといえば、「幸福」の二字を求めるからではないでしょうか？

簡単にそういっても、人によって「幸福」は様々でしょう。

サン・スマイルでは「食」「健康」「美」等をキーワードのお客様の「幸福」に少しでもお役に立てたらと願って

いる店です。

食の安全性を例にとると、何のために安全な食を買うのか？食べるのか？と言われれば

健康のため・おいしさを感じるため・地球環境を良くしていくため・日本の伝統を次世代に残すため

等でしょう。 その大目的は「幸福」になるため。

「衣食（住）足りて礼節を知る」の通り、幸福を考えるのはその様な生き方ができるようになってからでしょう。

日本はその様な国になってから長い時間が経っている、世界でもとても先進的な国の一つです。

ただ、衣食足りると、今度はもっと欲しいものが出てきます。より便利に簡単に、楽ができるように。そしてお

金です。

気が付くと、衣食足りていることについての感謝を忘れ、当たり前になってしまって、ネガティブな気持ちが

出やすくなってきます。私もそうです。

衣食足りていることに感謝をする。起きたときに命があることに感謝をする。歩けることに感謝をする。食べ

られることに、話せることに、仕事できることに、生きていることに。そして、多くの人がいるから、自分がいる

ことに感謝をする。

そんな人生って幸せだと思うのです。

私は、一人では生きていけないので多くの方にお世話になっています。お客様に私たちの生活を守って

いただいています。食べ物を作れないので農家さんが食べ物を作ってくれています。電気も作れませんし、

車も作れません。服も作れないですし、そして家族の代わりもいません。

私はその関わってくださる方々が、私が存在することで、少しでも幸福になってくれたら、こんなに嬉しいこ

とはないと思っていますし、私がここに生きている意味があるとも思っています。

そしてそうなれる自分になるために努力しながら、人の笑顔が一つ見ることができたら幸せです。

簡単ではないですけど、私は、サン・スマイルはそれを、食などを通じてできたらと思っているのです。

人生は一生、旅の途上ですけれどもそれを追い求めていきたいと思っています。

幸福を追求する過程（人生）を歩んでいると、思う 私は幸せです。

過程とは朝起きて人生を歩めること、人と話せること、ご飯を食べられること等など・・・

食の安全安心は何のためか？それは幸福になるため。安全安心だけにとらわれると盲目的になってしまっ

てしまいます。人生、様々なことが起こる、やる過程において「私の人生にとって何のため？」いうことを考

えて、大切に人生を送っていきたいものです。

あれっ 今回はコロナについて書かないの？と思われる方もいらっしゃるかと思うので

直接関係ないですが二つサイトをご紹介させていただきます

日本記者クラブ主催「官僚と政治」(3) 

前川喜平・元文部科学事務次官 2021.7.16Youtube →

（国内の権力から見た現状がわかります）

厚生労働省の発表データをもとにまとめてくれたサイト →





四方山閑話

命 の ビ ザ

先日、元東京都副知事が「今のコロナ感染者数が爆発的にふえているのはオリンピック開催

と関連付けるエビデンスがない」と言うようなことを言っていましたが、この人は何を言っ

ているのだろうと呆れ返りました。オリンピック開催と同時に感染者数が増えているのは紛

れもない事実で、そこにエビデンスがどうのこうのだとか言う方がおかしいと思いませんか。

それと同じ様にコロナワクチン接種後亡くなった方、酷い副作用に苦しめられた方等が数多

くいるのは、これまた紛れもない事実なのに、政治屋、やとわれ専門家、やとわれ医者のあ

んぽんちゃんは因果関係が認められないとのたまっています。本当に盗人猛々しいとはこの

ことで、厚顔無恥を地で行っています。最初、コロナワクチンで亡くなったら 4千何百万位

かどうか知りませんが支払うようなことを言っていましたが、「ふ～ん、また人の命も随分

安くみられたもんだなぁ」と思っていましたが、そんなものは最初から支払う気が毛頭なか

ったことがわかりました。ワクチンの副作用もたくさんの副作用が認められているのに、医

者がワクチンとの因果関係が不明と言えばそれまでで、全くこの国には政治家として、役人

として、専門家として、医者として矜持を持っている者がいないことがはっきりわかりまし

た。（勿論専門家として医者として矜持を持って今の世に真実を述べられている方もいらっ

しゃいますが）それとはまったく対照的に、以前から知っていたことはいたんですが、最近

生誕 120 年という事で高島屋の 190 周年のイベントで

紹介されていました「杉原千畝」さん、ナチスドイツ

からの迫害を逃れるユダヤ人に約 6000 人に対して日

本通過のビザを当時の外務省の命を押し切って発行し

た方です。それは「命のビザ」として杉原さんの勇気

と正義を称えられています。当然自分のキャリアがこ

れで終わることも、またご自分だけでなくご家族も、

ナチスドイツからの命の危険が当然あったことでしょう。それでも目の前の命の危険がせま

っている人達をほってはおけなかった。まさしく先の中村哲さんと同じように高潔の士であ

られた方です。杉原さんはこうも言われています。「特別なことはしていません。当たり前

のことをしたまでです」と、かぁ～すごいですね、かっこいいですね。今の政治屋、雇われ

専門屋、雇われ医者達に、耳の穴かっぽじってよーく聞かせてやりたいですね。先日、サン・

スマイルに 1歳半の子を連れた親子連れの方がいらっしゃり、その子がとても人なつっこく

ニコっとしながら手を差し出し、握ってあげるとニコニコして色んなスタッフとたわむれて



いたそうです。その話を聞いた時、その光景がまざまざと想い浮かびとても嬉しく何とも心

が潤い自然と笑みを浮かべていました。ところがその子のお父さんが「いや実はこの子は人

に寄り付かないでいつも怖がっていたのですが、この店で初めてあんなに楽しそうに人に寄

って行ったんです。それで分かったのですが、スタッフの方がマスクしていないからだと」、

本当にありがとうございますと何度も感謝され帰られましたと聞いた時は、とてもやりきれ

ない悲しくそして強い憤りを覚えました。その子は生まれた時からマスクをした人間に囲ま

れてどのように感じていたのでしょうか。その子に怖い想いをさせたのは、嘘八百を並べ立

てる政治屋、雇われ専門屋、雇われ医者、そしてそれをただ垂れ流すだけのマスコミ、本当

に大罪と思います。そして何より大罪を犯しているのは私達無知な社会、大人であります。

最後に最近発表した国立感染研究所長認め印の行政文書不開示決定書を紹介させていただ

きます。最初ちょっと理解できなかったのですが、なんのことはない行政文書とはこんなも

のなのか、それとも故意に分かりにくくしているのか分かりませんが、要するに簡単にいえ

ば文書開示しないのは開示請求するだけの文書を持っていないだけのことです。文書を持っ

ていないという事はすべて科学的根拠がないということです。

一、新型コロナウィルスの存在を証明する科学的根拠、論文等

二、ＰＣＲ陽性判定の無症状者が、他社に感染させるという科学的根拠、論文等

三、マスクの着用が感染防止に効果があるという科学的根拠、論文等

四、新型コロナワクチンが効果があるという科学的根拠、論文等

五、日本国はワクチンが治験も終わってなく、安全、有効性も確立していない中、国民に接

種させる科学的根拠、論文等

以上が不開示決定した行政文書の名称です。

これを見てどう判断されますか。子供達の笑顔は何事にも変え難い輝く宝であり、未来です。

それを生かすも殺すもわれわれ大人です。もう政策に振り回されている時ではないと思いま

す。政府うんぬんではなく我々の意識が変わらない限りこの状態はずっと続くことでしょう。

先の店に来てニコニコ笑っていた子供を見て、サン・スマイルの店長はもうそれだけで今日

一日店を開けたかいがあったと申しておりました。サン・スマイルは子供達のオアシスだな

ぁと心底思いました。勿論子供達だけでなく……。

               

サン・スマイル 出荷センター所長 松浦学

（医療従事者指圧師、あさひ武術倶楽部主宰）



百年杉の加藤木材 加藤さんからの寄稿です！

【経産省が認めた？杉】

世間は相変わらずコロナ禍一辺倒の報道であるが…

2050 年のカーボンニュートラルへの脱温室効果ガスの流れは急激なものがあります。

6 月 18 日には最も力のある省庁である経済産業省から

グリーン成長戦略が策定されました。

木材に関する部分を原文のまま以降記します。

「木材利用については、炭素貯蔵や CO2 排出削減のみならず、心身への好影響※71 等といった

木材利用の効果のエビデンスの検証・発信や、「木育」等の普及活動、設計・建築事業者や企業（施

主）とのネットワーク化等を通じて、ESG 投資にもつながる消費者等の理解の醸成を図りつつ、

建築物の木造化や暮らしの木質化を図るとともに、高層建築物等の木造化に資する木質建築部材の

開発・工法の標準化等を進める。」

文中 71 の注釈はこちら…

「※71 例えば、居住空間の内装木質化率の向上は、睡眠効率を高めるといった研究結果もある。

（参考）（独）日本学術振興会・科学研究費助成事業「住環境が脳・循環器・呼吸器・運動器に及

ぼす影響実測と疾病・介護予防便益評価」2017-2021 年度。」

これでは理解が進まないので、わかりやすく私なりに訳してみたい。

「木材利用については木材じたいが CO2 を吸収して炭素を樹内に蓄えて成長するのであるから

炭素貯蔵素材という、ありがたい“いのち”なので直接的な CO2 排出削減であるという点を業界

はもっと PR しなさい。

またそれのみならず日本の木（杉）で深い睡眠につながる可能性についても、あるグループに 5 年

間で 2 億円もの研究費を使っているのだからもっと学問もがんばって日本の木（杉）の心身への好

影響の立証につとめるとともに未だ立証未満であっても【杉と睡眠】のような、おおいなる可能性

の大枠が見えてきたことを木材業者～設計建築業者がしっかりとネットワークを構築しながら

企業を含めた施主候補の『今までの安く早く！…という化石燃料をボウボウ燃やす製品しか求めて



こなかった連中』への啓発を進め、ワカランポンチンを多少でもましな地球市民意識をもたせるよ

うに頑張ること。」

しかしまさか経済産業省にここまでハッパをかけられる時代が来るとは夢にも思わなかった。

「木が心身に良いという科学的立証が為されれば木はもっと使えるのに…。」といういかにも善人

風に言う建築業界人がいるが

百年の太陽と雨に育まれ…もまれてきた木も、大気を汚し海をゴミだらけにしながらビニルに木目

が印刷された製品も、ヒトの心身にとっては同じであるという感覚と価値観では はっきり言って

鈍感な五感の人間であって、木に関しては抵抗勢力である。

「お金が無いからビニルでもしょうがない。」は

「すぐに病気になるからお金がたまらない。」と背中合わせです。

安価なビニルを望むワカランポンチンの希望をそのままに

ビニルな仕事をする建築業界人は、五感に劣るやはりワカランポンチンなのか…

依頼人を不幸にするのを承知で、お金を得る悪人のどちらかのはずである。

古くなったからキレイにするリフォームではなく

1 日も早く「気づいて」本来可能な自己の睡眠を取り戻すための【百年杉】リノベーション。

引っ越しするからベッド購入ではなく 1 日も早く「気づいて」本来可能な睡眠を取り戻すための

引っ越ししなくても【百年杉】ベッドのご購入など…

ご相談がございましたら よろしくお願い申し上げます。

睡眠こそが免疫力の向上と維持のための唯一の方策であって

そのための【百年杉】です。

経済産業省も認めた存在？です。









お店の奥には、松浦社長が長年集めた沢山の書籍を並べたサン・スマイル文庫
があります。その蔵書から最近読んだ本を紹介します♪

「見えない」税金の恐怖
　これは官僚によるタックス・テロだ！
◉目次
はじめに
序章　「見えない」税金の恐怖
第1章　待機児童問題という見えない税金
第2章　小中学校の教育費がピンハネされている
第3章　奨学金という搾取機構
第4章　なぜ日本の公共料金は世界一高いのか？
第5章　サービス残業という酷税
第6章　天下り官僚の手数料ビジネス
第7章　社会保険料が上がっている本当の理由
第8章　貧困という重税

大村大次郎〈著〉、ビジネス社 第9章　なぜ日本は「見えない税金」が多いのか？
￥1,100（税込） おわりに

スタッフ 古賀

予測できない失業や大幅な所得減少など特別な事情がある場合、申請により減額・免除される税金が

ありますが、この本の税金とは「見えない税金」がポイントです！！

官僚の世界は一般人にはなかなか見えてこない世界ですが、国税局で10年間、国税調査官として勤務

されていた著者が語る税の話はコロナと同じく保守的なメディアだけでは知ることの出来ない内容ばか

りでした。

日本の借金は、2021年３月末に１２１６兆４６３４億円になったと発表されました。前年同期から１０１兆

９２３４億円増です。（日経新聞より）

国の歳入総額（令和３年度当初予算）は１０２兆６５８０億円（国税庁HP）ですから、その金額を約１２倍も上

回ります。 日本はどうなってしまうのでしょう！！

２０１７年に発行された本ですので、コロナ禍社会の今とは若干内容が異なることもありますが、政治や

行政に関心を持たなければいけないと気付かされる一冊です。

大村大次郎氏の本は複数出版されていますので、図書館等でぜひ読んで見てくださいね。











☆自然栽培 麦茶
（20ﾊﾟｯｸ入り）

6８0円

スタッフ
日向

元々は慣行栽培で、ナスを主に栽培しており、肥料
や農薬を使って栽培することに、限界を感じていた時
奥様の家族から、自然栽培の話を聞き、自然栽培を
スタートしました。
自然栽培にしてからは、作物を大豆・小麦・大麦に
絞って栽培をしております。畑の面積は全部合わせ
ると東京ドーム３個分！！それをなんと一人で畑仕事
をしています！！
在来の大豆にこだわり。「丸玄大豆」という商標を取り、
自社ブランドにした大豆。元々はあけぼの大豆で山
梨県身延町のブランド大豆、現在では肥料も農薬も
使わないで種を継いでいるのは丸山さんの大豆だけ
です！なんと40年も続いているそうです！
今後大豆の入荷もあるかもしれません。お楽しみに！
いいものを作っても高くて買えないなら意味がない。
価格を抑えて、自然栽培を広げていきたいと熱く語っ
てくれた丸山さん。先月この通信でご紹介した麦茶を
販売開始しました。今後も取り扱い商品が増える予定
です。

豊かな香りと口に広がる

香ばしさをお届けします。

自然栽培の大麦を使用。
自動販売機で味噌や

納豆など販売中！！

かまどは自作。大豆

を煮るお釜です。

すももの野田さんが

実はご近所でした！

車で２分ぐらいで

着きました！！

近くの500年杉を

見に行きました！

指定文化財で天然

記念物！

すごくパワーを

頂きました！！



山梨県北杜市標高1200Mで作られたお野菜達！

9月はとうもろこし・トマト・かぼちゃなどのお野菜が届きます！！

特に中玉トマトとミニトマトがピークになります。

今年はトマトが大豊作！！感謝です！！トマトをたくさん買ってください！！

ご協力宜しくお願い致します。！

元々は小黒さんの圃場で研修した渡部さんと諸橋さん。小黒さんが育てたお野菜も生産者も

現在拡大しております！！

来年また一人研修生が独り立ちします。これからも研修生を受け入れていく方向です。

無肥料自然栽培の生産者が増えてくれることはとても感謝です！！

たくさんの恵みを心待ちにしてます！！

小黒さん 渡部さん 諸橋さん



加藤木材加藤さん 寄稿その２

経産省が認めた？「自然栽培」

2021 年 6 月 18 日に策定された「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の続報

である。すでに国は走り出しているのである。

この策定をもとに経産省は 2030 年電源構成比に関する策定という次の段階に進んでいます。

サン・スマイルさんのお仕事に直結する部分をそのまま記します。

「持続可能な食料・農林水産業に対する消費者の理解と購買行動の 変容を促進する。

これにより、消費者への食料の安定供給や価格の安定化を実現するだけでなく

健康で栄養バランスに優れた日本型食生活の国民的拡がりにつながり

健康寿命の延伸等、食を通じた国民全体の健康の維持増進を図ることが可能となる※70。

生産力向上と環境負荷の軽減を図るため 化学農薬については、スマート防除技術体系の活用 や

リスクの高い農薬からリスクのより低い農薬への転換を段階的に進めつつ

化学農薬のみに依存しない総合的な病害虫管理体系の確立・普及等を図ることに加え

2040 年までに、多く使われているネオニコチノイド系農薬を含む従来の殺虫剤を使用しなくても

すむような新規農薬等の開発により

2050 年までに化学農薬使用量（リスク換算）の 50％低減を目指すとともに

化学肥料については、2050 年までに 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の

30％低減を目指す。また、輸入割合の高い肥料等の調達において 輸入から国内生産への転換が進

むことによる関連産業の活性化 環境へ配慮した生産等の導入による国産品の評価向上による輸

出拡大 新技術を活かした労働安全性・労働生産性の向上等を実現し我が国の持続的な産業基盤の

形成につながる。

さらに、有機農業の推進においても 化学農薬・化学肥料を低減する取組を進めることから

同様の効果が期待される。

これらの取組により 消費者の幅広いニーズに対応できるだけでなく

地域の自然循環による生産が行われ

農業生産に由来する環境への負荷低減が図られることで



生物多様性の保全や地球温暖化防止につながる。（原文まま）」

※70 東北大学による「日本食パターンと死亡リスクとの関連」についての検討（2020 年

European Journal of Nutrition 発表）では、約 18.9 年の追跡期間中に確認された死亡について、

日本食スコアが低いグループに 比べて日本食スコアの高いグループでは、全死亡のリスクは

14％低下、循環器疾患死亡のリスク及び心疾患 死亡のリスクは 11％低下した。

まったく驚きを禁じ得ないのである。

経済産業省が

サン・スマイルさんが目指してきたことを目指すんだ！と言っているのである（驚）。

さらに特筆すべきは

ネオニコチノイド系を含む農薬の削減を言い切っていて（数値や時期は中途半端ですが…）

このあたりは省庁間でも最も力のある省庁だけのことはあるということなのでしょうか。

それらの使用制限を緩和してきた感のある農水省なのだが

経済産業省に

「化石燃料ボウボウ燃やして作ったモン（＝農薬）の使用なんてもってのほか！」

と言われればそれまでのようなのである。

また直接的な表記にはつながっていませんが 「持続可能な農業」の安定供給が「健康寿命の延伸」

につながり 時期を区切った「農薬使用の大幅削減目標」の設定まで 一気に「一筆書き」された

意義は大きいのではないだろうか。

わたしなどは、4 回も氷河期を経たこの地球の現在の気候変動を カーボン一本鎗で考えるのも無

理があるように思うものだが この世界の流れはどうやら止められないようなのである。

この勢いで現在の「農薬の使い方を覚えるための学問」という印象を持つ 農学部などの学問もそ

の内容が変っていくのであろうか。

なんだが不純な…カーボン一本鎗の流れが 「自然栽培お野菜で健康寿命の延伸」につながってい

ったり 「杉で睡眠を変えて心身への好影響」をアピールして 日本の木の活用をもっとがんばり

なさい！！と 経済産業省に言われているというのだから…

急に言われても、まだ信じられないような感じである。

相変わらずわかってないのだろうけど ずいぶんと回り道をして経済産業省も「各論」だけでも

正解にたどり着いたってことでしょうかね。不思議だなぁ。



サン・スマイルpresents オリーブオイルお料理教室

五感を呼び覚ます
本当のオリーブオイルの使い方

日にち：令和３年１０月１５（金） 時 間：11：00～14:00

参加費：4,000円 定員：10名様前後

場所：Ｓmile World ２Ｆキッチン

講師：朝倉玲子

ふじみ野市西1-13-12 ※店舗とは異なります。ｍａｐご参照ください。

持ち物：エプロン、手ふきん、筆記用具、残った時のタッパ

お申込：自然食の店サン・スマイル

049-264-1903

✉mail@sunsmile.org

旨いオイルは
素材の邪魔をしない



自ら納得のオリーブオイルを探し当て
輸入販売をするだけではなく、現地イタ
リアにてAsakura自家栽培のオリーブ
畑を無肥料自然栽培で営み、自社オリ
ジナルブランドオイルも製造している
スーパーウーマン朝倉玲子さんが講師。
納得のオイルを日本へ届けるためのこ
だわりは随所にあふれ出ています。

それは決して油っこくなく旬の素材を
使って素材を引き出す料理法。イタリア
料理は和食と全く違いその独特な調
理法は野菜の味が良く解る。
そして、１００％素材の味を引き出す料
理です。
簡単なコツがあるんです！すぐに日々
のお料理に取り込め、時間をかけずに
最小限の材料で作ることができる魅
力的なレシピたち。
ぜひ皆様にお伝えしたいレシピばかり
です！
イタリアでのオリーブオイル製造のリア
ルタイムな裏事情なども伺えます。

オリーブオイルと
旨い塩

ようこそ、
本当のおいしさへ！

ミシュラン三ツ星レストランの調理場経験を持つ朝倉玲子さん。

今回は、ＡＳＡＫＵＲＡで取り扱っているｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙの中から「わら１
本」という銘柄を使います。味見をしながらのデモンストレーションが
主のお料理教室。出来上がったお料理をお召し上がりいただきながら解
説や質疑応答も。充実のお料理教室です！

朝倉さん
イタリアにて

アサクラCHANNEL
オリーブオイルの使
い方（簡単便利・イ
タリア家庭料理レシ
ピ）

素材に寄り添い、
自身の目耳舌鼻触感の五感

をフルに使う
「本来の家庭料理」を
お伝えしています



サン・スマイル

おすすめシネマ





  

ポイントカードご登録

初回登録料 ３００円(税別)

１００円ごとに１円分のポイントがたまる！

１円分からご利用いただけます！

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」   
ともの会   9/11(土)10 時～12 時・10/8(金)14 時～16 時

両日とも「病気にならない生活の仕方」食生活編

子育ておしゃべり会 9/24(金)・10/20(水) 両日とも 10：00～12：00

両会共 参加費 500 円

店内奥和室にて、少人数でアットホームな会。各定員大人５名様程度１名様より催行

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。食や健康、環境など毎日の生活を話題にし掘り下げてい

きます。毎日の暮らしが楽しく笑顔であります様、子どもたちの将来が明るく健康的でありますように。生の声を聴いたり話

したりするのも色んな情報をシェアしあえて楽しいですよ！ お待ちしてます！

※当日キャンセルの際、料金はかかりませんが必ずご連絡下さい。

「怪我をして思うように歩けない」「子供が熱で買い物へ

出られない」「出産直後で外出が難しい」 など

ちょっと困ってしまうとき…。ありますよね。

そんな時はサン・スマイルスタッフがご自宅へお買い物をお届けいたしま

す！着時間などご指定は頂けませんが、スタッフが空いた時間にパッと参上

いたします(笑) 天候や営業状況によってはお受けできない場合もござい

ますがご容赦を…。でも諦めずにお気軽にご相談いただけましたら、とにか

く可能な限りお届け致しますので心からお気軽に、どうぞ本当にお気軽にご

相談くださいませ！（※ポイントカードご登録の方限定のサービスとなりま

す！ポイント加算はされません。）

お助け配達しています！ 基本自転車でお届けします！

サン・スマイルから自転車で片道１５分圏内位（アバ

ウトですみません！） お買い物のご注文はお電話で、

お支払いは玄関先でお願いします。(現金のみ)

宅配（送料別途）は 15 時までのお電話で

当日ご発送可です。基本送料 880 円

翻訳機械ポケトーク導入！

74言語対応！

We have installed a translation 

machine ”Pocketalk”.

Available in 74 languages

みんな

だいすき

今月のﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍デーは

9/30(木)

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

PayPay やクレジットカードのお支払いでも

ポイント加算致します！

サン・スマイルはマスク着用任意点です。

咳や熱など症状のある方は咳エチケットをお願いします。


