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ありがとうございます！

サン・スマイルふじみ野店は開店 20 周年！

サン・スマイルは今年(2022 年）の 11 月 11 日に創業 25 周年

そして今年の 5 月 24 日にふじみ野に店舗を開いて 20 周年

さらに！出荷センターは 10 周年を迎えることができました。 ありがとうございます！

病弱の母が無農薬の野菜しか食べることができなかった私の幼少期、

中学時代から高校時代にチェルノブイリ事故の本を読み、世界の裏金融支配の本を読み（三国志

も好きでした！）、大学時代には恩師の片野學先生の教えを受けて農、食、敗戦後の日本の状況、

食文化や幸福について、学ばせていただき探求は今でも続いています。

（学生時代は陸上部で駅伝等、ハードロックにもはまっていました(^^)）

社会には表と裏があるということを早くに知れたことは本当によかったと、今でも思っています。

正直でまっとうな社会にしたい！と大それたことを想い、しゃにむに、無我夢中でサン・スマイルを

始めました。その後現・過去含めて多くのお役等もいただいてきました。

環境保全型農業技術研究会幹事/NPO オーガニック事業協会 代表理事/一般社団法人農福連

携自然栽培パーティ全国協議会 理事/（株）ゆうき八百屋 社外取締役/一般社団法人日本 SDGs

農業協会 監事/21 世紀を担う若手の会座長/以下過去→指圧治療院日本指圧ヒーリング 院長/

元気な八百屋ゆうきの会 理事/健康自然食品専門店の会 理事/NPO 日本健康自然食品協会

埼玉支部長/ NPO 木村秋則自然栽培に学ぶ会 理事/nico 会長。（普段このようなことは書きたく

ないのですが、ふとまとめてみたら、結構多かった、、）

経営もとても大変ですが、何のためにサン・スマイルを始めたのかということを思う時、様々なお役を

頂けることはありがたく、少しは社会のお役に立てたのではないかと思いたいです。

お店での販売、野菜宅配、卸売業、貿易業等、仕事も多岐にわたり、なによりも多くのお客様が支

えてくださってきたからこそ、今日のサン・スマイルそして活動させていただけることに、心より感謝

申し上げます。皆様のお心に恥じないように活動しようと心を引き締めています。

農家さん、加工業者さん、流通業者さん、配送業者さん、経理事務所さん等々ご家族も入れると 1

万人以上になるのではないかと思います。

その万人の結晶がサン・スマイルの店に並んでいます！サン・スマイル自慢の食や商品たち。お客

様にその品々を日々ご紹介できることそして、ご購入いただけていることにますます気を引き締めて、

みなさの命の根源である食を担う仕事として、誇りと責任をもって今

後も歩んでまいります。

この度は 20 周年を迎えることができましたこと、改めて感謝申し上げ

ます。

また、これから約 1 年間、創業 25 周年の感謝イベントを継続していく

予定ですので、どうぞお楽しみにしていただけたらと思います。

これからもサン・スマイルをどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます！                有限会社サン・スマイル 代表取締役 松浦智紀



米と日本人 シリーズ 4

世界のお米

ほんとにおもしろいですよね！前回のお米の起源！もしかしてアフリカのマリ

かもしれない！とか！そしてどうして日本で主食になったのか！などロマンが

広がります(^^)/ 今回は世界のおコメ！

２ 世界のお米

お米の種類と言えば赤米・紫黒米・黒米・モチ米などもあり、品種は 10 万種

類ともいわれていますが根本的な性質からみると

１）温帯ジャポニカ（日本人が普段食べているお米）

２）熱帯ジャポニカ(ジャバニカ)

３）インディカ （世界の 80％以上はインディカ米といわれる）（いわゆるタイ米）

４）アフリカイネ

５）ネリカ米

栽培種として

熱帯ジャポニカから温帯ジャポニカ、さらにはインディカが生まれたといわれています。そう！ジャポニカが

古いご先祖様なのです！

ですが、実は！世界で生産されているお米の８０％以上はインディカ米！

インディカ米を主食とする方に聞きましたら、ジャポニカは香りがなくてベチャベチャしていて柔らかくて気

持ちが悪い！と言われたことがあります。 ビックリですよね！ 私たちジャポニカ食人はマイナーなので

す！

また 現在アフリカではアフリカ稲ではなく 、ネリカ米

（NERICA：NEw RICe for Africa）が主流とのこと。私も食べ

たことがないですが、どんな味がするのですかね！？興味

津々です。

ネリカ米ができたときには、奇跡のお米といわれ、アフリカ

の厳しい風土でもしっかり実り、飢餓の解消につながるの

ではないかと言われ、一気に広がりました。私が学生で稲

の研究をしていた時には聞いたことがなかったですので、

ほんとうに本当にあっというまにアフリカ全土に広がったの

ですね！

お米の栽培が始まって 3000 年～5000 年、人類の探求は続いています！

熱帯ジャポニカ（ジャバニカ）は熱帯東南アジアなどの一部での栽培のみのようです。

そして、、お米の世界への普及を考えたときに、避けて通れない問題があります。

ショックドクトリン問題、緑の革命 IR シリーズ、ハイブリッドイネ それは次回に！

松浦智紀記







                   糸

前回は武術の師について書きましたが、今回はもう一人の素晴らしい日本一の指圧の師に
ついて書かせていただきます。妻が体調不良で、家の近くに浪越指圧学校を出られた私の
師の流れをくむ方の治療院で施術を受けていましたが、予約がなかなかとれなかったので、
だれかいい先生を紹介してくださいとお
願いしたところ、紹介していただいたの
が師の故鈴木林三先生でした。当時指圧
学校で講師をされていましたが、新宿で
治療院もされていましたので、妻と毎週
1 回通わせていただきました。その時か
ら、妻が先に施術受けるのを見て先生の
動きを目に焼き付け、今度は私が施術を
受けその圧の感覚を学ばせていただきま
した。のちに指圧専門学校に入ってから
は、週一回の授業の他、鈴木先生のご好意で有志が集まった勉強会にも参加させていただ
きました。師の指圧は一言でいうと指圧の大道でした。学校の授業で習う指圧は押す場所、
順序、回数といった上っ面のものでしかありませんでした。鈴木先生から教えていただく
ことで、指圧に魂が入りました。鈴木先生は、指圧の創立者である浪越徳次郎先生の内弟
子となり、天才的であられた浪越先生の圧を再現するために 30 年かけて体系化し、更にご
自分のものにするのに 10 年かかったと言われていました。とにかく徹底して基本指圧、全
身指圧を貫かれていました。特に肩甲下部と言われている肩甲骨の下から、腸骨あたりの
腰の部分を基本中の基本と捉えられ、ここが圧せればどこでも圧せると言われていました。
鈴木先生が圧っせるという圧とは、力でぐいぐい押す圧ではなく、受けてが施術者の力み
を感ずることなく、また施術者も力を抜いた状態で力まずに楽に押せる、それでいて深く
まで入る圧のことでした。そのためには姿勢がとても重要でした。鈴木先生は事あるごと
に、「力を抜くのではないのです。力が抜ける姿勢があるのです」と仰っていました。最
初その言葉を聞いた時「がぁ～ん」と頭を打たれた想いでした。中国武術を長年やってき
て一番苦労したのが「力を抜く」ことでした。力が抜けない限り中国武術は理解できない
し、中国武術の本当の力を出すことは出来ません。さんざん体的に力を抜くことに囚われ
ていましたが、鈴木先生の教えはまさに目から鱗が落ちる想いでした。「そうかいくら力
を抜こう抜こうとしたって、姿勢が悪ければ完全に力を抜く事はできない」、と改めて中
国武術の基本の立ち方にかえりました。中国武術の基本中の基本「馬歩」という姿勢の七
つの注意点は力が自ずと抜けるための口訣であったのだと悟りました。改めて中国武術に

故鈴木林三先生の肩甲下部の施術



おける姿勢の正しさが重要であることを認識しました。また鈴木先生から勉強会で、指圧
するときの足のつま先の位置や角度をほんのわずか矯正していただくだけで、圧の入り方
が全く違って来ることを体感いたしました。後にこのことが手がかりとなり中国武術でと
ても大きな気づきを得ました。中国武術では圧の入り方ではなく、打ち出す拳や掌や肘に
集まる力が違って来るのです。そのための手の位置、角度、足のつま先の向き角度膝の向
き角度すべてに渡って正しい位置があるということを悟りました。そこで中国武術の型を
練るということがより深く理解できました。鈴木先生から指圧を学ぶことで中国武術の深
奥を垣間見た想いでした。先生との出会いは決して偶然でなくやはり必然的であったと思
います。いつだか「ひょっとしたら鈴木先生の出身地は武術の師と同じではないか」とふ
と感じ、鈴木先生に尋ねたらまさに同郷でありました。私は中国武術を始めてから、それ
がライフワークみたいなものになっており、それをより深く理解するため、より上達する
ために必然的と思えるほど素晴らしい方たちとの邂逅がありました。武術の師や指圧の師、
北海道の秋場農場、そしてヒーリングの師によって中国武術を学ぶ上では必要不可欠な、
これがないと中国武術たりえない意主体従（霊主体従）をより深く理解することができま
した。すべてが絡み合って中国武術が飛躍的に進歩したのは言うまでもありません。
シンガーソングライターの中島みゆき、彼女ほど名曲と言われる作品を数多く残している
人はいないのではないでしょうか。その一つに「糸」があります。その歌詞のなかに「逢
うべき糸に出会えることを人は仕合わせと呼びます」とありますが、私は三人の師、秋場
農場との出会いがまさにそうであり、仕合わせものだと天に感謝しています。そしてこの
先どんな糸に出会えるかとてもワクワクしています。

                      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、あさひ武術俱楽部主宰）







☆お茶「彩香」ティーパック

2.5g×8P 756円（税込）

スタッフ
日向

静岡県島田市のお茶農家善光園さんから新茶が続々と入荷しております！

今回は新商品の2商品をご紹介致します。

「彩香」は無肥料自然栽培の深蒸し緑茶です。

くせが少なく、何杯でも飲めるような胃に負担が少ないスッキリとしたお茶で

す。ほどよい渋みと口に残る優しい甘みがあります。

日本人に生まれて良かった～って思ってしまうお茶です。

まるごとほうじ茶は茶葉と味はだいぶ違いますので飲む用途の場合はその点ご

注意ください。飲み方はお湯入れて混ぜるだけ。温めた豆乳を使ったほうじ茶

オレがオススメです。氷を入れてアイスほうじ茶もオススメ！！

ほっと一息にはやっぱりお茶ですね。安心感があります！！

ティーパックや粉末タイプなので、お出かけの時や旅行の時など持ち運び便利

でお手軽に飲めます。是非お試しください！！

☆まるごとほうじ茶（有機）

50g 540円（税込）



スタッフ井浦徹也おすすめ!!

岐阜県 飛騨高山 よしま農園
本格派ピクルス液で!!お野菜を漬けましょう‼

お漬物屋さんのよしまさんが自信をもってお勧
めする‼ 本格派ピクルス液は、初めピクルス
液で商品を作り販売しておりましたが、女性の
スタッフが『自宅で作りたい』と言うエピソードか
ら生まれた商品ですので秘伝のハーブの配合
でお野菜をつけるだけで簡単に本格ピクルス
が出来ます。自然栽培のお野菜との相性も
バッチリですよ！

きゅうり・玉ねぎ・ピーマン
オクラ・なす・かぶ・大根
ミニトマトなんでもおいし
いです！薄くなったら、オ
リーブオイルを入れて本
格ドレッシングに早変わり
余すところありません
是非お試し下さい

お好みのお野菜を漬けてクエン酸・アミノ酸・ビタミンCをタップリ取って！
美白・美肌づくりに効果的です！

発酵食品なので乳酸菌も豊富にお含まれ！ 便秘解消や整腸に効果的
これからの夏をおいしく楽しく乗り切る！体作りには最高ですね

659円税込



ショートコラム                    松浦智紀

（松浦智紀が好き放題気ままに書いていますので並び等に脈絡はありませんがご容赦ください！）

「シャブ漬け戦略」

某大手牛丼チェーンの役員の発言がありニュースになりました。

とんでもないことであると思います。サン・スマイル農園を一緒にやっている戦友の大西さんとこの件で談義

をしておりました。「シャブ」となんだろうか？と話をしていたところ、本件で話題に一切出てこない「食品添

加物」ではないか？特にうま味調味料。

マクドナルドの以前の社長藤田
ふ じ た

田
でん

さんが、マクドナルドのターゲットは 12 歳以下（14 さいだったかも、、）12

歳までに覚えた味は、一生食べ続ける、おふくろの味になるのです。とおっしゃっていたのを思い出しまし

た。安い、早い、おいしい、やわらかい、味が濃い、甘い。これが現代人の多くの方が求めるものです。

こういうニュースがでたときに、そういったところまでマスコミで議論になればいいのですが、そうはならない

世の中は残念に思います、、！

ちなみに、サン・スマイルはうま味調味料（アミノ酸等）が入っている食材は販売していません

戦友大西さんは（株）自然回帰の社長です。東京大手町で飲食店を経営されています。都内で添加物無

しの外食を手軽にできるのはとってもありがたい！お勧めです！ 自然回帰 で検索してみてください(^^)/

「ウクライナ」

戦争と言っていますが、国際的には紛争と言われているようです。

ロシアが侵攻するまえに、ウクライナはとんでもない人数のロシア人をあやめています。

日本のマスコミはアメリカ系からのニュースがほとんどですので。戦争も紛争もあってはなりませんが、多角

的な情報を収集していきましょう！新型コロナと情報伝達系はほぼ同じようです！

「農家さん」

夏に向けて各地ですくすく！

熊本稲本農園イネ育苗（折衷苗といいます）（右）

埼玉関野農園の 相模半白きゅうり（右下）

高知県 空の下 榊原さんの生姜（下）

全国 100 件以上のサン・スマイルの契約農家さ

ん！私たちの食を育んでくれ

ています！

大感謝！

サン・スマイル創業 25 年を迎

えられるのは、生産者さんた

ちのご尽力と協業いただけて

いることも、とっても大きいで

す！大感謝！



「アサクラさんのオリーブ動画」

サン・スマイルでおなじみのアサクラオリーブオイル。オルチョサンニータはじめ今では多くの種類があり多

くのドラマがあります！

アサクラさんは、たくさんの動画を UP しています。お料理の動画が多いですが

先日「オリーブオイルってそもそも何？VOL.98」が公開されました。

オリーブオイルについて簡潔に説明してあります。おすすめです！

QR コード貼り（YouTube）ますので、ぜひご覧ください！  →

「サン・スマイルと JICAは SGDｓ パートナー！」

サン・スマイルでは JICA の委託事業を受けて Bhutan で

活動をしています。契約期間が今年の 11 月末までなの

で、その期間の認定をいただきました！

過去に 4 回渡航していますが、コロナでいけなくなってし

まい、早く Bhutan の農家さんたちに会いたい！

「北海道大学」

先日、北海道大学の平田聡之先生と面談の機会をいただきました。

私は現在、Bhutan でオーガニック関係のプロジェクトをしておりますが

そのアドバイスをいただきました。農学系の先生とお話しするのは久し

ぶり！的確なアドバイスをいただいたので Bhutan で試してみたいと思

います！

「有機認証団体 ACCIS」

私が大尊敬する ACCIS の塩田代表と、今後の無肥料自然栽培の普

及や、Bhutan からの農産物の取り扱いについてレクチャーいただき

ました！

塩田さんは過去に、農家がミスした際、全力で助けてくれた方で、恩

人でもあります。純粋に、オーガニック、無肥料自然栽培の野菜を食

べたい！という発露から、えこひいきや、色眼鏡でみることなく常にフ

ラットな感覚で日本の普及を考えてくださっています。

サン・スマイルの強い味方です！

「サン・スマイル 自社通関 初輸入！」

Bhutan とかかわって 5 年目・・・ やっとテストのテスト輸入が実現しました！

サン・スマイルとしても初貿易！嬉しい！

秋ころには神戸港に入港予定！テスト販売も予定していますので！ぜひご協力お願いいたします！

これ以上の円安はキビシイ（祈）  引き売りでみかんを売り始めたサン・スマイルが為替を気にするように



なるなんて、自分でも変な感じがします。世界というか、地球は一つしかないので、人間が作った国境は考

えず、志を一とする方とつながっていきたいですね！

「農福連携」

サン・スマイルは障がい者福祉さんが自主的に生産した無肥料自然栽培

農産物を販売等しています！

自然栽培パーティ（正式名称一般社団法人農福連携自然栽培パーティ全

国協議会）の理事をしておりまして、季節には「旬を旅する」のご案内も店

頭でさせていただいております。

ヤマト運輸の関係のヤマト福祉財団さんに

毎年支援をいただき、今年はこれから栽培を

始める施設さんにむけて「栽培チャレン

ジ！」企画、「サツマイモ大作戦！」「スープ

大作戦！」「膨張大作戦！」「スタジアム大作戦！」など、全国約 80 件の福

祉施設と力を合わせて無肥料自然栽培の普及と、障がい者さんたちはじめ

職員さん、地域の皆様がさらに元気になる！多くの企画を始めています！

サン・スマイルでも自然栽培パーティマークのあるお野菜や加工品がありま

す！ぜひご協力おねがいします！＆みんなの元気のおすそ分けをいただ

きましょう！

「パッションフルーツ」

サン・スマイルでは数年前まで奄美大

島のパッションフルーツを販売しており

ましたが、今年から沖縄本島のパッシ

ョンフルーツが入荷予定です！自然

栽培パーティ仲間の南城市 楽ワーク

スさん。

5 月下旬段階、だいぶ赤くなってきて

います！こうご期待ですよ！

そこで見つけた かき氷シロップの「ブルーハワイ」！私も小さなころ大好き

でしたが添加物の塊、、！と思っていましたら添加物無しでできることがわか

りました！今年の夏！もしかしたらできるかもしれません(^^)/



「みよしの じゃこ天」

自然食品店の仲間、沖縄の「ぱるず」諸喜田さん。サン・スマイ

ルでは生モズク、たまにお野菜も入荷しています！お店にお邪

魔しましたら、みよしのじゃこ天を販売されていました！

やっぱり最高の品質、最高の食材は沖縄でも喜ばれています。

だしの塊、じゃりじゃりしない！じゃこてん！まだお試しでない方

はお勧めですよ！

じゃこ天の概念がきっと変わります！

「サン・スマイルオリジナル片栗粉」

サン・スマイルのオリジナル片栗粉はサン・ス

マイルオリジナル商品の中で一番人気！

こんなにおいしい片栗粉は食べたことがな

い！と、マニアックな気もしますが、ご好評い

ただいております！北海道の無肥料自然栽

培ジャガイモを神野でんぷん工場で製造して

もらっています。

最初、農家さんから B 品ジャガイモを片栗粉

にできないかと言われ、製造がスタートしまし

た。しかし販売にとっても苦労しました。という

のも、製造の最少ロットがジャガイモ 24 トン！

現在は、毎年欠品するかひやひやする という

人気商品になりました。

あのジャガイモから真っ白な片栗粉ができるわけ！ 他のでんぷん工場にない細やかな製造方法×無肥

料自然栽培ですのでこれは最高ですよね！

「結婚！」

サン・スマイルで大人気ほしいも。うまいも！栽培、製造をしている

照沼さんがこの度結婚されました！年の差婚！先ほど書きました自

然回帰さんにて披露宴を企画しました！

業界の第一人者が大勢集まり、大いにご縁をいただきさらに今後に

つながりそうです。

「干し芋 うまいも」さらに幸せが UP しました！夏は冷凍してもおい

しいですよ！

ケーキはサン・スマイルでもおなじみ T.Sweet.Labo の柘植さんがサ

ツマイモたっぷりの甘～いウエディングケーキを作ってくれました

(^^)/



「SGDｓ」

一般社団法人 日本 SDGｓ農業協会の監事役を拝命しています。

お陰様で、、多くの団体様から理事などの要請をいただくのですが、もう

これ以上はむり！ということで監事にさせていただきました。

この団体は、これから基本的にはオーガニック関係にかかわりを持ってい

きたいという農家、企業や団体に対してご支援させていただいたり、啓も

う活動を行ったりする団体です。

先日は京橋（東京）でのマルシェを開催しました。（私は様子を見に行っ

ただけですが、、）

まだ設立したばかりの団体ですが、ご興味ある企業様や団体様がいらし

たらぜひ HP などのぞいてみてください(^^)/

SGDｓは小規模な団体運営や、生活レベルではとても良いことだと思って

います。

「寒天！」

今年、ご縁をいただいた寒天屋さん。小笠原商店さん。先日ご来店くだ

さいました。

寒天は日本オリジナルの食材で江戸時代から食されています。ほとんど

が食物繊維で、腸内フローラ様も大喜びです（笑）。一日 2g 程度（ひと

つまみくらい）、一番食べやすいのはご飯を炊く時にいれるだけ！

ご飯に照りや、もちもち感が出て、一石二鳥です！

しっかり天日で乾燥した本物の！寒天。ぜひ生活に取り入れてみてくだ

さい(^^)/

というか、驚くほど売れています！ありがとうございます！

「Bhutan のお蕎麦！」

今回、輸入した時に Bhutan 政府からそばのサンプルが送られてきまし

た。

わたしは、そばに詳しくないので、そばの妖精こと、そばの実カフェの

小池さんに相談しました！

早速、粉にひいてくれて、蕎麦掻をつくってくれました。

優しい感じのお蕎麦で、いま小池さんのご縁から多くのお蕎麦屋さん

にサンプルで試して戴ています！もしかしたらブータンのお蕎麦が輸

入されてくるかもしれません！世界一幸せな国ブータンのおそばで

さらに幸せ度 UP かも！

ショートコラムはこれで終わり！ショートですがショートがロングになり失礼しました！

それに、コラムというより出来事報告みたいですね！最後までご覧いただきありがとうございました。松浦智紀拝



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♪

若杉友子の毒消し料理
◉目次
・まえがき
・食養の基礎理論　陰陽
・体の中からきれいにする毒消しの基本
・簡単！おいしい！効果抜群！毒消し料理５３種
　　肉と卵の毒消し料理
　　魚介の毒消し料理
　　砂糖の毒消し料理
　　油の毒消し料理

若杉友子〈著〉、PARCO出版
￥1,650（税込）
本の購入は書店などでどうぞ。

スタッフ 古賀

１９３７年大分県生まれの若杉友子さんは、静岡市で

川の汚れを減らす石けん運動などを行うなかで、自然

の野草のチカラに着目。食養を世に広めた桜沢如一の

教えを学び、陰陽の考えにもとづいた野草料理と、日

本の気候風土に根ざした知恵を現在も伝え続けていま

す。（書籍プロフィールを抜粋）

食べ物で体の毒消しができるなんて凄いですよね！！それを日本人は昔から「食べ合わせ」で毒消

ししていた、知らず知らずに。例えば魚には大根、生姜やわさびを一緒に食べるといった具合です。

私が今一番毒消ししたいのは砂糖です！砂糖は摂らないほうがいいと分かっていても、魅力的なも

のが多くてどうしても食べてしまう。なら毒消ししながら。。。と思いました(*^^*)

若杉友子さんの料理はとってーーーーも簡単なものばかりです！砂糖の毒消しを少しご紹介すると、

「梅しょう番茶」を飲む。⇒サン・スマイルにお湯を注ぐだけで梅しょう番茶があります♪

他には「梅干しととろろ昆布のお吸い物」これも簡単ですね♫

調理は焼いて塩をふる、または醤油や味噌であえるなどシンプルなものばかりです。ですから毎日の

料理に取り入れやすいと思います！

若杉友子さんは本でおっしゃいます。今は肉、魚を食べてない人も、油ものに気をつけている人も、

砂糖をやめている人も、毒消し料理を毎日の食事に一品でも取り入れてほしい。毒消し料理を食べて

いると、過去にとった食べものの毒が消され、体の内側からきれいになろうと本能が自然に働くそう

です。 サン・スマイルのおいしい野菜を使うと、毒消しのつもりが美味しい一品になりました！！病

気知らずの健康なカラダづくりにどうぞ～(*˘︶˘*).｡.:*♡







これからの時期には
コンデンス除湿器
コンデンス除湿器

69,850円

スタッフ
日向

砂漠で水をつくる独自の特許技術から誕生。
～徹底して除湿効率にこだわったフロンを使わないコンデンス式～

コンデンス方式はコンプレッサーを使用していないので、「フロン類」を一切使っていません。
まさに2020年基準をクリアした近未来対応の除湿方式です。また、メーカーのカンキョーさんは、砂漠での
無電力造水システムなど、地球環境への取り組みも行っています。
コンデンス方式は、その技術を応用して開発された独自の除湿方式です。コンデンスの除湿方式の最大の特
長は、内蔵された2つの熱交換器で熱交換を二回行うこと。
この、ツイン熱交換方式によって、湿気をギュッと凝縮して搾り取リます。
2つ合わせて207本ものストロー状の器官の中で、吸湿した湿気は、強力に水滴に変えられます。
この除湿システムにより、内部のヒーター熱を効率良く除湿エネルギーに変換します。

＊4mまで達する強力送風
家中の隅々を除湿するには、空気の循環が必要。そのためには、大風量が不可欠です。
大風量によりお部屋の空気の循環が可能になり、効率のよい除湿乾燥が可能になります。
コンデンス除湿機の風量は除湿機No.1の5.6m3/min。

＊３Ｄドライベールで洗濯物が早く乾く
コンデンスの大風量と、新搭載の3次元ルーバーで、乾燥風のべールを作り、洗濯物を覆います。べールの外
へ湿気を強力に追い出します。最大で上下160°、左右130°という超広角の稼働域をもつ3次元ルーバーが作
り出す乾燥気流『3Dドライベール』。広い範囲に乾燥風を大風量のまま届けられるため、洗濯物だけでなく、
ベッドや敷いたままのお布団もすばやくムラなく乾かすことが可能です。もちろん、3次元ルーバーは手動調
整への切り替えも可能なので、狙い撃ち乾燥もボタン操作でカンタンです。





サン・スマイルpresents アサクラお料理教室

五感を呼び覚ます

本当のオリーブオイルの使い方

令和4年6月24（金）

10：30～13：30
参加費：4,000円 定員10名程度

場所：Ｓmile World ２Ｆキッチン

ふじみ野市西1-13-12

持ち物：エプロン、手ふきん、筆記用具、残った時のタッパ

講師：株）アサクラ 本田はるか

オリーブオイルがもっと身近に好きになる！シンプルな味付けで

素材が抜群においしくなる！体に優しい！

実際にデモンストレーション調理をしながらコツをたくさん教えて頂けます！

お申込：自然食の店サン・スマイル 049-264-1903 前回のお料理



June

令和4年

10：00～12：00
島田有機豆腐

みや豆腐夕方

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご/島田有機豆腐

アグリコラたまご みや豆腐夕方

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご島田有機豆腐

パン（くろうさぎ） 11：00～14：00
佐藤たまご/島田有機豆腐

もやし・きのこ夕方

パン（くろうさぎ）
佐藤たまご/島田有機豆腐

もやし・きのこ夕方

＊予定が急遽変更になる場合もございます。ご了承ください。

2022年6月 営業日・入荷日カレンダー

自然食の店 サン・スマイル

月 火 水 木 金 土

定休日パン（くろうさぎ） 佐藤たまご

日

30 31 1 2 3 4 コロッケ 5

パン（3552食堂）

10：00～12：00 10：00～12：00

6 7 8 9 10 11 コロッケ

佐藤たまご バナナ

もやし・きのこ夕方 もやし・きのこ夕方 バナナ

12

定休日佐藤たまご パン（くろうさぎ） 佐藤たまご
みや豆腐夕方 パン（3552食堂）

13 14 15 16 17 18 コロッケ 19

定休日佐藤たまご 亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ パン（くろうさぎ） 佐藤たまご
みや豆腐夕方 そばの実カフェ パン（3552食堂） みや豆腐夕方
もやし・きのこ夕方 もやし・きのこ夕方 バナナ

コロッケ 26
パン（くろうさぎ）

定休日

20 21 22 23 24 アサクラ料理教室 25

もやし・きのこ夕方

佐藤たまご アグリコラたまご みや豆腐夕方 佐藤たまご
みや豆腐夕方 パン（3552食堂） バナナ

ポイント3倍デー 1 棚卸のため 2 327 28 29 30
亜麻仁卵・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀﾏｺﾞ パン（くろうさぎ）

定休日佐藤たまご そばの実カフェ みや豆腐夕方
みや豆腐夕方

定休日
パン（3552食堂） バナナ
もやし・きのこ夕方

4 5 6 7 8 9 10

ともの会 おしゃべり会 ひなたぼっこ会

定休日



  
臨時休業

棚卸

7/1（金）
申し訳ございません、終日お休みいただきます。

次回の「ともの会」と「子育ておしゃべり会」

新しくスタート！「ひなたぼっこ会」   
ともの会 6/1(水) 7/9（土）

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 6/2(木)  7/12（火）

ひなたぼっこ会    6/3(金) 7/14（木）両日とも経皮毒の話

それぞれ 参加費 500 円 10 時～12 時店内奥和室にて、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。ひなたぼっこ会はスタッフ日向

道男とのお勉強会です！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。皆様のご参加お待ちしております！※キャンセル料はかかりませんが必ずご連絡ください。

「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)

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

６月のﾎﾟｲﾝﾄ 3 倍デーは

30（木）

是非ご活用ください！

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

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。


