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お客さまとヤクルトのコミュニケーション紙

シロたイムズ

神奈川東部ヤクルト販売株式会社
健康幸せお役立ち企業
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材料（2人分）

作り方

セロリ・・
・・・130〜150ｇ

❶セロリは茎と葉に分け、茎は筋を除いて 5ｍｍ幅の斜め切りにし、

ゆでたこの足・
・・・・80ｇ

葉は細切りにする。アスパラは食べやすい長さに切る。赤唐辛子は

グリーンアスパラガス・・・・・1〜2本

半分に切って種を除く。

トマト・・・・・1個

❷たこは薄切りに、トマトは一口大に切る。

赤唐辛子・・・・・小1本

❸フライパンにオリーブ油を熱して中火で赤唐辛子を炒め、セロリ

オリーブ油・・・・・大さじ1 1/2

の茎、アスパラを順にサッと炒めてＡを加え、一混ぜする。

A【酒・水】
・
・・・・各大さじ1

❹②を加えてトマトがくずれないように炒め、塩、こしょうで味を

塩・こしょう・・・・・各少々

調える。最後にセロリの葉を加え、サッと炒めて器に盛る。
メモ

Enjoy your life with lactobacillus

塩、こしょう味だけのシンプルな仕上げですが、オリーブ油で炒めることで
素材の味が引き立ちます。
たっぷりのセロリとたこのうまみがからみあって深みのある味になります。

③の赤唐辛子は途中で取り出してもよい。
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31
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※本冊子に掲載されている人物写真は撮影時のみマスクを外しております。
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❶ ぱんぬはる

「武蔵小杉駅」から徒歩 10 分のサライ通商店街にある人気のパン屋さん
「ぱんぬはる」というお店の名前は沖縄の方言で「パンの畑」という意味があるそうです。ご主人は沖縄から上京、パン屋さん
に就職され 50 歳を機に独立して開業しました。オススメはフランスパンと食パン。地元のレストランやコーヒーショップに
おろしているそうです。近所の保育園にはアレルギー対応のパンをお届けしていて子どもたちにも大人気！
「ベーコンフランス」、「マカデミアンナッツとホワイトチョコのフレンチ」なども人気ですが、私のオススメは ひと口サ
イズの小さいパン「ミニクロワッサン」、「かりんとうドーナッツ」、それにフランスパンの生地で作っている「コロコロ
ウインナー」、「コロコロチーズ」です。ほしい個数で買えることが嬉しいです。ヤクルトをご愛飲いただいて 10 年以上
になるご夫妻と従業員の皆さま。アットホームな雰囲気もあり、商店街でも人気のお店です。

川崎市中原区今井南町 7-55 ヴィラ・ファースト 1F ☎ 044-733-0050
定休日 月曜日、第 1.3 火曜日（月・火連休） 営業時間 9：00 〜 19：30

「おなかマスター」からの「私のイチオシ商品」
♪
※
「おなかマスター」は地域の皆さまに健康教室等を行う社内資格を有した講師です。

トマトを主体にセロリ、にん
じん等９種類の野菜をミック
スし、食塩無添加で野菜本来
の旨みを生かした野菜ジュース
です。

宅配営業部 向ヶ丘センターマネージャー 加藤智子

私のおすすめは「野菜ジューストマトミックスジュース
( 食塩無添加）
」と「調製豆乳国産大豆使用」です。
トマトベースの野菜ジュースで甘味が少なく飲みやすいです。
気軽に野菜を摂りたい時に飲むことがありますが、お勧め
の飲み方は「調製豆乳国産大豆使用」を飲む W 飲み！
おなかがすいたとき、この２本を飲んでおなかを満たして
います。

䖧

たんぱく質の含有量が高い
国産大豆を 100％使用。
コレステロールが気になる方
におすすめの調製豆乳です。
1 日あたり 1 個（200ml）を目安
にお召し上がりください。
食生活は、主食、主菜、副菜を
基本に、食事のバランスを。
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❷そばげん

東急田園都市線「藤が丘駅」から徒歩 13 分ほどにある地元で愛されるお蕎麦屋さん
この地でお蕎麦屋さんを開業して 42 年。きっかけはご主人のお姉さんご夫婦から「蕎麦屋をやらないか？」と声をかけられた
からだそうです。川崎のお蕎麦屋さんで修行を積み、藤が丘駅に近い、たちばな台でお姉さんご夫婦と 10 年間お店を共に
した後に、この「そばげん」を開業されたそうです。今ではご主人の息子さんも 10 年以上お蕎麦を打っています。
「そばげん」のこだわりは蕎麦粉を時期に適した品種に変えていて、今は北海道・石狩川の最上流に位置する上川町のキタワセ
種が使われています。私のオススメはなんといってもコシのある麺を楽しめる “冷たいお蕎麦” です。そしてルチンたっぷり
の美味しい蕎麦湯を飲むことで動脈硬化や高血圧を予防できるそうですよ！ 20 年以上ヤクルトをご愛飲いただいている
ご主人さま、奥さま。私もヤクルトをお届けに行くたびに、おつゆのいい香りでついついお蕎麦が食べたくなります。

横浜市青葉区もえぎ野 28-1 ☎ 045-971-5820
定休日 木曜日 営業時間 11：30 〜 14：00 17：30 〜 20：00
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❸ 二津屋豆腐店

「JR 川崎駅」から徒歩 15 分ほどにある「手造り」にこだわる町のお豆腐屋さん
昭和 27 年に川崎で開業して今年で 70 年を迎えますが、大正時代に八王子で開業した先代の代から合わせると 100 年以上
続いている老舗のお豆腐屋さんです。おススメ商品はご主人自らが名付けたよせどうふの「微笑みがえし」と、こだわり
造りの「夢豆腐」
、マヨネーズやソースをかけて食べると美味しい「お好み揚げ」です。
お店の人気商品は「絹ごし生揚げ」「さつま揚げ」「がんもどき」です。また、夏に限らず 1 年中ある「ところてん」も
大人気です。お店には遠くから足を運んで来てくださるお客さまも多い人気のお豆腐屋さんです。
私のイチオシは「絹ごし生揚げ」です。口あたりが良くてお豆腐の味が濃い生揚げです！そしてなによりヤクルトを 40 年
以上ご愛飲いただいているご主人と奥さまの明るい元気な声に私もいつも元気をもらっています！

川崎市幸区中幸町 1-28 ☎ 044-522-0649
定休日 日曜日 営業時間 5：00 〜 17：30

新型コロナウイルス感染拡大等により定休日が記載と異なる場合がございます。
ご来店時は事前に店舗にご確認ください。
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❹nanala ナナラ（就労継続支援Ｂ型事業所）

❺danway ダンウェイ

障害者総合支援法に基づく就労支援のための施設「nanala」
支援学校で学んだ技術を活かして作る等、それぞれの個性
に合わせたハンドメイド雑貨の制作・販売を行っています。
「nanala」とはハワイの言葉で「ひまわり」を意味します。
障がいがある人もない人も、
「ひまわり」が太陽を見上げ
ながら大きくなるように。誰もが素晴らしい存在である
ことを誇りに思いながら、上を見上げて笑顔で歩いて行け
るように。手助けしながら一緒に歩いていきたい！！
そんなコンセプトの事業所で作られたアクセサリー雑貨
からプレゼントをチョイスしました。

神奈川・川崎・横浜を中心に、
障がいのある方々の就職（就労）
への道を支援されています。
そのダンウェイ㈱の高橋陽子代表が沖縄に講演に行った際に、
名護市で農産物加工業を行なっている「和 シークヮーサー
笑費隊」の渡具知（とぐち）さんと出会い、超フレッシュ
な香りと爽やかな酸味が美味しいシークヮーサーを紹介され
たことがきっかけで、ダンウェイの障がいのある仲間たち
がお届けすることで多くの人々の「健康 × 元気 × 幸
せ」を支えます！というコンセプトで始められたシークヮー
サーの加工製品販売。
そのなかから今回はシー
クヮーサー果汁 100％
（500ml）1 本をプレゼ
ントさせていただきます。

①マスクチェーン
②ネックストラップ
③ドリームキャッチャーキーホルダー

①

②

③

䖩

シロたイムズに寄せられたご質問
Q 「乳酸菌
:
シロタ株」にはどのようなはたらきがありますか？
A：生きたまま腸内に到達し、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内環境を改善しおなかの調子を整えます。
Q 「乳酸菌
:
シロタ株」は虫歯の原因になりますか？
A：虫歯は、ミュータンス菌という球菌が食べ物に含まれる糖質（特に砂糖）を分解して、非水溶性グルカン
という水に溶けにくいネバネバした物質を作り、歯に付着することから始まります。
「乳酸菌 シロタ株」は
非水溶性グルカンを作らず、歯に付着することもないので、虫歯の直接の原因とはなりません。

2021 年度お客さまアンケート結果（抜粋）
平素よりヤクルト商品をご愛用いただき心より感謝申し上げます。また、2021 年度のアンケートのご協力
ありがとうございました。
509 名のお客さまから貴重なご意見を頂戴いたしました。一部ではありますが結果を掲載いたします。
このご意見をしっかり受け止め、企業理念である「健康幸せお役立ち企業」を今後も進めてまいりたいと
思います。また、2022 年度もアンケートへご協力いただけると幸いです。

お支払い方法は、どのような方法ですか？
前年比較
2020 年度

19％

61％

54％

2021 年度

17％

20％

0％

40％

3％

4％

60％

14％

19％

6％

80％

都度現金払い

月末現金払い

口座引落し

クレジット（届けてネットのお客さま）

3％

100％

キャッシュレス決済（PayPay、楽天 Pay）

ヤクルト商品をご継続いただいている理由を教えてください。
からだによさそうだから

25％

ヤクルトレディがいい人だから

16％

信頼できる商品だから

14％

おいしいから

13％

定期的に持ってきてくれるから

12％

納得できる商品だから

11％

自分に合っているから

9％

0％

5％

10％
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15％

20％

25％

30％

