
年の十干 西暦年の一の位 16方位 
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東北東やや右 

西南西やや右 

南南東やや右 

北北西やや右 

節分に鬼をやっつけ退治するのはいったいなぜなんでしょうか…？？？ 
それは、災害や病気など目に見えないおそろしい出来事は全部鬼の仕業だ!!!!! 

と考えられており、特に新しい年や季節の変わり目に鬼がやってきやすいといわ 

れてきました。そのため、節分で鬼退治をするようになったそうです。 

恵方とは？？方角はどうやって決めているのでしょうか…？？？ 
恵方とは「歳徳人(ﾄｼﾄｸｼﾞﾝ)」という神様のいらっしゃる方角のこと。 

この歳徳人様が毎年居場所を変えるので毎年方角を変えなければいけないのです!! 

歳徳神様は、その年の福徳を司る神様。恵方の方角に向かって事を行うと 

全てにおいて吉におさまると大変良いとされています!! 

 

その１ 

節分にかかせない 

豆・恵方巻き!! 

その２ 



商品特徴
可愛い絵が特徴定番

の美味しい福豆

商品特徴
可愛い絵が特徴定番

の美味しい福豆

商品特徴

国産大豆100%使用

ＪＮＦ カルシウムたまごボーロ(Ｆｅ)

16gX50規格

調理方法 開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 2090102400

5

商品特徴

①

1日に必要なｶﾙｼｳﾑ
2/1摂取可能

商品特徴

国産大豆100%使用

末広 節分ミックス 10g

3

商品ｺｰﾄﾞ 3920001100

規格 10gX200

末広 節分ミックス 15g

4

商品ｺｰﾄﾞ 3920001200

規格 15gX200

調理方法 開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 9210025300

ＱＢＢ 給食用 福豆 10g

2

規格 10gX40X5

調理方法

商品ｺｰﾄﾞ 9210027000

ＱＢＢ 給食用福豆 5g

1
開封のみ

規格 5gX40X5

調理方法 開封のみ

調理方法 開封のみ

こちら！ 

※締切はございませんが、 

通常パッケージでの商品手配と 

になりますので、ご了承下さい。 

鬼のシールはついてくる？？？ 

※シールは数に限りがございます 

ので、お申込み先着順と 

なります!!お早めにどうぞ!! 

カルシウム・鉄分補給 

食品として売り出されて 

おり、1袋に1日に必要な 

カルシウムと鉄分の約 

1/2が含まれています!! 

商品豆知識！！ 

 

鬼の可愛いシールで節分 

気分いかがでしょうか。 

節分とは本来"季節を分ける"つまり季節が移り変わる節目を指し、立春･立夏 

立秋･立冬それぞれの前日に1年に4回あったものでした。その４回のなかで 

日本では、立春は1年の始まりとして特に尊ばれた為、次第に節分といえば 

春の節分のみを指すようになったそうです。 

※受注締切は、 となります。 

※納品は とさせて頂きます。 

豆は『魔滅(まめ)』に通じ、無病息災を祈る意味があるそうです…!!昔、京都の鞍馬に鬼が出た時 

毘沙門天のお告げによって大豆を鬼の目に投げつけたところ、鬼を退治できたという話が残って 

●先着順でシール付き!! 



商品特徴
香りも良く恵方巻に
かかせない一品。

1本ｻｲｽﾞ 入数

商品特徴
身もふっくらしていて
みぞれと相性抜群

PC入数

商品特徴
ふっくらした身に梅の

香りで食欲増進

商品特徴
いわしと梅の絶妙な

味わいをどうぞ。

ヤヨイサンフーズ いわしのみぞれ煮

14

②

大冷 いわしつみれ

13

商品ｺｰﾄﾞ

規格 1kgX5/2

調理方法 加熱

4410034600

1本ｻｲｽﾞ

1本ｻｲｽﾞ

商品ｺｰﾄﾞ 3940001300

ヤヨイサンフーズ いわし梅しそフライ 70g

商品ｺｰﾄﾞ 8720143600 商品ｺｰﾄﾞ 8720019400

ヤヨイサンフーズ いわしの梅煮

11 12

規格 40gX10X10

商品ｺｰﾄﾞ 8720134600

規格 700g(10尾)X8/2

調理方法 揚げ

規格 10個X10

調理方法 湯せん 調理方法 湯せん

スギヨ 香り箱 バラ凍結 1kg

10

商品ｺｰﾄﾞ 4290006500

規格 1kgX10

調理方法 自然解凍

(31gX16本)PX10/2

調理方法 開封のみ

規格

SM 綿糸たまごシート N

9

商品ｺｰﾄﾞ 2090008400

規格 10枚X30

調理方法 開封のみ

すぐる 厚焼玉子(寿司芯用カット)

8

旭松 味付けN30本高野

7
調理方法 開封のみ

堂本 香り椎茸(スライス)

6

商品ｺｰﾄﾞ 5250058300

規格 1kgX12

調理方法 開封のみ

商品ｺｰﾄﾞ 8280000700

規格 30本X10/2
デイリー中華 

今年の恵方巻きの方角は… 

「 」 

恵方巻きは、節分に食べると 

縁起がいいとされる。 

その年の恵方に向かって 

無言で食べるそうです。 

なかには笑顔で食べると 

良いとされてます。 

節分にイワシを食べる理由は 

鬼や邪気を払うためにイワシ 

の頭を門口にさした習慣に 

由来し主に西日本でイワシを 

食べる習慣があるそうです!! 



商品特徴
いちごﾌﾟﾘﾝの上に
様々なﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ。

商品特徴
鶏肉・豚肉を使用し
たかわいいコロッケ

商品特徴
さつま芋・じゃが芋を

上手にミックス！

商品特徴
ｲﾁｺﾞﾖｰｸﾞﾙﾄ風味を味

わい深い一品。

商品特徴
滑らかな食感と濃厚

な味が特徴です

ヤヨイサンフーズ イチゴのハートカップ(鉄･Ca) 35g ヤヨイサンフーズ Ｎｅｗハートのチョコプリン 40g

19

商品ｺｰﾄﾞ 8720105600

20

商品ｺｰﾄﾞ 8720105700

規格 35gX40/3 規格 40gX40/3

商品特徴
舌触りの良いどら焼

きです。

調理方法 自然解凍 調理方法 自然解凍

ヤヨイサンフーズ Ｎｅｗハートのコロッケ 50g

18

商品ｺｰﾄﾞ 8720039100

規格 50gX60/2

調理方法 揚げ

ヤヨイサンフーズ Ｎｅｗハートのコロッケ(ミート) 50g

17

商品ｺｰﾄﾞ 8720134000

規格 50gX60/2

調理方法 揚げ

ヤヨイサンフーズ　新いちごのプリンアラモード(鉄)

16

規格 50gX40/2
調理方法 自然解凍

仙波 しっとりどら焼き(ハート)

15

規格 (28gX10)X12/2

調理方法 自然解凍

商品ｺｰﾄﾞ 8730007200商品ｺｰﾄﾞ 4180001400

③

ｼｪｲｸｽﾋﾟｱ作「ﾛﾐｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ」の舞台 

であるｲﾀﾘｱのﾍﾞﾛｰﾅでは、2月になると 

広場に巨大なﾊｰﾄが現れ、街全体が… 

「愛の都」に変身します。またﾍﾞﾛｰﾅに 

は今日でもｼﾞｭﾘｴｯﾄ宛にﾗﾌﾞﾚﾀｰが世界中 

から届くそうです。2月14日には、 

1年間で最も魅力的な手紙に・・・ 

「親愛なるｼﾞｭﾘｴｯﾄ賞」が贈られます。 

成分表！ 

★次回３月号予告★ 
『ひな祭り』『さくらの日』のご提案致します！ 

お届けは１月中頃予定です♪♪お楽しみに～!! 


