


㈱レナテック ☎0463-74-6129
神奈川県伊勢原市高森4-19-15
営業時間／月～金 9:00～17:30

0120-785-602

東京都,神奈川県,埼玉県,北海道,宮城県,愛知県,大阪府,滋賀県,奈良県,福岡
県,香川県,愛媛県,佐賀県,沖縄県

中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン24Ｆ
●東京メトロ銀座線京橋駅直結 7番/8番出口

豊島区西池袋1-11-1 池袋駅ビル（ルミネ）10F
●ＪＲ池袋駅直結

墨田区江東橋1-16-2 チョーギンビル7階
●JR線錦糸町駅南口より徒歩5分

東京アスボクリニック

池袋メトロポリタンクリニック

錦糸町しんえいクリニック

※医療機関への直接のお申込み・ご質問はできません。
都内検査実施医療機関と日程 ※完全予約制 お申込み・お問い合わせ

12/18土土

土12/11土

土土

日 日12/19

全国の提携医療機関にて実施中！詳しくはWEBで！

※検査所要時間は１人15分程度です
※検査日程は決定次第随時WEBにてお知らせしておりますのでご確認ください。

9：30　12:00

9：00　12:00

9：00　12:00

豊島区長崎四丁目7番8号　第3大同ビル3F
●西武池袋線東長崎駅徒歩1分

そわクリニック東長崎 11/27

11/28
10/23

11/20
11/13

9：00　10:45
※この検査は､採血時点でのがんのリスク
を評価するもので､がんを確定診断するも
のではありません。
※血液中の微量元素濃度で判定するため、
検査の対象者要件があるのでWEBでご確
認ください。

※保険適用外

わずか６㎖の採血のみで、男性６部位（大腸、胃、肺、肝臓、
すい臓、前立腺）、女性９部位（大腸、胃、肺、肝臓、すい臓、
乳、子宮頸、子宮体、卵巣）のがんリスクを判別するメタロ・
バランス検査。この検査は、神奈川県立がんセンター、千葉
県がんセンター、㈱レナテックが共同研究を経て一昨年実
用化され全国で既に２万6千人以上が受検。検査は完全
予約制ですのでＷＥＢまたはＴＥＬでお申込みください。 

検査費用

すい臓を含む男性6部位・女性9部位対象！

たった1回の採血で部位別に

がんリスクを判別

3
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h t tps : / / a f f l u . j p /o to r i yose株式会社UNCHEF
代表取締役社長 結城飛鳥さん

農業、飲食店、八百屋、全国の地域活性化事業
を運営。食を通して人の生活が少しでも豊かに
なるよう、生産から消費まで全てに関わり、消
費者に価値を届けるサービスを行っている。

ご紹介いただいたのは

食べ比べセット販売中！ 上記でご紹介した、りんご「トキ」と「紅いわて」をセットにした、「お取り寄せマルシェ 食べ比べセット」
（3,500円 送料無料）を、期間限定販売。詳しくは右記QRコードまたはURLでご確認ください。

全国のお取り寄せができる美味しいものをセレクト。今月号は「りんご」をご紹介。
りんごは果物の定番だが、日本国内だけでも約2,000種類あり、まだまだ食べたことのない品種も多いだろう。

今回は、長野県産「トキ」と岩手県産「紅いわて」の2種をピックアップしてみた。

りんご「トキ」と「紅いわて」

果皮に張りがあり、重みを感じ
るものを選ぶ。重量感のあるも
のは果汁を多く含んでいる為、
みずみずしい食感が楽しめる。

トキの選び方

一玉ずつ新聞紙などで包み、ポ
リ袋に入れて湿度の低い冷暗所
または冷蔵庫の野菜室で保存を
する。

トキの保存方法

「王林」と「ふじ」の交配で誕生した、比較的新し
い品種。果皮は黄色～薄い黄緑色で、ほんのり朱
色がかかるものも。りんごの有名品種「ふじ」の
甘さを持ちつつ、「王林」譲りの香りの良さと
ジューシーさが味わえる。黄色りんごは酸味が強
いものもあるが、「トキ」は甘みと酸味のバランス
が良く、シャキシャキとした歯触りが楽しめると
幅広い年代に人気だ。より酸味が少ないほうがよ
ければ、なるべく黄色いものを選ぶと良いだろう。

旬が短いジューシーでさわやかな甘みと香りが特長

長野県産「トキ」

持った時にハリと重みがあり、
尻の方までしっかり紅くなって
いるものを選ぶ。また軸が干か
らびていないかもチェックする。

紅いわての選び方

乾燥に弱いため、ポリ袋や新聞
紙などで包み、重ならないよう
に冷暗所又は冷蔵庫の野菜室で
保存する。

紅いわての保存方法

「つがる」と「プリシラ」の交配品種で、岩手県の
澄んだ空気と豊かな大地で育まれた、オリジナル
りんご。その名の通り、果皮は濃い紅色だが、果
肉は白くコントラストが美しい。酸味は柔らかく、
糖度は約13度～14度程ですっきりとした味わい
が特徴。また、ジューシーで香りが強く、シャリ
シャリとした歯ざわりも楽しめる。皮をむいてか
らも果肉が茶色く褐変しにくいため、お菓子など
のトッピングにも最適だ。

深紅が美しいすっきりとした上品な甘みの岩手県オリジナル品種

岩手県産「紅いわて」
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きの
こと
チーズのトマトハンバーグ

糖質
15.4g

糖質に配慮した
食事で健康的に

全プラン2,000円OFF

初回限定
特別割引実施中！

累計販売1,000万食！

初回特別価格でご提供

一流シェフが調理・開発
健康的な食生活を
自宅で手軽に

プランの中から
お好みの頻度・食数で

全て糖質30g・
塩分2.5g以下のお食事

毎週お好きな
メニューを選べる

安全な食材を使用して作られるメニューは、
自社のシェフと管理栄養士が調理し開発。

全てのメニューが
糖質30g・塩分2.5g以下で、

美味しいのに簡単に健康管理ができます。

お好きな配送間隔、食数を選んで定期購
入。購入の一時停止・ご解約はサイト上か
らいつでも可能。お客さまのご都合にあわ
せた糖質に配慮した食生活が叶います。
※直前キャンセルは一部期間制限があります。詳細は下記URLでご
確認ください。 https://affluent.nosh.jp/tradelaw

糖質30g・塩分2.5g以下で健康に配慮した
食事・スイーツを、自社工場で製造後、すぐ
に冷凍をしています。食べる時に解凍する
だけで、新鮮なまま美味しくお召し上がり
いただけます。

60品以上の中から、お好きなメニューをお
選びいただけます。糖質に配慮したメニュー
を毎週選べる、いま話題の宅配食サービス・
nosh（ナッシュ）!　新メニューも定期的に追
加しているので、飽きずに長く続けられます。

https://affluent.nosh.jp/
tel: 050-3101-6850［10:00～19:00（年末年始を除く）］

四川風
エビのピリ辛

糖質
13.4g

servise 1 servise 2 servise 3

糖質
5.5g

鮭のごま
風味焼き

チョ
コレー

トドーナツ（3個）

糖質
20.8g
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