
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

まんま・ぱいたん 

価格・規格 変更のお知らせ 

｢まんま｣商品のご愛用いつもありがとうございます。 

私共は、「まんま」の価格をこれ以上にすることはお客様へ

申し訳ないという気持ちと、主婦の立場からもそうしてほしく

ないとの思いがあって、過去二度の原材料価格の値上げの

際も、価格据え置きで努力してまいりました。しかし、食卓の

安全・安心を守る為には少しの値上げをここでさせていただく

ことになりました。原材料を吟味し、質をあげ、更においしい

「まんま」商品をお届けする所存でございます。 

11 月 20 日からは煮干しも加え、パッケージもシンプルに

なり、新価格で登場いたしました。何卒事情をご理解賜わり

まして、引き続きご愛顧下さいますようお願い申し上げます。 
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 第 5 号 

夏が終わり、ようやく凌ぎやすくなったと思ったら、もうクリスマスだ・お正月だという声を耳にする頃

になってまいりました。こうして今年もお客様からの励ましをいただいて終わろうとしています。本当にあ

りがとうございます。感謝申し上げます。 

ある冊子のコーナーに、プロスキーヤーの三浦雄一郎さんが『僕の人生の三原則はとても単純。“生きがい”

とそのための“食事”と“運動” 』と書かれているのを目にしました。彼の“生きがい”は『生きるための

目標であり、楽しい人生を送ろうと思っている』と、とてもシンプルな解答でした。80 歳で三たびエベレス

トを目指そうとする三浦さんからは、もっと重い答えが返ってくると思っていただけに驚きました。その為

に“食事”と“運動”も自分にあった効果的な方法が必要だそうです。“生きがい”…難しく考えなくても力

まなくても良いのなら私にもありました。65 歳を前にする頃、これからは清々しい風の吹く中に身を置いて

暮らしたいと思いました。それ以来、そう思い続けています。その為にはやはり食事の大切さが後に続きま

す。皆様もどうぞ“生きがい”を探してみて下さい。そして、毎日を健康で過ごせたら幸せだと思います。 

9 月に、九州インターンシップ推進協議会の行う『平成 24 年夏季インターンシップ』

で、 3 名の女子大学生の受入企業となり、我が社の仕事を体験していただきました。

その後の体験報告会で、彼女達の発表が『努力賞』に輝きました。 

『和食の良さ』＋『母の優しさ』＝『まんま』と締めくくった彼女達からのメッセージをあたたかく受けとめたいと思い

ます。『社長とお客様はとてもフレンドリーで、親しみやすい会社』だという感想も『㈱すぱいす・１』にとって嬉し

い出来事でした。 

(株)すぱいす・１ 代表 瀨口 美津子 

 

「まんま」～ 小袋になり、お求めやすく～ 

❖100ｇ（お試し） 00800 円 

❖250ｇ×1袋 1,600 円 

❖250ｇ×2袋 3,100 円 

❖250ｇ×3袋 4,500 円 

「ぱいたん」 ～量が増えてお得に ～ 

❖280 ㎖       1,300 円 

  （平成 25 年 4月より） 

「まろやか酢」 ～ お値段そのまま ～ 

❖720 ㎖   2,100 円 

会社からの発送は3,000円以上で承ります 

❖送料   500 円 

※但し、九州ｴﾘｱは 300 円で、さらに 

9,000 円以上は無料となります。 
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りがとうございます。感謝申し上げます。 

ある冊子のコーナーに、プロスキーヤーの三浦雄一郎さんが『僕の人生の三原則はとても単純。“生きがい”

とそのための“食事”と“運動” 』と書かれているのを目にしました。彼の“生きがい”は『生きるための

目標であり、楽しい人生を送ろうと思っている』と、とてもシンプルな解答でした。80 歳で三たびエベレス

トを目指そうとする三浦さんからは、もっと重い答えが返ってくると思っていただけに驚きました。その為

に“食事”と“運動”も自分にあった効果的な方法が必要だそうです。“生きがい”…難しく考えなくても力

まなくても良いのなら私にもありました。65 歳を前にする頃、これからは清々しい風の吹く中に身を置いて

暮らしたいと思いました。それ以来、そう思い続けています。その為にはやはり食事の大切さが後に続きま

す。皆様もどうぞ“生きがい”を探してみて下さい。そして、毎日を健康で過ごせたら幸せだと思います。 

9 月に、九州インターンシップ推進協議会の行う『平成 24 年夏季インターンシップ』

で、 3 名の女子大学生の受入企業となり、我が社の仕事を体験していただきました。

その後の体験報告会で、彼女達の発表が『努力賞』に輝きました。 

『和食の良さ』＋『母の優しさ』＝『まんま』と締めくくった彼女達からのメッセージをあたたかく受けとめたいと思い

ます。『社長とお客様はとてもフレンドリーで、親しみやすい会社』だという感想も『㈱すぱいす・１』にとって嬉し

い出来事でした。 

(株)すぱいす・１ 代表 瀨口 美津子 

 

「まんま」～ 小袋になり、お求めやすく～ 

❖100ｇ（お試し） 00800 円 

❖250ｇ×1袋 1,600 円 

❖250ｇ×2袋 3,100 円 

❖250ｇ×3袋 4,500 円 

「ぱいたん」 ～量が増えてお得に ～ 

❖280 ㎖       1,300 円 

  （平成 25 年 4月より） 

「まろやか酢」 ～ お値段そのまま ～ 

❖720 ㎖   2,100 円 

会社からの発送は3,000円以上で承ります 

❖送料   500 円 

※但し、九州ｴﾘｱは 300 円で、さらに 

9,000 円以上は無料となります。 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

まんま・ぱいたん 

価格・規格 変更のお知らせ 

｢まんま｣商品のご愛用いつもありがとうございます。 

私共は、「まんま」の価格をこれ以上にすることはお客様へ

申し訳ないという気持ちと、主婦の立場からもそうしてほしく

ないとの思いがあって、過去二度の原材料価格の値上げの

際も、価格据え置きで努力してまいりました。しかし、食卓の

安全・安心を守る為には少しの値上げをここでさせていただく

ことになりました。原材料を吟味し、質をあげ、更においしい

「まんま」商品をお届けする所存でございます。 

11 月 20 日からは煮干しも加え、パッケージもシンプルに

なり、新価格で登場いたしました。何卒事情をご理解賜わり

まして、引き続きご愛顧下さいますようお願い申し上げます。 
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