資 材勉強会 では、ア クトプラ ス（ア イアンド アール
社） 、海藻粉 末（アン デス貿易 社）、
エコ・
オス マック・ キトサニ ン（エー テック 社）につ いてご
説明 いただき ました。
そ れぞれた いへん興 味深いお 話をし ていただ きまし
たの で、簡単 に講演内 容につい て記載 させてい ただき
まし た。これ らの商品 について 使い方 などのご 質問等
がご ざいまし たら、事 務局まで ご連絡 ください 。
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◆アクトプ ラス
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は新 製品の
「 アクトプ ラス」 れて いるため 安心して お使 糖度 ・旨み・ コクを与 えて

資 材勉強会 のトップ バッ
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