
千葉県                              [放] 不検出 <1.1 <0.9

茨城県                                    [放]137Cs=7.5
検出されなかった場合：セシウム137、134の順で各検出限界値を掲載

2種類のうち1種類が出た場合：検出された数値を掲載

2種類とも検出された場合：それぞれの検出値を掲載
宮城県 　             　   [放]137Cs=9.4134Cs=3.6

■放射能測定結果の見方（数値単位：Bq/kg）
【放射能検査結果のカタログ上の表記について】
・�東北6県・関東1都6県・静岡県産の主原料について、順次放射能自主検査を進
めています。主原料産地もご参照ください。
・�調査完了したものについてカタログ紙面上で順次掲載します（最新の情報につ
いては配達時に配布されます「職員のおすすめの裏面」をご覧ください）。
・�常総生協では現状、放射性セシウムに注視し、表記しています。
・「不検出」とされたものは、検出限界値（計測器でこれ以上測れないレベル）

　以下であることを意味します（検出限界数値も併記します）。
・�空欄になっている商品は以下の通りです。
　①検査対象地域外
　②記載が間に合わなかった商品

ご不明な点がありましたら上記、生協までお問い合わせ下さい。

josoはじめよう!
健康で経済的なくらし

インターネット注文受付中
http://www.coop-joso.jp

tel：0297-48-4911
fax：0297-45-6675
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2020年度 みんなで取り組む活動テーマ

JOSO食材でかんたん・おうちゴハン！
〜食卓から笑顔あふれる未来へ〜

300g 540円(税込583円)FG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

11 茨城牛(山方)
牛豚合挽肉(増量)

茨城牛(山方)とローズポーク使用。牛･豚比率
5：5。今回は増量規格でお届け。

茨城県 

400g

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

15 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

250g
×2

ECG24日 K

中津ミート（神奈川県･愛川町）

18 中津ミートの
ミートソース 2パック

中津ミートの豚肉たっぷりのソース。
化学調味料を使わない、シンプルな味
付け。パスタなら1パックで2人前。

400g 680円(税込734円)通常税込
754円

EG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

19 鎌倉マイルド
ポークウインナー (徳用)

焼き塩を使用しているので塩カドが
とれてマイルドに仕上がっています。
400gの徳用サイズ。

豚肉（国内産）  

400g 465円(税込502円)通常税込
518円

微生物農法の会･高柳さん（茨城県･行方市）

16 高柳さんのれんこん

茨城県  ［放］ 137Cs=4.9
300g 255円(税込275円)通常税込

283円FCK

日本生活協同組合連合会

17 CO5種の
お豆ミックス300g

大豆（北海道）  

サラダやスープ、
煮込み料理などに

500g 430円(税込464円)通常税込
486円

江川農園（神奈川県･小田原市）

22 江川さんの
キウイフルーツ

樹にならしておき、十分に味をのせてから収穫、追
熟しています。農薬無散布。

神奈川県 ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

250g
×2

EG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

20 よつ葉
シュレッドチーズ 2個組

よつ葉ナチュラルチーズ(チェダー、
モッツァレラ)100%。ピザやグラタン
に。セルロース(結着防止剤)不使用。

100g 552円(税込596円)通常税込
626円

G180日 
ドライマンゴー（メキシコ）  

ヨーグルト、紅茶やワインに、
グラノーラのトッピングにも

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

23 ヨーグルトと食べるドライフルーツ
マンゴー、クランベリー、レーズン、パイナップルの4種を
ミックス。漂白剤など添加物は一切不使用です。

1kg 1550円(税込1674円)通常税込
1728円

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

555 アルゼンチン産はちみつ

はちみつ（アルゼンチン）  

1kgでこの価格はお買い得です

OK
前日
！

5種400g 980円(税込1058円)FG180日 O
するめいか（三陸沖）、パーナ貝（ニュージーランド）、ブラックタイガー（インドネシア）  

炊飯器でラクラク!

千倉水産加工販売（千葉県･南房総市）

24 パエリアセット
(魚介類とスープのセット)

パエリア用スープと、するめいかリング、パーナ貝、ブラッ
クタイガー、ボイル帆立、あけ貝むき身のセット。

8個272g 420円(税込454円)FHIKL

小麦（国内産）  

食べやすいサイズ♪自然解凍OK

ニッコー（神奈川県･大和市）

25 ミニたい焼き(チョコクリーム)
自家製チョコクリームを包んだミニたい焼き。小麦･卵･牛
乳は国産、Non-GMOのなたね油使用。
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(松戸市：Kさん)

冷凍パイシートでミートパイを作ってみました☆
作り方

4分の1にカットさ
れている生地2個
をそれぞれ麺棒で
のばします。片方は
やや大きめに。

1

やや小さめの方
の生地に、ミート
ソースをのせま
す。

2 やや大きめの生地
を半分に折って、
ハサミで切りこみ
を入れます（空気
穴になります）②
の上にのせて、外
側を指で抑え、余
分な生地は包丁で
カット。溶いた卵
を塗ります。

3

4

オーブンで200℃約20分色づくまで
焼いて出来上がり♪画像はカットした断
面〜美味しかったです(*^_^*)

生地にバターのコクが
あって（市販はマーガリン

使用が一般的）、
満足感が高かった

です!!

③で余った生地でソー

セージパイも作りまし

た！子ども達に大人気♪

おまけ

400g 852円(税込920円)通常税込
940円

FG60日 IL

小麦（国内産）

弁天堂（兵庫県･淡路市）

21 冷凍パイシート
国産小麦で作ったパイ生地。国産小
麦独特の風味をお楽しみください。

1枚が4カットに

　なっています

300g 460円(税込497円)
FAG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

13 ローズポーク 挽肉
茨城県の銘柄豚「ローズポーク」の挽
肉。赤身率8割です。

茨城県  

FCG180日 HIKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

14 神戸満る里の
牛生ハンバーグ

国産牛肉の旨みがしっかり残った正
統派ハンバーグに仕上げました。1個
130gでボリュームたっぷり。

ほどよい玉ねぎ加減♪

アルゼンチンの大草原の中の
いろいろな花から採れたはち
みつです。はちみつ漬におす
すめ。

3～4
人前

8個入

無農薬 2
 個組

お得風邪予防に

ヨーグルト
フルーツ
  たっぷり
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素材の味とムチムチの
食感が大好評!

歯ざわりが良く、そ
れでいてムチッとし
た食感を楽しめるれ
んこんです。初期に
殺虫剤を1回使用。

寒くても   
  HOTな

根
菜
を
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っ
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り

手作りハンバーグで♪
バレンタインは たっぷり愛情

氷水の上にボウルを入れ、まずは肉に塩だけを加え、冷やしながらこねる。粘りが出たら、他材料 ( 炒めた玉ねぎは十分冷まして ) も入れてサッとまぜる。成形した後も冷蔵庫で十分に冷やしてから焼くと良いようです。

焼く直前まで、
冷えた状態を保つこと

肉汁を包みこむ
秘訣は ??

Q

A

ナガノトマト（長野県･松本市）

12 あらくつぶしたトマト 
ピューレづけ2個組

イタリア産完熟トマトを使いやすい大
きさにカットして、ピューレ漬けにし
ました。トマトを切らずに使えます。

手で開けられる
紙容器入り

北 海 道 産の黄 大
豆、金時豆、白いん
げん豆、枝豆、黒大
豆を彩りよくミック
スしました。

2
パック

お得

796円(税込860円)通常税込
880円

豚肉（神奈川県）  

21

1096円(税込1184円)通常税込
1242円

生乳（北海道）  

898円(税込970円)通常税込
998円

510円(税込551円)通常税込
567円

420円(税込454円)通常税込
476円

牛肉･玉ねぎ･卵（国内産）   

130g
×4個

390g
×2

茨城県 

320
特製カレー
パウダーと
一緒に
どうぞ♪



2

見た目は美しくないも
のもありましたがたい
へん美味しくいただき
ました。皮の綺麗なも
のでママレードも作り
ましたのでたいへんお
得でした 感謝します。
 ( 松戸市：I さん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

和風に
いちご大福は
　　　いかが?

作り方は
5ページ

※イメージ

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

1.5kg 554円(税込598円)

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

26 はっさく
程よい甘みと酸味があります。シャ
キッとした歯ごたえの爽やかな晩
柑。減農薬栽培。

奈良県
3kg箱入 647円(税込699円)

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

27 わけありはっさく
(はねだし)

生育過程で若干のキズや模様が表面に付
きましたが味は問題ないものを大小込み
の徳用規格でお届けします。減農薬栽培。

奈良県  

自分の子供に食べさせられるものを
モットーに自家製肥料･忌避剤で栽培
しています。減農薬栽培。200g×2 860円(税込929円)

竹村さん（茨城県･かすみがうら市）

28 竹村さんのいちご

茨城県  
約100g 250円(税込270円)

吉澤さん達（群馬県･昭和村）

29 グリーンアスパラ
日中は40℃近く、夜は-10℃以下で
育つ寒締め栽培。農薬無散布。

群馬県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5
約100g 258円(税込279円)

吉澤さん達（群馬県･昭和村）

30 ホワイトアスパラ
日中は40℃近く、夜は-10℃以下で
育つ寒締め栽培。糖度が高く、甘み
の強いアスパラです。農薬無散布。

群馬県  ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.2

300g 499円(税込539円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

35 無茶々園の金柑
生で食べてもおいしいですが、風邪を
ひきやすい季節には甘露煮にして常
備しておくと便利です。農薬無散布。

愛媛県  
800g 600円(税込648円)

木下さん達（愛媛県･西予市）

36 しらぬい(デコポン)
甘みが強く人気の晩柑。果頂部のデ
コは樹齢と共に低くなるものもあり
ます。減農薬栽培。

愛媛県  

1kg 554円(税込598円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

39 無茶々園のはるか
日向夏の偶発品種。レモン色の果皮で
やさしい香りと甘さが特徴。皮が厚め
なので包丁等で切って。農薬0〜5回。

愛媛県  
3玉 420円(税込454円)

おきたま興農舎･本田さん達（山形県･高畠町）

40 りんご(ふじ)
甘みと酸味のバランスが良く、多汁で
香りも高い人気の品種。減農薬栽
培。

山形県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.8
4玉 420円(税込454円)

山田さん（青森県･三戸町）

41 りんご(ふじ) 小玉
ふじの小玉です。減農薬栽培。

青森県  
3玉 350円(税込378円)

小林さん（長野県･中野市）

42 長野･小林さんの
サンふじ(はねだし)

長野県  

約450
～600g 310円(税込335円)A

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

43 ペルーバナナ
小規模農家が集まったインカバナナ社
より、化学合成農薬･化学合成肥料を
使用していないものをお届けします。

ペルー（トゥンベス地域）  

200g
(3～4玉入り) 260円(税込281円)

赤羽根さん（栃木県･壬生町）

44 赤羽根さんの
キウイフルーツ

有機JAS認証のキウイです。ホルモン剤
不使用の為、比較的小ぶりですが、キウイ
本来の甘さがぎっしり詰まっています。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.0
約100g 220円(税込238円)

樫谷さん達（熊本県）

47 にんにく
ホワイト種より外皮は紫がかってい
ます。味は良く香りが強いのが特長
です。農薬無散布。

熊本県  
100g 159円(税込172円)A

大紀コープファーム･しょうが生産者グループ（奈良県）

48 しょうが
爽やかな香りは薬味として。しょうが
湯にも安心してお使いください。減
農薬栽培。

高知県  

料理の薬味にどうぞ

10枚 138円(税込149円)

作本さん達（熊本県･熊本市）

49 大葉
独特の芳香を生かして薬味、天ぷら
などに。自家製活性液等で病害虫防
除対策をしています。減農薬栽培。

熊本県  

麺類、お刺身、お肉にも♪

1束(約100g) 130円(税込140円)
A

上野さん達（栃木県･上三川町）

50 ニラ
栄養豊富で経済的なニラ。ニラ玉、炒
め物、汁物の具等に。農薬無散布。

栃木県  
250g 51円(税込55円)EA

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

51 もやし
筑波山麓の綺麗な湧水をたっぷりと
使用し歯ごたえが良いもやしです。原
材料の緑豆は中国産。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

鮮度が良いシャキシャキの
歯ごたえ

40g 160円(税込173円)B

中村農芸･中村さん（茨城県･取手市）

52 中村さんの
ベビーリーフ

約20種類の品種を使って作ったベ
ビーリーフです。食味･彩りにこだわ
りました。農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

土耕栽培なので
水洗いしてから
お召し上がり
ください　

3本 230円(税込248円)

石毛さん（千葉県･旭市）

55 きゅうり
農薬使用を徐々に減らしながら、有機
肥料資材を使用しています。そのまま
でも、サラダにもどうぞ。減農薬栽培。

千葉県  

1玉 320円(税込346円)

メキシコ･ベストプロデュース社

56 アボカド
除草剤や化学合成肥料を使用せず、
魚粉や堆肥などの有機肥料を使用し
て作りました。農薬無散布。

メキシコ  
約150g 220円(税込238円)

右田さん達（熊本県･芦北町）

57 ミニトマト
有機資材を豊富に加え、保肥力のあ
る土作りを行っています。木酢液等
を使用し、農薬使用を最小限に。

熊本県  
約180g 276円(税込298円)

藤嶋さん、瀧本さん（熊本県･天草市）

58 初恋スマート
ミニトマト

平均糖度8〜10度のフルーツ感覚の
ミニトマトです。ヘタの取れた果実も
入ります。減農薬栽培。

熊本県  

パリッパリの食感が特徴♪

300g 368円(税込397円)A

大木さん（茨城県･常総市）

59 大木さんの
中玉トマト

大玉トマトより甘みがある中玉系トマ
ト。ビー玉からピンポン玉位まで大
きさは色々です。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9
約100g 263円(税込284円)

井上さん（埼玉県）、岩下さん達（熊本県）

60 サラダスナップ
さやごと食べられる甘みの強い豆。
自然の忌避剤を使用し、木の活性を
高める事で農薬使用を最小限に。

埼玉県、熊本県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.5
約130g 194円(税込210円)

福山さん達（宮崎県･新富町）

61 ピーマン
肉詰めや、煮込み料理にも。減農薬
栽培。

宮崎県  

バレンタイン、洋風も良いけれど…

おうち
スイーツ

338「白もち」、339「白玉
粉」、 340「ねりあん」を
使って「いちご大福」。

年末注文した竹村さん
のいちごは真っ赤に完
熟していながらも日持
ちが良く実がしっかり
していて自然でまろや
か な 味。 糖 度 も あ り
水っぽくない。おいし
くて優秀ないちごちゃ
んでした。
 ( 取手市：S さん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

外皮に少しスレ･キズがある
              わけあり品です

晩柑種がせいぞろい♪

毎年ご協力を頂いているはっさくで
すが、「今年は外皮にスレ･キズが多
くて困っている」と産地から連絡が
ありました。表面に傷みがあるのも
のの、中身は正規品と変わらない美
味しさです。

産地協力
をお願い
します!

今年もアスパラガスの時季が
やってきました。厳しい冬を乗
り越えて茎葉が伸びていきま
す。ビタミンCやカロテンを豊富
に含み、風邪予防にも効果があ
るとされています。

一足さきに春のおとずれを告げる
群馬県･吉澤さん達の

アスパラガス

どの部分もとても柔らか
く、天ぷらにしたら最高
でした !
 ( つくば市；M さん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ

よ
り
も
長
め
に
茹
で

て
下
さ
い

無農薬
無農薬

無農薬 無農薬

産
地
写
真
：

群
馬
県
昭
和
村

1498円(税込1618円)33 3kg
愛媛県  

甘みが強くて多汁な果
肉。皮もむきやすくて食
べやすい柑橘です。農薬
0〜3回。

無茶々園（愛媛県･西予市）
無茶々園のポンカン 

554円(税込598円)32 1kg

温州みかんの中でもやや大き
めで高糖系の品種です。減農
薬栽培。

神奈川県   

江川農園（神奈川県･小田原市）
江川さんの
青島みかん 

380円(税込410円)
37 1kg

1800円(税込1944円)
38 5kg

約1㎏ 399円(税込431円)通常税込
443円

松永農園（静岡県･静岡市）

31 松永さんのポンカン

静岡県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.9

無農薬･無化学肥料の
美味しいポンカン♪

産地協力企画!

824円(税込890円)
46 1kg

無農薬

410円(税込443円)
45 400g

松永農園（静岡県･静岡市）
松永さんのレモン

親子3代にわたり農薬
を使用せずレモンを
作り続けています。皮
ごと安心してご利用下
さい。農薬無散布。

静岡県 ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

1玉 250円(税込270円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

53 長島さんのレタス

茨城県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜3.9
1玉 170円(税込184円)

54 長島さんの
サニーレタス

茨城県  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6

完熟、分解され
た堆 肥等を使
い、地力を高め
ることで、農薬
を使用せずに栽
培しています。
農薬無散布。

無農薬
無農薬

も
っ
ち
り
し
た

食
感
と
甘
味
が
◎

りん片バラでお
届けする場 合
があります

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

3～4
玉

無農薬

1kg 480円(税込518円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

34 無茶々園の伊予柑 
みかんとオレンジの交配から生まれ
た伊予柑の、芳香と甘く軟らかい果
肉をお楽しみ下さい。農薬0〜3回。

愛媛県  

地元では「いい予感」で
縁起物!

「ポンカン」ならで
はの独特の甘い香り
が特徴で、サクサク
した食感も心地よい
です。農薬無散布。

着色不良、小玉、果皮の
こすれ、さび等があるリ
ンゴ。規格無選別。減農
薬栽培。※蜜症部分が茶
褐色へ変化している場合
があります。可食出来な
いほどに傷んでいた際は
ご連絡下さい。

シーズン初
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吹い物に少し入れるとグレー
ドアップし、ネバネバ成分の

「ムチン」などで栄養豊富。
いつも重宝しています！
 （龍ヶ崎市：S さん）

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

1束(約150g) 150円(税込162円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

62 小松菜
アク抜きせずに使えて便利です。無
農薬･無化学肥料で栽培しました。

茨城県  
1束(約200g) 176円(税込190円)

微生物農法の会･宮内さん達（茨城県･行方市）

63 微生物農法の会の
小松菜

貝化石等資材を工夫しています。農
薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5
1束 約200g 190円(税込205円)

浅野さん（茨城県･常総市）

64 浅野さんの
ほうれん草

秋口はトンネル、以降は露地栽培。人
参でおなじみ、常総市の浅野さんよ
り。農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7
2～3株 142円(税込153円)A

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

65 チンゲン菜
軟らかくてクセがない中国野菜。サイ
ズが小さい時は3株になる場合もあ
ります。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6

蒸
し
て
温
野
菜
で

ど
う
ぞ
♪

150g 160円(税込173円)

たちばなファーム･岩井さん（静岡県･浜松市）

66 菜花
新芽の部分を若葉とともに摘み取りまし
た。寒さが、甘く、ほんのり苦味のある
美味しい菜花を育てます。減農薬栽培。

静岡県  
1玉 183円(税込198円)

木村農園（茨城県･つくば市）

67 木村さんのキャベツ
ビタミンCが豊富なキャベツはいつ
も食卓にのせたい野菜です。減農薬
栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.6 ＜0.6
約130g 210円(税込227円)

岡安さん達（愛知県･幸田町）

68 芽キャベツ
シチューや、茹でて温野菜サラダにし
て、マヨネーズ等をつけてどうぞ。減
農薬栽培。

愛知県  
1個 276円(税込298円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

69 ブロッコリー
ビタミン、カロテン豊富なブロッコ
リー。つぼみの部分だけでなく、太い
茎の部分も茹でて。農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9

150g 540円(税込583円)G60日 

さつまいも（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.9

あゆみの会･白鳥干しいも生産組合（茨城県･鉾田市）

71 干しいも
ねっとり食感と甘味の強い紅はるか
を使って、丁寧に干し上げました。
※原料の干しいもは減農薬栽培。

7～8個200g 780円(税込842円)
G60日 

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

72 干し柿(市田柿)
表面の白い粉はカビではなく糖分で、
主としてブドウ糖です。1/3になるま
で乾燥させて糖度を高めました。

長野県  

10ヶ月かけて作った
"天然スイーツ"

500g 220円(税込238円)

微生物農法の会･大和田さん（茨城県･行方市）

75 大和田さんの
さつまいも

品種は紅はるか又はシルクスイート。
ネットリした食感と甘みがあり、毎
シーズン好評です。農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6
600g前後 554円(税込598円)

新村さん達（鹿児島県･大崎町）

76 かぼちゃ (カット)
エビス主体にお届けします。煮物、ソ
テー等に。減農薬栽培。

鹿児島県  

1束(4～5玉) 183円(税込198円)

木村農園（茨城県･つくば市）

77 木村さんのかぶ
漬物やサラダにするとさっぱりして
美味。ビタミン豊富な葉は炒めたり、
汁の具等に。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.7

1個
(800g～1kg) 183円(税込198円)

木村農園（茨城県･つくば市）

78 木村さんの
聖護院大根

漬物やサラダにするとさっぱりして
美味。ビタミン豊富な葉は炒めたり、
汁の具等に。減農薬栽培。

茨城県  
400g 192円(税込207円)

木村農園（茨城県･つくば市）

81 木村さんのごぼう
食物繊維、ミネラル豊富なごぼう。煮
物やきんぴらに。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.8
200g 220円(税込238円)

上村さん達（青森県･八戸市）

82 長芋
産地にて貯蔵したものを受注してか
らカットして袋詰めします。減農薬栽
培。

青森県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

切
っ
て
サ
ラ
ダ
に
、

す
っ
て
と
ろ
ろ
に
も
◎

800g 298円(税込322円)

木村農園（茨城県･つくば市）

83 木村さんの里芋
肉質がねっとりとしていて軟らかく、
煮崩れしにくいのが特長。農薬無散
布。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.6
500g 174円(税込188円)

浅野さん（茨城県･常総市）

84 浅野さんの人参
風味が良く、甘みも豊富で好評の人
参です。農薬使用は夜盗虫大量発生
時のみ。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5
1kg 430円(税込464円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

85 無茶々園の人参 
期間限定のお楽しみです。柑橘でお
なじみの無茶々園の人参です。農薬
無散布。

愛媛県  
700g 200円(税込216円)

まごころの里（北海道･美幌町）

86 じゃがいも(サッシー )

北海道  

100g 196円(税込212円)EA

村上さん（栃木県･高根沢町）

93 舞茸
衛生管理にも気を配った安心の品
質。日持ち、香りともに良好です。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.3

200g 250円(税込270円)EA

山田さん（茨城県･つくば市）

94 山田さんのしめじ
ひらたけのしめじです。おがくずに米
糠を混ぜたもので菌床栽培。日持ち
が良いと評判です。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.6
100g 261円(税込282円)EA

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

95 エリンギ
肉質はきめ細かくなめらかでしっか
りしています。歯切れ、香りともに良
く、日持ちするのが特長です。

三重県  

ビタミン豊富な葉物野菜

清水さんの野菜セット

7～9品目 1270円(税込1372円)
微生物農法の会野菜セット

5～6品目 1250円(税込1350円)
清水さんの野菜セット

5～6品目 910円(税込983円)
清水さんの野菜セット

3～4品目 635円(税込686円)
宇治田さんの野菜セット

6～8品目 1838円(税込1985円)
天池さんの野菜セット

5品目     940円(税込1015円)

畑が丸ごと食卓に届く 
農薬無散布･無化学肥料の野菜セット

子育て
クーポン対象

1回の「お試し」
からでもOK!!

野菜セットは随時
受付け中。限定数
量のため、お待ち
頂く事もあります
が、ご連絡下さい。
またそれぞれの産
地についての資料
をご希望の場合は
生協までご連絡下
さい。

毎週、隔週、4週
に一回とお届けパ
ターンも選べます。

※
イ
メ
ー
ジ

4品目 720円(税込778円)A
茨城県  

 石岡市･やさとで作る若き生産者  「田中農園」

無農薬田中農園（茨城県･石岡市）

70 田中農園の
野菜セット

毎回「田中農園」さん
から、野菜便りも一緒
に届きます。入ってい
る野菜の説明や、お
すすめの調理例があ
りますので、ぜひご覧
ください。田中さん

八郷の有機農業
生産者(田中さ
ん)より旬の野菜
をお届け。農薬
無散布･無化学
肥料栽培。※イメージ

畑の状況で内容は
毎回変わります

旨みたっぷり
　山田さんのしめじ

きのこの味がしっかりとでる
ので、出汁がわりに使ってい
ます。味が濃厚で美味しいで
す。( ニックネーム：M さん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

丸金（長野県･長野市）

91 えのき茸
一般的に使われている輸入のコーン
コブ(とうもろこしの粉)は不使用。心
地良い歯ごたえと風味をどうぞ。

長野県
200g 208円(税込225円) 200g 218円(税込235円)EA EA

日持ちがよく、シャキッとした
しっかり食感

白えのきにはない、
コクのある味が特徴

丸金（長野県･長野市）

92 ブラウンえのき茸
野生種に近く味にコクがあり風味豊
かです。シャキッとした歯ごたえと風
味をお楽しみください。

EA
96 A品
原木栽培をしています。カサも肉厚で菌床栽培のものとは風味･香り共に違い
ます。B品は、規格外品等サイズは小さいですが、風味･香りは変わりません。
徳用パックです。

200g 225円(税込243円)

97 B品

100g 210円(税込227円)

なかのきのこ園･飯泉さん（茨城県･つくば市）
飯泉さんの生しいたけ

茨城県                                 

最新の放射能検
査結果は職員のお
すすめの裏面をご
覧ください

598円(税込646円)
北海道  

90 3kg
210円(税込227円)

丁寧な栽培管理で、きめ細かく、味が
よく、日持ちのする玉ねぎ作りをして
います。減農薬栽培。

89 1kg

まごころの里（北海道･栗山町）
玉ねぎ

800円(税込864円)
北海道  
88 3kg

280円(税込302円)87 1kg

煮物、サラダ、じゃ
がバター等で。農
薬無散布。

渡部さん（北海道･上士幌町）
じゃがいも

無農薬

1本(900g以上) 190円(税込205円)

三須さん達（千葉県･富里市）

80 大根
煮物、大根おろし等に。農薬無散
布。

千葉県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.2

冬はお鍋にみそ汁にどうぞ
 ※ できるだけ葉付き

でお届けします

無農薬

1本 210円(税込227円)

木村農園（茨城県･つくば市）

79 木村さんの大根
(三浦系)

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

ずんぐりと中央がふ
くらんだ形状で、肉質
はきめ細かく、加熱す
ると甘みが増します。
農薬無散布。

 ※ できるだけ葉付き
でお届けします

無農薬

お鍋、炒め物にもどうぞ♪

500g 220円(税込238円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

73 長ねぎ
地場の酒粕、おから等を利用したボ
カシ肥を使用。軟らかく甘みのある
ねぎです。農薬無散布。

栃木県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.7

無農薬

約350g 240円(税込259円)
埼玉県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.1

無農薬

井上さん（埼玉県･美里町）

74 深谷ネギ
(根深白ネギ)

白い根深のネギです。きめが細かく
軟らかく、寒くなるほど糖度が高くな
ります。農薬無散布。

カットしてお届
けする場合が
ございます　

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

200g

    お手軽
150g

4～5
玉

無農薬 無農薬

澱粉質で食味に優
れ、ホクホクして
います。煮くずれ
しにくく、芽が出に
くいのが特長。減
農薬栽培。

人気商品

70g 115円(税込124円)E

安田さん（福島県･郡山市）

418 安田さんのなめこ

福島県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.3

※
ハ
ッ
ピ
ー
フ
ァ
ー
ム
安
田
さ
ん

独自の栄養元をバラン
スよく使い、なめこ本
来の甘さと旨味を充分
引き出しています。
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砂糖不使用の西京漬

冷凍のまま加熱してください

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

1本
350g 1128円(税込1218円)通常税込

1274円

FG180日 J

ヤマフ（佐賀県･唐津市）

98 北海道スモーク
サーモンの棒寿司

北海道産の秋鮭と佐賀県産のお米を
使用。秋鮭は塩のみで味付けし桜チッ
プで低温でスモーク。カット済です。

秋鮭（北海道）  

3枚
300g 680円(税込734円)通常税込

754円

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

99 しめさば3種セット
真さばを三枚におろし、独自の調味
液に漬けました。半解凍後、適当な大
きさに切って下さい。

さば（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.9

10切
500g 899円(税込971円)通常税込

1026円

FG180日 

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

100 徳用 かじき切身
インドネシア船籍のまぐろ延縄船で
漁獲し船内で急速凍結したばしょう
かじきを国内で切身加工しました。

ばしょうかじき（インドネシア）  

410g(具材5種290g
スープ50g×2、バター2個 1198円(税込1294円)通常税込

1382円

北海道産の秋鮭、
ほたて、いか、じゃ
が もち、コ ーン
たっぷりの鍋セッ
トです。みそスー
プとバター付き。FG180日 IJK

秋鮭･ほたて･いか（北海道）

マルマス（北海道･森町）

101 北海道
みそバター鍋セット

10切550g 1480円(税込1598円)通常税込
1663円FG180日 

紅鮭（ロシア）  

「みそバター鍋」の
増量に!

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

102 ロシア産紅鮭切身(甘塩)10切
ロシア産の紅鮭を切り身にして10切パックにしました。
バラ凍結。

160g 338円(税込365円)FCG180日 KL

あじ（国内産）  

汁物にも

大新（鳥取県･境港市）

103 あじごぼうつみれ
国内産のあじとイトヨリダイのすり身に、国産のごぼう、
玉ねぎを加えました。

200g 386円(税込417円)
FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

104 国内産冷凍あさり
熊本、愛知、三重、千葉の4産地から
季節に合わせてお届け。手作業で選
別し若干の熱処理後、凍結しました。

あさり（熊本県、愛知県、三重県、千葉県）  
200g 360円(税込389円)

FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

105 涸沼のしじみ(冷凍)
全国でも有数の産地、地元涸沼より
高鮮度のまま冷凍してお届けしま
す。

やまとしじみ（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.8
300g 298円(税込322円)通常税込

378円FCG180日 
からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド、カナダ）  

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

106 からふとししゃも丸干(おす)
オスのししゃもは、卵に栄養分が取られないので身がお
いしいです。焼いてどうぞ。

4枚210g以上 548円(税込592円)FBG30日 
真あじ（佐賀県）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

107 天日干しアジ
佐賀県に水揚げされたアジを開き、潮風と太陽で干し上
げる「天日干し」にしました。干物の定番です。

2枚330g 620円(税込670円)
FCG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

108 しまほっけ一夜干し
アメリカまたはロシア産の大きなし
まほっけを塩水漬けして一夜干ししま
した。解凍して焼いてどうぞ。

しまほっけ（アメリカ、またはロシア）  

さんま2枚、あじ2枚 555円(税込599円)通常税込
626円

FCG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

109 塩屋の干物セット(2種)
塩屋自慢の2種の干物をお得なセットにしました。朝食に
も夕食にも重宝する組み合わせです。

さんま（国内産）、あじ（オランダ）  

さんま&あじの
定番2種セット!

4尾150g 395円(税込427円)
FCG180日 JKL

及川冷蔵（岩手県･大船渡市）

110 骨抜きさんま天日干し
小ぶりなさんまの頭、内臓、中骨を取り除き、塩麹に漬け
て天日干ししました。

さんま（岩手県）  

小ぶりですが、さんまの旨みが
しっかり味わえます

2枚200g 480円(税込518円)FCG60日 
えてかれい（日本海）  

ダイマツ（鳥取県･米子市）

111 氷温造り えてかれい一夜干し

2枚260g 450円(税込486円)
FCG180日 JKL

ヤマヘイフーズ（宮城県･塩釜市）

114 利尻昆布漬赤魚

アラスカメヌケ（アメリカ）  
2切(約140g) 460円(税込497円)

FCG180日 J

ヤマサコウショウ（宮城県･石巻市）

115 赤魚本仕込み粕漬
アイスランド産の赤魚を使用。石巻の
墨廻江(すみのえ)酒造の酒粕に、72
時間漬け込んだ本仕込の粕漬です。

赤魚（アイスランド）  

粕漬好きも納得の味

4切220g 450円(税込486円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

116 氷温造り 
シルバー醤油漬

主にニュージーランド沖で獲れるシ
ルバー(沖ぶりとも呼ばれる)を甘口の
みりん醤油に漬けました。

シルバー（主にニュージーランド）  
片身2枚180g以上 465円(税込502円)通常税込

518円

FCG30日 JK

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

117 寒さば西京漬
長崎産の脂のりの良い真さばを使用。鳴門魚類特製の西
京味噌床に2日間漬け込み、熟成させました。

真さば（長崎県）  
2切140g以上 690円(税込745円)

FCG30日 JK

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

118 さわら西京漬
魚体1メートル前後の本さわらを、独
自の西京味噌床に漬け込みました。

本さわら（九州沖）  

2枚220g 380円(税込410円)通常税込
430円

FCG180日 JK

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

119 金華さば味噌漬
宮城県の金華山沖で漁獲した大型の
さばを使用。仙台味噌をベースにした
調味味噌に24時間漬け込みました。

さば（宮城県）  

仙台味噌とさばの
いいコンビ!

2切140g 380円(税込410円)
FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

120 ロシア産紅鮭切身
(中辛)2切

東カムチャッカの定置網で漁獲され
たロシア産の紅鮭です。中辛塩で仕
上げました。

紅鮭（ロシア）  
3切165g 498円(税込538円)

FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

121 ロシア産紅鮭切身
(甘塩)

ロシア産の紅鮭の切身です。使いや
すく1切約55gにしました。甘塩で
す。

紅鮭（ロシア）  
70g×3 548円(税込592円)

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

122 雄武産 秋鮭(雄宝)
切身(無塩)

北海道･雄武(おうむ)沖で漁獲した、
脂のりと身質が特に良い、重量3kg
以上の天然銀毛鮭です。無塩。

秋鮭（北海道）  
片身2枚200g 398円(税込430円)

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

123 さばフィーレ(甘塩)
鮮度の良い真さばを甘塩仕立てに仕
上げました。

真さば（長崎県、佐賀県）  
4切320g 480円(税込518円)

FCG180日 

千倉水産加工販売女川工場（宮城県･女川町）

124 国産塩さば切身
寒の時期に日本海で漁獲した大きめ
のさばを三枚におろして切身に。程
良く塩味をつけました。

さば（国内産）  

長崎産の旬の真あじを食べ
やすく三枚おろしにしまし
た。天ぷらやフライに、ナ
ゲット風にも。

あじ三枚おろしのフライ

片身5～8枚前後200g 440円(税込475円)
FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

125 真あじフィーレ

真あじ（長崎県）  

フライや南蛮漬けにも

バレンタインのごほうびに♪

カット済で
食べやすい!

お
好
み
の
野
菜
や
、

　

具
材
を
足
し
て

　
　

ボ
リ
ュ
ー
Ｕ
Ｐ
♪

しめさば、
しめさば昆布締め、
かぶら漬のセット

バターソテーが

おすすめ♪

あったか鍋が美味しい季節まだまだ寒い!

3～4
人前

片身3枚360g 588円(税込635円)113 3枚

片身2枚240g 398円(税込430円)112 2枚

真さば（ノルウェー）  

脂のりの良いノ
ルウェー産のさ
ばを一夜干しに
仕上げました。

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

FCG120日 

主原料産地欄もあわせてご
参照下さい。

･調査対象漁獲海域：関東1
都3県と静岡県の太平洋沿
岸、三陸沿岸、及び北海道南
部海域の原料について定期的
に調査し、お知らせします。

水産品の
放射能検査について

甘塩 無塩中辛

かれいの煮付け

2切200g 390円(税込421円)
浅羽かれい（アラスカ）  

3切300g 554円(税込598円)

127 子持ち浅羽かれい
切身(3切)

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

126 子持ち浅羽かれい
切身(2切)

漁獲後、船上で頭、内臓を取り、急速凍結した鮮度の良い浅羽かれいです。成
熟卵を抱えたものを切身に。

G180日 FCG180日 

2枚

山陰産のえてかれ
いを、天日塩のみ
を使用して旨味を
引き出しました。
焼きはもちろん、
唐揚げでもどう
ぞ。

北海道産の天
然利尻昆布よ
り抽出しただし
汁に赤魚を漬
け込み、上乾干
しにしました。

2枚

5～8
枚



5

140g(固形70g、調味液70g) 528円(税込570円)通常税込
594円

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

128 ぶり甘酢あんかけ

ぶり（高知県）  

70g×2 898円(税込970円)通常税込
1016円

FG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

131 紅鮭スモークサーモン
(2パック)

塩のみで味付けし、「冷燻方式」で仕
上げました。桜のチップでスモークし
た本格スモークサーモンです。

紅鮭（アラスカ）  

3枚
220g 465円(税込502円)通常税込

518円

FC

タイセイフーズ（青森県･むつ市）

132 国産やわらかいか
ステーキカット

八戸港水揚げの紫いか。皮をむき、
カノコ目を入れてあります。焼き物、
炒め物、フライ、天ぷらなどに。

紫いか（国内産）  
160g 548円(税込592円)

FBG180日 O

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

133 天然むきエビ(特大)
マレーシア･ボルネオ島北東部沿岸で
漁獲した天然えびを、現地工場で急
速バラ凍結した1回凍結品です。

えび（マレーシア）  
140g(固形70g、調味液70g) 528円(税込570円)通常税込

594円

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

129 白身魚のケチャップ煮

シイラ（高知県）  
140g(固形70g、調味液70g) 528円(税込570円)通常税込

594円

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

130 きびなご南蛮漬

きびなご（国内産）  

8尾前後180g 845円(税込913円)
FCG180日 O

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

134 ブラックタイガー
2L

インドネシア･スラウェシ島で粗放養
殖。生からの1回凍結品ですので、え
びの旨味、食感が違います。

ブラックタイガー（インドネシア）  
90g 380円(税込410円)

FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･境港市）

135 氷温熟成 
辛子明太子(切子)

厳冬期のロシア産の原料を使用。魚
卵業界では唯一の「氷温熟成」で仕
上げました。お得な切子です。

すけとうだらの卵（ロシア）  
90g 380円(税込410円)

FCG180日 

ダイマツ（鳥取県･境港市）

136 氷温熟成 
たらこ(切子)

ロシア産の鮮度の良いすけとうだら
の卵と塩だけを使用し、氷温製法で
素材の旨味を引き出しました。

すけとうだらの卵（ロシア）  
40g 660円(税込713円)

FCJKL

佐井村漁協（青森県･佐井村）

137 いくら醤油漬
9月上旬〜11月下旬に北海道東海岸
から青森県沿岸の定置網で漁獲･厳
選された秋鮭のいくらです。

いくら（北海道、青森県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.3
20g×3 450円(税込486円)

FBG120日 

海泉水産（静岡県･浜松市）

138 しらす干し
遠州灘〜伊勢湾にかけての海域で獲
れた鮮度の良いしらすを塩茹でし、
軟らかく干しました。

しらす（遠州灘～伊勢湾）  

使い切りパックで便利　

80g 448円(税込484円)FBG180日 
するめいか（三陸）  

共和水産（岩手県･宮古市）

139 三陸岩手 いかの糸造り

6～8粒100g 498円(税込538円)FCG180日 
ほたて貝柱（北海道）  

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

140 猿払産 刺身用ほたて貝柱
オホーツク海に面する猿払(さるふつ)は、海流や地形など
の自然環境に恵まれ、美味しいほたてを育てます。

2個150g 465円(税込502円)通常税込
518円FCG30日 

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

141 焼津港のとろかつお炭火焼き

かつお（日本太平洋沖合北部）  
110g(固形量80g+たれ30g) 418円(税込451円)

FCG30日 JKL

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

142 焼津港のとろかつお
炭火焼き炙り丼

かつお（日本太平洋沖合北部）  

220g 320円(税込346円)
FCG180日 JK

ダイマツ（鳥取県･米子市）

143 氷温造り
あじの南蛮漬

日本海産の真あじを食べやすく下処
理し、国産米油で揚げて南蛮漬に。
野菜は国内産。まろやかな甘酢です。

真あじ（日本海）  

6～11枚150g
+タレ50g 375円(税込405円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

144 フライパンでできる
あじ南蛮漬(タレ付)

フライパンで焼き、玉ねぎやピーマン
等を添えて添付のタレをかけるだけ
で南蛮漬の出来上がり。

真あじ（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.7
5～6個200g 420円(税込454円)

FCG180日 IL

千倉水産加工販売（千葉県･南房総市）

145 いわしチーズはさみ

真いわし（国内産）  
110g 298円(税込322円)

FCG180日 JKL

平庄商店（北海道･根室市）

146 さんまぼろぼろ
根室産のさんまをそぼろ風に味付け
しました。そのままご飯にかけて。お
弁当にもどうぞ。

さんま（北海道）  
70g×2、たれ･山椒付 1880円(税込2030円)通常税込

2138円

FAJKL

大黒淡水（静岡県･焼津市）

147 うなぎ蒲焼 70g×2
愛知県の指定生産者が飼育した国産のうなぎです。たれ
は、醤油、本みりん、砂糖とシンプルな内容。

うなぎ（愛知県）  

バレンタインはうなぎチラシ!

切り取ってご活用ください切り取ってご活用ください

野菜から出るだしを
楽しむ
じんわり染み入る
やさしい味

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

68  芽キャベツ 89  玉ねぎ 75  さつまいも 

切りもちを使って
お手軽に
家族で作ろう

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

28  いちご

いちご大福

◆作り方
❶　�ねりあんを8等分し丸める。�

平たく伸ばしていちごを包む。
❷　�鍋に湯を沸かし、沸騰したら白もちを入れて、弱火でもちがやわらかくなるまで茹でる。�

(茹ですぎると溶けるので、注意してください。)
❸　�鍋の湯を切る。鍋に砂糖、水を加え弱火にかけながら練る。
❹　�おもちが全体的にまとまってきたら、片栗粉を入れたバットの上にあけて、半分に折る。
❺　�熱いうちに8等分して丸める。平たく伸ばして①をのせて包む。
※ ⑤でお餅が冷めるとまとまりにくくなります。手早く熱いうちに丸めてください。

◆材料(2人分)
芽キャベツ� ����� 3個
さつまいも� ���� 1/2本
玉ねぎ� ������ 1/4個
しめじ���������20g
しょうが������� 1/2片
ごま油� ������ 大1/2
醤油� �������� 小1
みそ� �������� 小1
水�������� 300cc
黒こしょう������� 適宜

338  白もち

◆作り方
❶� 芽キャベツは半分に切り、さつまいもは
さいの目に切る。玉ねぎはみじん切り、
しめじは石づきを取り小房に分ける。

❷　鍋にごま油を入れて熱し、すりおろした
しょうがを入れる。香りが出たら①の野
菜、塩少々(分量外)を入れて炒める。

焼
き
ス
ー
プ

❸　玉ねぎが透き通ったら水を加えて煮込む。芽キャベツが軟らかくなったら火を止め、醤油、
みそで調味する。好みで黒こしょうをふる。

◆材料(8個分)
いちご������������� 8個
ねりあん�����������260g
白もち������������� 4個
砂糖� ������������大2
水��������������大3
片栗粉� �����������適宜

340ねりあん

サ
ラ
ダ
や

　
　

マ
リ
ネ
に
！

2～3
人前

2～3
人前

2～3
人前

好評です!

「野菜とあわせる」シリーズ
調理済

祝1周年

加熱調理済みのお魚惣菜

◦ 無添加の調味たれに調理済の魚が漬け込ん
であります。

◦ 解凍後、野菜を加えるだけでバランス良い
一皿が 3 分ほどで完成 !

◦全て 2 ～ 3 人前 
　です。

旬の野菜
野菜とあわせる
シリーズ

＋

天然ぶり切身
に衣を付けて
カ ラ ッと 揚
げ、オリジナ
ル調味液に漬
け込んだ、調
理済甘酢あん
かけです。

土佐沖で捕れ
たシイラを食
べやすい大き
さの切り身に
して、特製こだ
わり調味液で
ケチャップ煮
にしました。

主に高知沖で
漁獲したきび
なごに衣を付
けて揚げ、オリ
ジナル調味液
に漬け込んだ、
調理済南蛮漬
けです。

バレンタインの食卓に♪
CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

2
パック

お得

バター醤油で! チーズフォンデュに

もおすすめ!

日本太平洋沖合北
部の漁場で1本釣
りした鰹を炭火焼
きに。生きたまま
凍結した原料なの
で鮮度抜群です。

脂のり抜群の一本釣りかつおを使用

2個

7月〜10月に
かけて日本
太平洋沖 合
北部の漁場
で1本釣りし
た鰹を炭火
焼きにし、無
添加たれに
漬けました。

フ
ラ
イ
パ
ン

１
つ
で
！6～11

枚

真いわしを開き
腹骨を取り、よ
つ 葉 乳 業 の
チーズをはさ
み、国産小麦粉
をまぶしまし
た。フライパン
で焼いて。

5～6
個

〜ササッともう一品〜夕食でも大活躍の南蛮漬
流水解凍で!

210g 415円(税込448円)通常税込
464円

FCO

いか（チリ）、えび（インド）、ほたて（青森県） 

カネキ水産（愛知県･蒲郡市）

400 シーフードミックス
いか、えび、ほたて貝をミックスし、
バラ凍結にしました。かき揚げ、炒め
物、パスタや焼きそばの具などに。

三陸の宮古市場と周辺
の市場に水揚されたい
かを短時間のうちに
ソーメン状に加工、急
速凍結しました。

※イメージ

白もちのかわりに白玉粉でも
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長芋と牛肉のサイコロステーキ 蒸し鶏の梅しそパスタ 手羽先餃子

250g 1200円(税込1296円)通常税込
1350円FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

148 鹿児島 坊津黒牛赤身ブロック
坊津黒牛のモモ肉をブロックでお届けします。ご自宅で
ローストビーフやタタキでどうぞ。

鹿児島県  
300g 1520円(税込1642円)通常税込

1674円FG30日 
鹿児島県  

福永産業（福岡県･遠賀町）

149 特大 鹿児島 坊津黒牛
サイコロステーキ用

160g 340円(税込367円)通常税込
378円FBG180日 I

鶏肉（茨城県）  

田仲さん達（茨城県･桜川市）

150 つくば茜鶏 
蒸し焼きスライスチキン

400g 515円(税込556円)通常税込
567円FAG180日 

茨城県  

田仲さん達（茨城県･桜川市）

151 つくば茜鶏 手羽先

250g 490円(税込529円)
ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

152 ローズポーク 
モモスライス

赤身主体部位であるモモ肉をスライ
スしました。厚さ3mm。

茨城県  
400g 610円(税込659円)

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

153 ローズポーク 
肩ブロック

味の濃い部位。焼き豚を作るのに最
適。じっくり煮込む料理にも。

茨城県  
150g×2 390円(税込421円)

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

154 ローズポーク
小間切

飼料内容や肥育方法に明確な基準を
設けた茨城県の銘柄豚「ローズポー
ク」を、生産者限定でお届けします。

茨城県  
200g×2 510円(税込551円)

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

155 ローズポーク
徳用小間切

たっぷり使えてうれしい量の小間切
徳用タイプ。

茨城県  

400g 860円(税込929円)
ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

156 中津豚モモブロック
赤身主体でやわらかいモモ肉のブ
ロック。煮物、焼き物、カツ等にどう
ぞ。

神奈川県  
200g 550円(税込594円)ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

157 中津豚ロースしゃぶしゃぶ用
きめが細かく脂が程よく入ったロース肉を、しゃぶしゃぶ
用に厚さ約2mmにスライスしました。

神奈川県  
200g 545円(税込589円)EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

158 中津豚ロースしょうが焼用
きめが細かく脂が程よく入ったロース肉を、しょうが焼き
用にスライスしました。厚さ5mm。

神奈川県  
200g 460円(税込497円)

EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

159 中津豚バラスライス
脂と赤身が層になったバラ肉を約
3mmにスライス。肉巻きや炒め物、
鍋など様々な料理に。

神奈川県  
200g 360円(税込389円)

EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

160 中津豚小間切
各部位から集めています。火の通り
が良いので野菜炒め、カレーなど
に。

神奈川県  

200g 485円(税込524円)
FCG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

161 中津豚カシラ
(ホホ)肉

豚のカシラ(ホホ)肉です。1頭から約
300gしかとれない希少な部位で
す。しっかりとした肉質。

神奈川県  
200g 498円(税込538円)

FBG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

162 中津トントロ焼肉用
1頭から約300gしか取れない希少
部位のトントロを、焼肉用にカットし
ました。焼肉、炒め物に。

神奈川県  
200g 355円(税込383円)

EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

163 中津豚挽肉
赤身率8割以上の挽肉。豚そぼろ、肉
団子などに。

神奈川県  
400g 650円(税込702円)

FAG90日 

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

164 豚挽肉(バラ凍結)
茨城県の銘柄豚、ローズポークを使
用。使いやすいバラ凍結品。赤身率8
割です。

茨城県  
200g 415円(税込448円)

ECG6日 NJK

中津ミート（神奈川県･愛川町）

165 中津豚こま味噌漬
豚こまを自家製味噌ダレで漬け込み
ました。ほんのりピリ辛。野菜と一緒
にどうぞ。

豚肉（神奈川県）  
2枚200g 550円(税込594円)

ECG6日 J

中津ミート（神奈川県･愛川町）

166 中津豚ロース
塩こうじ漬

豚ロース肉を、自社製の塩こうじに漬
けました。塩こうじの風味と、軟らか
くなった肉が食欲をそそります。

豚肉（神奈川県）  

300g 370円(税込400円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

167 つくば茜鶏 ムネ
あっさり味で消化も良く、経済的な
ムネ。蒸しどり、唐揚げ、煮物に。

茨城県  
300g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

168 つくば茜鶏 モモ
ジューシーでしっかりとした肉質が特
徴。脂身と赤身のバランスが良く、味
にコクがあります。

茨城県  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

169 つくば茜鶏
ムネモモ唐揚げ用

ムネ肉とモモ肉を唐揚げ用にカット
しました。必要な量だけ使えるバラ
凍結で便利。

茨城県  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

170 つくば茜鶏
ムネモモ小間切

ムネ肉とモモ肉を一口大にカットし
ました。必要な量だけ使えるバラ凍
結で便利。煮物、炒めものに。

茨城県  
300g 560円(税込605円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

171 つくば茜鶏 ササミ
脂肪が少なく、良質なたんぱく質を
多く含む部位。茹でてサラダに。バラ
凍結。

茨城県  

250g 240円(税込259円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

172 つくば茜鶏 レバー
生産者や、鶏に与えている飼料が
はっきりしている鶏のレバーは貴重
です。

茨城県  
500g 660円(税込713円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

173 つくば茜鶏 挽肉
ちょっとだけ使いたい時に重宝する
バラ凍結品。

茨城県  
180g 1030円(税込1112円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

174 鹿児島 坊津黒牛
カルビ焼肉用

霜降りが一番入り、味がもっとも濃
い部分です。

鹿児島県  
200g 950円(税込1026円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

175 鹿児島 坊津黒牛
牛丼･肉じゃが用

脂が適度に入ったバラ部位を牛丼･肉
じゃが用にスライスしました。

鹿児島県  
170g×2 1370円(税込1480円)

FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

176 鹿児島 坊津黒牛
切り落とし170g×2

炒め物、煮物等何にでも使える切り
落としです。たっぷり使える2パック
組でお届けします。

鹿児島県  

バレンタインはちょっと豪華にお肉でお祝い♪

手
作
り

ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
に 坊津黒牛のモ

モ･肩肉をダイ
ス状にカットし
ました。今回は
お得な増量規
格です。

つくば茜鶏のムネ肉
を蒸して割いてパッ
クしました。そのま
まサラダにどうぞ。

ゼラチン質に富み、
コクのある部位。
塩焼き、唐揚げに。
だしがでるので煮
物にも。

鶏 肉
◦ つくば茜鶏 : 動物性飼料、

抗菌剤、抗生物質を使わ
ない平飼い鶏です。Non-
GMO、PHF の飼料を与え
ます。飼育期間は約 80 日

（一般的には 55日）。

◦ 中津ミート：おがくずを敷き
詰めた豚舎で、ストレス無
く元気に育った豚です。養
豚から加工までの一貫生産
を行っています。

◦ ローズポーク：茨城県の
銘柄豚です。飼育期間は
約 6 か月。

豚 肉

◦ 坊津黒牛（鹿児島）：鹿児島県
坊津地区の梛木さん、草野さ
ん、渡辺さんからの黒毛和種
です。3 年かけて育てます。

◦ 国産牛：大分県、福岡県の
生産者（3 名）のホルスタイン
種です。

◦ 山方（やまがた）牛：茨城県の
銘柄牛です。黒毛和種とホル
スタインのかけ合わせです。

牛 肉

100gあたり
約133円

100gあたり
約176円

1ページで
　　　ご案内しています

ローズポーク
挽肉は

13
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200g 645円(税込697円)EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

177 茨城牛(山方)切り落とし
用途の広い切り落としなので、何にでも使えて便利です。

茨城県  
160g 445円(税込481円)FBG30日 

福岡県、大分県  

福永産業（福岡県･遠賀町）

178 国産牛小間切
肉じゃが、カレー、シチューなどの煮物、炒め物、焼肉と
幅広く使えます。ウデ、モモ、バラ肉を使用。

毎日新鮮な原料肉を仕入れて作ります。

肉だけの結着力で十分なので余計な添加

物は必要ありません。

280g 1380円(税込1490円)F
大阪府  

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

179 牛切り落し(大)
いろいろな部位の切り落とし。炒め物など様々な料理に
どうぞ。使いやすい分割トレー。

200g 870円(税込940円)F
大阪府  

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

180 牛ミンチ
2度挽きしている肉質がまろやかなミンチです。

94g×2 335円(税込362円)
EBG10日 

181 2袋
焼き塩を使用しているので塩カドがとれてマイルドに仕上がっています。

94g×3 480円(税込518円)通常税込
538円

EG10日 

182 3袋

豚肉（国内産） ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1
30g×5 385円(税込416円)

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

183 鎌倉チョリソー
国内産豚うで肉を粗挽きして、チリ
ペッパー等のスパイスと共にじっくり
熟成させたチョリソーです。

豚肉（国内産）  

120g 290円(税込313円)
ECG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

184 中津粗挽ウインナー
ジューシーでコクのある粗挽き。焼い
たり、ボイルしてどうぞ。炒め物に
も。

豚肉（神奈川県）  
100g 352円(税込380円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

185 中津ボンレスハム
スライス

自社農場の豚肉を、発色剤、増量剤
等を使用せず、海塩の旨味と香辛料
でシンプルな味に仕上げました。

豚肉（神奈川県）  

甘みがあり、と
ても美味しく、
安心 な 無 添 加
べーコンです。
いろいろな料理
に使えます。

アボカドとベーコン炒め

100g 380円(税込410円)
EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

186 中津バラベーコン
スライス

豚肉（神奈川県）  
※調理例

(30g×6)
×3 980円(税込1058円)通常税込

1078円

FCG180日 HIL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

190 中津ミートのハンバーグ
(ミニ)3パック

牛豚の割合3対7の合挽肉使用。豚
肉は中津の自家牧場から、牛肉は茨
城県産を使用。お弁当にぴったり。

豚肉（神奈川県）  
100g 330円(税込356円)FCG180日 

豚肉（神奈川県）  

中津ミート（神奈川県･愛川町）

187 中津スモークレバー
中津ミートの豚レバーを海塩、三温糖、香辛料のみで味
付けし、スモークしました。スライスしてどうぞ。

240g(9個入) 417円(税込450円)
ECG24日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

188 中津肉団子(甘酢タレ)

豚肉（神奈川県）  

村山さんがじっくり漬け
込みました。チャーハン
やラーメンに。豚肉は岩
瀬さんの豚、又はローズ
ポーク使用。

※調理例

200g 480円(税込518円)EBG7日 JKL

ミートパル村山（茨城県･土浦市）

189 村山さんのチャーシュー

豚肉（茨城県）  

◦ 発色剤、結着剤、保存料、
化学調味料不使用です。

◦ リン酸塩による増量もして
いません。

畜産加工品

6個
入り 330円(税込356円)EAH

天池さん、杉山さん（茨城県･石岡市）

契約「やさとの仲間」
平飼い卵

開放的なストレスの少ない鶏舎で、地
元や顔の見える関係先からの飼料を自
家配合し、薬剤を与えず育てました。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7 

有機農業の循環の中から
産まれた卵です

100g 500円(税込540円)
EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

193 石岡 鈴木牧場
フレッシュモッツァレラ

健康な牛から搾った新鮮な生乳を原
料に作りました。軟らかい食感です。
牛乳の風味をお楽しみください。

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.2
40g 292円(税込315円)

EBG7日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

194 石岡 鈴木牧場
スカモルツァ(プレーン)

鈴木牧場の良質な生乳で作った熟成
タイプのナチュラルチーズ。牛乳の風
味をお楽しみください。

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1
30g 199円(税込215円)

EBG14日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

195 石岡 鈴木牧場
さけるチーズ(バジル)

鈴木牧場の良質な生乳で作ったナ
チュラルチーズ。手で裂いてお召し上
がりください。

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.1

◦  サツラク…組合員（酪農
家）が土 ･ 草 ･ 牛づくりに
こだわり、生乳の生産から
加工まで一貫しておこなっ
ています。

◦   卵：飼料は non･GMO（非
遺伝子組換）、抗生物質
や抗菌剤など使用しないも
のを与えています。

牛乳･ 卵

EAG届いて3日 I

302円(税込326円)3 1ℓ

178円(税込192円)10 500㎖
生乳（北海道） ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

土作り、草作りから
取り組む酪農専門
農協11戸の生産牧
場限定牛乳です。乳
質の良さを活かす
為、低温殺菌で処理
しました。

サツラク農協（北海道･札幌市）
サツラク低温殺菌牛乳

1ℓ 250円(税込270円)
EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

5 サツラク牛乳

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.4

北海道の自然が育
てた良質な生乳。
おいしい牛乳は、餌
となる良い牧草を
育てるための土づ
くりが基本です。

500㎖ 146円(税込158円)
EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

9 サツラク低脂肪牛乳

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜0.4 ＜0.5

脱脂粉乳などを
使 用 せ ず 生 乳
100%使用。脂
肪分を控えなが
らも美味しさを
追究し、乳脂肪分
を1.0%に調整。

1ℓ 219円(税込237円)
EAG届いて10日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

4 おいしさまろやか
(成分調整牛乳)

生乳（北海道）  

北海道産の生
乳を100%使
用し、乳脂肪分
を2.0%に低減
した成分調整
牛乳。

1ℓ 277円(税込299円)
EBG届いて6～10日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

196 よつ葉
ミルクコーヒー

生乳（北海道）  

北海道十勝産の生乳を
50%以上使用。砂糖、ブ
ラジル産コーヒー、乳製品
のみで作りました。

お届けは
2月3回に
なります

6個 330円(税込356円)
EAG7日 H

宇治田農場（茨城県･石岡市）

8 宇治田さんの
平飼い卵

多量の自家牧草+地元産主体の餌を
自家配合。太陽と風と草の恵み溢れ
る卵です。薬･抗生物質不使用。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4
10個 236円(税込255円)

EAG11日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

7 八郷の卵
全て非遺伝子組換えの原料を使用し
た穀物(とうもろこし･大豆等)を鶏に
与えています。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

鈴木牧場
ビンは洗ってお返しください
ビンは再利用いたしますので、食べ終わったらビンを洗って
供給担当に返却 ください。ご協力のほどお願い致します。

鈴
木
牧
場
牛
乳

定
期
登
録
の

お
申
込
み
は

コ
チ
ラ
↓

鈴
木
牧
場
牛
乳

定
期
登
録
の

お
申
込
み
は

コ
チ
ラ
↓

EA
G届いて10～11日 I

191 プレーン 400g 361円(税込390円)
400g 370円(税込400円)192 微糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

健康な牛から搾った新鮮な生乳を原料に自家プラントで作りまし
た。ノンホモ(脂肪球を砕いていない)なのでプツプツと脂肪のか
たまりができますが、口当たりに違和感なく、なめらかでやさし
い味です。

ヨーグルトのキャップ内側の白い円ブタを
取って、必ずご返却下さい

生乳（茨城県） ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4 

ヨーグルトベースのソースを作って
かぼちゃの
サラダ

マヨネーズを使うよりあっさりとした味わいでかぼちゃの甘みがより感じられます

の
　　こだわり
「鎌倉ハム」の
　　こだわり

小さな工場だからこそできる 16ページの「鎌倉ハム特集」も
ぜひご覧ください!

ウインナー製造風景

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）
鎌倉マイルドポークウインナー

3
袋

お得

お弁当に♪

中津の自家牧場
の豚肉と茨城県
産牛肉の合挽を
使用。甘酢仕上
げ。美味しく、
安心できる肉団
子です。

9個入
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380g 550円(税込594円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

198 腸内活性
ヨーグルメイト(プレーン)

ホリ牧場で搾乳した良質な生乳
100%使用。腸内で有用菌をふや
し、抵抗力を高めるのに役立ちます。

生乳（石川県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0
90g×3 465円(税込502円)

EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

199 腸内活性
ヨーグルメイト(加糖)

ホリ牧場の良質な生乳を使用した加
糖タイプ。ヒト由来の有用定住腸内
細菌(乳酸菌)を使って7時間熟成。

生乳（石川県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0
500g 265円(税込286円)

EBG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

200 サツラク酪農家限定
ヨーグルト(プレーン)

サツラク農協、11戸の生産牧場限定
の生乳を100%使用したプレーン
ヨーグルト。クリーミーな食感です。

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.1
80g×3 212円(税込229円)

EAG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

201 サツラク酪農家限定
ヨーグルト(加糖)

11戸の生産牧場限定の生乳を90%
以上使用。香料、安定剤不使用。原材
料：生乳、砂糖(北海道産てんさい糖)

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.1

各100g 643円(税込694円)
EG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

197 よつ葉チェダーチーズ&
ゴーダチーズ

生乳（北海道）  

ほのかな酸味のチェダーと
まろやかな味わいのゴーダ　

65㎖×10 178円(税込192円)
EAG15日 I

日本生活協同組合連合会

204 CO乳酸ドリンク 
65㎖×10本入

柑橘系風味の飲み切りサイズの乳酸
菌飲料。

  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1
80g×4 298円(税込322円)

ECG30日 HK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

205 豆乳ぷりん 抹茶
国産大豆100%の自家製豆乳使用。
シンプルな原料ながらもほろ苦い抹
茶の風味が活きた抹茶プリンです。

豆乳（国内産）  

100g×2 250円(税込270円)
EBG20日 HIK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

206 濃厚豆乳プリン
愛知県産の豆乳、牛乳、国産卵を
使って作った本格派カスタードプリ
ンです。ゼラチン(豚由来)使用。

牛乳（愛知県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5
100g 275円(税込297円)通常税込

308円

北海道の生乳ク
リーム100%。
チーズケーキや料
理のベースに。パ
ンやクラッカーに
つけても。

クリームチーズクレープ

ECG60日 I

生乳（北海道）  

バレンタインデザートに♪

北海道酪農公社（北海道･江別市）

207 北海道クリームチーズ

バターチャーン

100g 285円(税込308円)ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

208 北海道チャーンバター
北海道の牛乳を使い、昔ながらのバターチャーン(攪拌
機)で時間をかけて作った手作りバター。

生乳（北海道）  
150g 660円(税込712円)通常税込

722円

※イメージ

EG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

209 よつ葉バター無塩 2個組
北海道産生乳100%の無塩バター。お菓子作りにも。

  

ケーキ作りにどうぞ!

220g 235円(税込254円)
ECG21日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

216 押し豆腐
国産大豆100%使用。水切りしてあ
るので料理に使うのに便利。日持ち
もします。炒め物、白和えなどに。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.1

75g×4 189円(税込204円)
EBG20日 K

おかべや（神奈川県･相模原市）

212 おかべや 萬歳豆腐
国産大豆100%。南大東島の天然に
がり100%。冷蔵庫で長期保存でき
る充填タイプ。消泡剤無添加。

大豆（国内産）  

きぬ生揚げと小松菜の煮びたし

2個 280円(税込302円)ECG届いて3日 K

おかべや（神奈川県･相模原市）

213 おかべや きぬ生揚

大豆（北海道）  
3枚 165円(税込178円)

EAG届いて6日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

217 油揚げ
国産大豆100%の豆腐を生地に使い、
ふっくらと仕上げました。揚げ油は菜種一
番搾り。遺伝子組み換えはしていません。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.5
2枚 220円(税込238円)

ECG届いて3日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

218 手揚げ油揚げ
国産大豆、にがり使用の生地を一枚
一枚ていねいに手揚げした油揚げ。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.6 ＜1.7

3種 670円(税込724円)通常税込
739円

EG届いて3日 OJKL

丸和食品（東京都･練馬区）

221 丸和の豆乳鍋セット
豆腐屋が作った豆乳鍋におすすめのセット。
野菜やつみれを足してどうぞ。豆腐屋が作った
揚げ物セット、鍋用寄せ豆腐、豆乳のセット。

  
35g×3 148円(税込160円)

EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

222 八郷小粒納豆3連
(タレ･カラシ付)

茨城県産小粒大豆使用。口当たり、
糸ひきがよく、風味のよい納豆で
す。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.2
40g×3 140円(税込151円)

EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

223 水府納豆ミニ3
(タレ･カラシ付)

茨城県産小粒大豆使用。糸ひき、風
味ともよい納豆です。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.4
40g×2 172円(税込186円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

224 十勝の息吹 大粒2P
(タレ･カラシ付)

北海道十勝産のトヨホマレ大豆使
用。大粒ならではの食感、大豆のうま
み、糸引きの強さを楽しめます。

大豆（北海道）  
100g 208円(税込225円)

FCK

丸和食品（東京都･練馬区）

219 きざみ揚げ(冷凍)
国産大豆100%使用。製造段階で出
来てしまった規格外の油揚げを細か
く刻み、冷凍しました。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.9
8個 225円(税込243円)

ECG届いて3日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

220 一口厚揚げ
厚揚げを一口サイズにしたもの。形く
ずれしにくいので、炒め物などにも手
軽に使えます。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.1 ＜1.2

茨城県常陸太田市･関さん
達の小粒大豆使用。炭火造
りで容器には経木を用いま
した。

80g 206円(税込222円)EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

225 遊作納豆(タレ･カラシ付)

大豆（茨城県）  ［放］ 137Cs=3.7

手作業で丁寧に包んでいます!

100g 350円(税込378円)
EBG30日 JK

登喜和食品（東京都･府中市）

226 黒大豆てんぺ
北海道産黒大豆をテンペ菌で発酵さ
せました。発酵終了後、低温加熱処
理をし長期保存を実現しました。

大豆（北海道）  
450g 110円(税込119円)

EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

227 上州産
徳用こんにゃく

群馬県産のこんにゃく粉で作りまし
た。海藻粉末入り。煮物や炒り煮、汁
物などの具に。

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.7
400g 110円(税込119円)

EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

228 上州産徳用しらたき
群馬県産のこんにゃく粉で白く仕上
げたしらたきです。肉じゃがやすきや
きなどに。

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.5

チ
ー
ズ
グ
ラ
タ
ン
十勝の生乳を使って熟成させたセミ
ハードタイプのナチュラルチーズ。チェ
ダーとゴーダのセット。

大豆加工品
◦ 国産大豆 100% 使用。
◦ 豆腐は海水にがりで固め、

消泡剤も不使用です。
211 おかべや 雅きぬ

おかべや（神奈川県･相模原市）

210 おかべや 宴もめん
国産大豆100%。南大東島の天然にがり100%。高濃度豆乳なので大豆の旨味
が味わえます。消泡剤無添加。

330g 189円(税込204円)
EAG届いて5日 K

大豆（国内産）  
330g 189円(税込204円)

EAG届いて5日 K

おかべや

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

214 もめん豆腐
国産大豆100%使用、消泡剤を使用せず海水にがりで固めました。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2
300g 165円(税込178円)

EAG届いて4日 K

215 きぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

丸 和

590円(税込637円)通常税込
680円180㎖×2 256円(税込276円)

EAG19日 I

202 2本組
生乳93%使用の飲むヨーグルト。香料、安定剤不使用。原材料：生乳、砂糖、
フラクトオリゴ糖

180㎖×5

EG19日 I

203 5本組

酪王乳業（福島県･郡山市）
生乳たっぷりのむヨーグルト

生乳（福島県） ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.5

揚げ物セット3種7品
鍋用寄せ豆腐200g
豆乳300cc

北海道産大豆･
天 然 に が り
100%使用。
風味豊かな国
産一番搾り菜
種油で揚げま
した。

み
そ
汁
や
う
ど
ん
の

具
と
し
て
も　

日 配 品
◦ こんにゃく: 国産のこんにゃ

く芋を使用しています。
◦ 麺 ･ 皮 : 国 産 小 麦 100%

です。
◦ 煮豆 : 調味液に浸して加圧

するレトルトではなく、開放
釜でゆっくり時間をかけて
煮ています。

じ
ゃ
が
い
も
を
丸
ご
と
使
っ
て

86

4個入
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春巻ピザ

10枚 235円(税込254円)
ECG25日 L

三立食品（東京都･葛飾区）

229 春巻の皮(みちのく)
国産小麦粉と赤穂の天日塩で作った
シンプルな皮。油で揚げたり、焼いて
も美味しい。ピザ生地代わりにも。

小麦（北海道、岩手県）  ［放］不検出 ＜2.8 ＜3.9
4個(タレ無) 195円(税込211円)

EBG10日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

230 やさとの半熟たまご
(温玉)

非遺伝子組換え飼料で育てたやさと
の産直卵を温泉たまごにしました。

卵（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4

ニューオークボのパスタは麺がざら
ざらしていてソースのからみが良
く、小麦の風味を壊さない低温乾燥
で仕上げています。『バジルペース
ト』は香り高く、このひと瓶で絶品
パスタの完成です。もっちりとして
小麦の味がする、プロも認める本格
パスタをご家庭でどうぞ。

260g
(130g×2) 298円(税込322円)通常税込

356円

EG届いて6～8日 L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

232 生フェットチーネ

小麦（カナダ、アメリカ）  

鶏肉の照り焼き 甘酒ソース

500g 600円(税込648円)
EG14日 J

やまこみそ（茨城県･守谷市）

231 甘酒糀
茨城産コシヒカリ100%。みそ麹よ
りも少し長くねかせた糀です。

米（茨城県）  

260g
(130g×2) 340円(税込367円)通常税込

400円

EG届いて6～8日 L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

233 ほうれん草入り 
生フェットチーネ

ほうれん草（北海道）  

200g 240円(税込259円)
EDG10日 J

浜食（東京都･調布市）

234 洗いもずく
沖縄･伊平屋島産の良質なもずくで
す。塩抜きの必要がなく、そのまま食
べられます。ミネラル補給に。

もずく（沖縄県）  
120g 340円(税込367円)通常税込

397円

岩手県産の湯通し塩蔵わか
め。「岩手わかめ」特有の
風味や食感が味わえます。
使いやすいカットタイプ。

ECG90日 
わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7

コタニ（岩手県･大船渡市）

235 岩手産生わかめ(カット)

300g 475円(税込513円)
ECG180日 

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

236 たけのこ水煮
(スライス)

掘りたてのたけのこを素早くボイルし
て、味、香りを残しました。軟らかく
風味が豊かです。

たけのこ（国内産）  

国産小麦粉使用の無かんすい･無着
色の麺。ソースに化学調味料は使って
いません。

オム焼きそば

麺150g×3、ソース30g×3 257円(税込278円)EBG6日 HKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

237 内麦焼そば(ソース付)

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

麺120g×3
スープ36g×3 355円(税込383円)

ECG7日 HJKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

238 内麦生ラーメン味噌
(3食入)

国産小麦粉使用の無着色、無かんす
い、卵つなぎ麺。味噌味スープを添
付。わかめ、ねぎなど具だくさんで。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1
170g(2合用) 550円(税込594円)

ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

239 国産とりごぼう
ご飯の素

山口･秋川牧園の鶏肉と国産野菜を使
用。冷めても美味しいのでお弁当や
おにぎりにも。化学調味料不使用。

鶏肉（山口県）  
100g 325円(税込351円)

ECG30日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

240 ひじき五目煮
大豆、ひじき、こんにゃく、油揚、人参
を、鰹節のダシをとって煮付けまし
た。

ひじき（長崎県）  
80g 285円(税込308円)

ECG90日 NJKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

241 ピーナッツみそ
八街･増田商店の落花生をボーソー油
脂の菜種油で揚げ、味噌、水飴、砂
糖、ごま、寒天で仕上げました。

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.1
150g 260円(税込281円)

ECG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

242 煮豆 金時豆
北海道十勝産の大正金時豆を使用。
直火炊きで軟らかさの中にも豆のコシ
を残して歯ごたえよく仕上げました。

大正金時豆（北海道）  
85g 360円(税込389円)

ECG180日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

243 江戸前でぃ !
生のり佃煮

千葉県木更津の盤州干潟で養殖された黒
のりを、鮮度良く生のまま昔ながらの直
火炊きで時間をかけて炊き上げました。

のり（千葉県）  

130g 370円(税込400円)
ECG90日 J

高嶋酒類食品（兵庫県･神戸市）

244 甲南なら漬
(瓜、守口大根)

灘の酒粕をふんだんに使い、昔なが
らの伝統技術で丁寧に漬けました。

瓜（徳島県）、守口大根（愛知県）  
200g 365円(税込394円)

EBG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

245 趙さんの味
熟成白菜キムチ

1年じっくり熟成させた鮭の魚醤を
使い、こってりとコクのある旨味を引
き出した本格キムチです。

白菜（国内産）、唐辛子（中国）  
300g 500円(税込540円)ECG14日 J

趙さんの味（宮城県･仙台市）

246 趙さんの味 水キムチ

白菜（国内産）  
150g 330円(税込356円)ECG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

247 士別農園 福神漬
野菜をすべて手きざみし、農園独自の調味液で漬け込み
ました。

きゅうり･白瓜･他野菜（北海道）  
400g 370円(税込400円)

ECJ

士別農園（北海道･士別市）

248 士別農園
三五八漬の素

自社栽培米から作った米こうじを使用した
硬めの漬床。野菜に適量まぶして袋に入れる
だけでまろやかな甘さの漬物ができます。

米（北海道）  

3枚90g 250円(税込270円)
ECG29日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

249 こだわりさつま揚げ
(磯の香)

鹿児島の魚で作る自家製すり身を使
い、オキアミとあおさ粉の風味を効
かせました。

すけそうだら（北海道）  
3枚120g 310円(税込335円)

ECG29日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

250 こだわりさつま揚げ
(黒ごま芋)

すけそうだら、いとよりだい、鹿児島
の魚を使った自家製すり身にさつま
芋と黒ごまを混ぜ込みました。

  
100g 306円(税込330円)通常税込

340円FBG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

254 曲がりネギ
ちりめん揚げ

すけそうだら（北海道）  
7種15品377g･だしパック2袋 778円(税込840円)通常税込

861円

FG60日 HJKL

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

255 欲ばりおでん種セット
だしパック付

すけそうだら（北海道）  

3枚90g 250円(税込270円)
ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

251 こだわりさつま揚げ
(ごぼう天)

すり身の柔らかい食感の中に合わさ
る、ごぼうのシャキシャキとした食感
が心地よいさつま揚げです。

すけそうだら（北海道）  
5本130g 260円(税込281円)

ECG15日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

252 焼ちくわ
無リンの魚肉すりみ(スケソウダラ、
イトヨリダイ)を主原料にみりん、魚
醤、食塩だけでシンプルに味付け。

すけそうだら（北海道）  
10本125g 320円(税込346円)

ECG60日 P

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

253 かに風味かまぼこ
無リンのスケソウダラすり身を国内
産かにの煮汁、いわし魚醤で味付け
して焼き上げた後、蒸しあげました。

すけそうだら（北海道）  
5個150g 300円(税込324円)

FCG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

256 椎茸入おとうふ揚げ
国産の干し椎茸が入った、岩手県近郊
大豆の豆腐と北海道助宗タラすり身
ベースにふんわりした食感の練製品。

すけそうだら（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5
5枚125g 340円(税込367円)

FCG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

257 笹かまぼこ
無リンのたらと小魚すり身を使用。笹
かま発祥の地である宮城の昔ながら
の味が楽しめます。自然解凍OK。

すけそうだら（北海道）  
4枚200g 350円(税込378円)

FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

258 わかめはんぺん
わかめの深緑色と磯の香りが特長で
す。凍ったまま食べやすい大きさに
切って温めてどうぞ。離乳食にも。

わかめ（岩手県）  

お店の味が自宅で楽しめます
ニューオークボ ×藤井養蜂場

バジルペースト617

茹で時間3分

茹で時間3分

デュラム小麦の中心
部分の粉を使って麺
に負担をかけない手
打方式で作った生
麺。茹で時間3分。原
材料：小麦粉、食塩

デュラム小麦の中心
部分の粉を使って麺
に負担をかけない手
打方式で作った生
麺。茹で時間3分。原
材料：小麦粉、ほうれ
ん草ピューレ、食塩

やまこみそさんの甘酒用米こ
うじが絶品です。甘みと旨み
が濃厚で毎週甘酒を作ってい
る主人が感動していました。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

4個

春巻きの皮で
　　お手軽ピザ♪ パスタの

  トッピングにも♪

魚肉練り製品
◦ リン酸塩による増量はせ

ず、魚肉たっぷりの練り製
品です。

◦ 化学調味料も不使用です。

　　　　　　　  こだわりの練り物 近海のお魚たっぷり♪

惣菜やお酒のつまみに

曲がりネギの
自然な甘さと
ちりめんの塩
分が絶妙な揚
げかまぼこ。レ
ンジや常温で
解凍、または
軽く炙って。

お馴染みの練り
物にサンマつみ
れ･ごぼう揚げ･
米 粉 団 子 を 加
え、具材に合わ
せた特別仕様の
だしパック付。

地元宮城の生協と共同開発 

豊富な乳酸菌が腸内環境を整えます 硬めの漬床で保存しやすい

海藻たっぷりのサラダで! 貴
重
な

国
産
た
け
の
こ

レシピは
包材にあ
ります

煮物にも♪椎茸の旨味が
広がります

5個入

2合用

汁ごと食べる辛
くないキムチ、
具よりも汁がメ
イン。発酵が進
みますので、お
好みの酸味でど
うぞ。
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手軽にご家庭で手造りの味が楽しめます

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

500g 327円(税込353円)FA
かぼちゃ（北海道）  

イズックス（東京都･中央区）

259 冷凍かぼちゃ
北海道産のかぼちゃ使用。しっとり
とした甘いかぼちゃです。煮物やスー
プに。

300g 227円(税込245円)通常税込
265円FB

とうもろこし（北海道）  

日本生活協同組合連合会

260 CO北海道つぶコーン300g
北海道十勝産のスイートコーンを収穫後、加工･凍結しまし
た。保存に便利なチャック付き。

100g×2 422円(税込456円)
FCG180日 

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

261 ローストオニオン
国産の玉ねぎを薄くスライスし時間
をかけとろ火で水分を飛ばしあめ色
になるまでローストしました。

玉ねぎ（国内産）  

ハンバーグやカレーなどの
料理に

5袋250g 420円(税込454円)通常税込
464円F

鶏骨（国内産）  

スープやカレー、隠し味に

秋川牧園（山口県･山口市）

262 とりがらスープ
植物飼料で育てた健康な若鶏ガラを原料とした個包装タ
イプの5倍濃縮スープ。スープやカレー、鍋物などに。

40g×4
(タレ4個付) 360円(税込389円)

FCG180日 JKL

マルダイ長沼商店（宮城県･石巻市）

263 宮城県産めかぶ
(タレ付)

宮城県産のめかぶを食べやすいよう
に細切りにし、小分けパックしまし
た。醤油ベースの別添タレ付きです。

めかぶ（宮城県）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.7

小分けパックで食べやすい
めかぶです　

200g 278円(税込300円)F
いんげん（北海道）  

胡麻や辛子和え、炒めものや
サラダに

イズックス（東京都･中央区）

264 冷凍 北海道産
いんげん

北海道中札内村産いんげんを旬な時
期に収穫して加工。凍ったまま炒め
るか茹でてお召し上がりください。

250g 273円(税込295円)通常税込
320円FBK

枝豆（北海道）  

弁当の彩り、おつまみ、おやつにも♪

日本生活協同組合連合会

265 CO北海道のそのまま枝豆250g
北海道十勝産のえだまめを茹で急速凍結しました。塩味
がついていますのでそのまま召し上がれます。

375g(3個入) 285円(税込308円)
F

大進食品（神奈川県･横浜市）

266 マッシュポテト
ベース

北海道産の美味しいじゃがいもを皮ご
と蒸し、皮むき後に裏ごしして冷凍。
解凍はレンジで1個約3分(500W)。

馬鈴薯（北海道）  

ポテトサラダやグラタンに♪
味染み抜群!

480g(4個入) 333円(税込360円)FHIL

サンフレッセ（埼玉県･伊奈町）

267 冷凍内麦ピザ生地
国産小麦粉使用、イーストフード不使用のピザ生地。2〜
3時間室温で自然解凍後、のばしてトッピングして。

小麦（国内産）  

8本150g 377円(税込407円)FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  

秋川牧園（山口県･山口市）

268 ピリ辛チキンバー

180g 338円(税込365円)通常税込
378円

FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

269 鶏の焼きつくね

鶏肉（山口県、他）  

400g
(2食入) 493円(税込532円)通常税込

563円FCJKL

小麦（イタリア）  

ダイストマトとケチャップで
しっかりトマト味

ニッコー（神奈川県･大和市）

270 有機パスタのナポリタン
有機デュラム小麦のセモリナの麺、国産玉葱と人参使
用。ソーセージは発色剤不使用。袋ごと湯煎かレンジで。

約180g(2枚入) 514円(税込555円)通常税込
570円

FCG180日 IL

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

271 こだわりのピザ(プレーン)
国内産小麦粉100%の生地に無添加のトマトソース･北海
道産シュレッドチーズで仕上げたプレーンピザ。

小麦粉･シュレッドチーズ（国内産）  

お好きな具をのせて♪
トースターで焼いて

150g 436円(税込471円)
FBHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

272 からあげ
開放鶏舎で植物性主体の飼料で育て
た若鶏のムネ肉を醤油ベースの調味
液に漬けて揚げました。

鶏肉（山口県、他）  

トースター、レンジで　

8個144g 345円(税込373円)FBHJKL

ごぼう（国内産）  

食べ応えあり!お弁当にも

ニッコー（神奈川県･大和市）

273 ごぼうとひじきの豆腐団子
鶏肉と豆腐に、ごぼう、ひじき、ごまがたっぷり入った団
子です。おつまみにも。電子レンジで温めて。

(90g×3)×2 842円(税込910円)通常税込
940円FBHJKL

大豆･鶏肉（国内産）  

レンジかフライパンで温めて

ニッコー（神奈川県･大和市）

274 ふんわり豆腐ハンバーグ 
2パック

180g
×2 466円(税込503円)通常税込

517円

FCHIJKL

西川食品（和歌山県･紀の川市）

275 オムライス

鶏卵･米（国内産）  

300g 300円(税込324円)F
さつまいも（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7

しっとりホクホク食感の
紅はるか使用

農事組合法人マルツボ（茨城県･かすみがうら市）

276 焼きいもスティック
茨城県産さつまいも100%使用した
スティックタイプの焼きいも。お弁当
･サラダに。レンジか自然解凍でも。

250g 477円(税込515円)
FCJKL

鶏肉（山口県、他）  

レンジかトースターで温めて

秋川牧園（山口県･山口市）

277 手羽元
ゆずこしょう焼き

若鶏手羽元を九州特産「ゆずこしょ
う」と国産丸大豆醤油を使った特製
ダレに漬け、じっくり焼きました。

400g 546円(税込590円)通常税込
605円FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  

栄養満点のレバー入り!

秋川牧園（山口県･山口市）

278 レバー入りミートボール
レバー入り(約13%)ミートボール。ソースで絡めたり、カ
レーやシチューにも。トースター、レンジで温めて。

480g(具材5種340g
スープ70g×2) 1042円(税込1125円)通常税込

1170円

FOPJ

スケソウダラ（アメリカ、ロシア）、ワタリガニ（バーレーン）  

ワタリガニの出汁でコクがあります

東京コールドチェーン（神奈川県･川崎市）

279 ブイヤベースセット(小蟹入り)
助宗たら、パーナ貝、いか、えび、ワタリガニを使用。玉葱
やじゃが芋等を足して。加工でん粉：約1%使用。

100g×2 432円(税込467円)
FCJK

鶏肉（国内産）  

目玉焼きを添えて混ぜながら
食べるのが本場流

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

280 アジア薫るガパオ丼
(鶏肉のバジル炒め)

赤唐辛子の辛さが刺激的な、タイの定
番料理。甘辛く炒めた鶏肉とバジルの
香りが食欲をそそります。湯煎して。

18g×25 568円(税込613円)
FDHKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

282 ヨコハマの餃子
国産小麦粉の皮を使い、国産大豆使
用の醤油、減農薬野菜、指定の豚肉を
具に使用した無添加の餃子。焼いて。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0
18g×15 400円(税込432円)

FBKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

283 徳用北京餃子
普通の餃子より野菜(特ににら)を多
く入れました。皮は国産小麦粉使
用。焼いて。

豚肉（国内産）  
27g×7 395円(税込427円)

FCOHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

284 点心えびしゅうまい
国産小麦粉で作った皮の中に、プリ
プリとしたえびがたっぷり入ったしゅ
うまいです。

えび（インドネシア、ベトナム、他）  
16g×15 410円(税込443円)

FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

285 肉しゅうまい
国産豚肉、玉ねぎがたっぷり入った
しゅうまいです。皮も国産小麦粉使
用。ポークエキス、かつおエキス使用。

豚肉（国内産）  

18g×20 528円(税込570円)通常税込
586円FCKL

キャベツ･小麦･豚肉･きくらげ（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4

さっぱりしたクセのない美味しさ♪
試食で大好評!

大進食品（神奈川県･横浜市）

286 マム 女性のための餃子
(国産きくらげ入)

国産乾燥きくらげを使用し、にんにく等を使っておりませ
んのでくせのない食べやすい餃子になっています。

18g×20 478円(税込516円)
FCJKL

ドリームフーズ（大阪府･八尾市）

287 神山鶏のぱくぱく餃子
(国産しそ入り)

ぱくぱく何個でも食べられるクセのな
い食べやすい餃子。国産大豆味噌、
国産しそ使用。焼いても茹でても。

キャベツ（国内産）  
100g×2 468円(税込505円)

FCJK

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

288 ビビンバの具
国産野菜と国産牛肉を使用したビビ
ンバの具。湯煎してご飯にかけてどう
ぞ。

  

国産味噌のコチュジャンの
塩味がきいてます

麺170g×2
スープ47g×2 504円(税込544円)

FJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

289 キムチ屋の造る
テグタン麺セット

鍋一つで作れる本格的辛味のとろみ
スープに喉ごしよい麺のうどん。好みの
野菜を加えて。加工でん紛：麺の3.5%

小麦（国内産）  

辛味ととろみが◎
スープはおじやに

今週のおすすめ

歯ごたえある竹の子たっぷり

で旨味ある餡、それにふっく

らした生地が絶妙で美味し

い!ほどよい大きさなのも◎ 

是非ご賞味ください♪

275g
(5個入) 384円(税込415円)通常税込

432円FIJKL

小麦（国内産）  

皮はふっくらで
　　具たっぷり♪

創業当時のニッコーが 
初めて手がけた自信作!

ニッコー（神奈川県･大和市）

281 天津包子(肉まん)

国産小麦粉に生クリー
ムを練りこみ、じっくり
醗酵させた皮で、肉と
野菜をたっぷり包みま
した。

商品部
稲垣の
おすすめ

お
う
ち
で
本
格
中
華
･

 

ア
ジ
ア
ン
料
理
♪

持ちやすく食べやすい
大きさのスティック状
ナゲット。レンジか
トースターで温めて。

お弁当に
おかずに

レッドペッパーが
後を引く美味しさ

化学調味料、保存料、
着色料不使用

8本入

温めるだけなので、お
弁当のおかずに便利で
す。冷凍食品にうるさ
い娘のお墨付き、冷凍
とは思えないほど美味
しいと大絶賛です。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

思 い の ほ か ボ
リ ュ ー ム も あ
り、味付けは程
よく、冷凍食品
という感じがし
ませんでした。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

香ばしく焼いた大
きめのつくねに、
濃口醤油タレをか
らめました。お弁
当やおかずの一品
に。加熱して。

冷凍食品
◦ 化学調味料は不使用です。
◦ 原材料の素性がわかる、

何より「家庭での手作り」
に近いものが基本です。

※イメージ

国産米と鶏肉･野菜
を使用したチキンラ
イスを牛乳を加え
た玉子で包みまし
た。レンジで温め
て。加工澱粉：1%

2食入

2食入

3～4
人前

組合員さん作
(約20㎝)

4個入

2袋

4個入

2食入

2枚入

8個入

デミグラス
ソースでも

3個入
×2

消泡剤を使用せず、
国産大豆に天然に
がりを加えた豆腐
に、産直鶏肉を加え
た豆腐ハンバーグ。

25個入

20個入

20個入

15個入 15個入
7個入

2食入 2食入

5個入
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12個216gFJKL

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

304 芽吹き屋 ごまとろり

とろりとした黒ご
まあんを、国産上
新粉を使用した生
地で一口サイズに
包みました。

12個入

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

2食560g 420円(税込454円)通常税込
464円FCJKL

小麦（国内産）  

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

290 讃岐かき揚げうどん
国産小麦使用のコシの強い麺に、野菜(牛蒡、玉葱、人
参、いんげん)のかき揚げをのせたうどん。つゆ付。

2食610g 543円(税込586円)通常税込
596円FOJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

291 具たっぷり
けんちんうどん

小麦（国内産）  
200g×5 408円(税込441円)

FBL

シマダヤ（東京都･渋谷区）

292 冷凍 稲庭風うどん
(5食入)

国産小麦粉使用。喉ごしよい強いコ
シのゆで麺。1食分を更に半分にでき
る切込み付。加工澱粉：約5.5%

小麦（国内産）  
130g×2 590円(税込637円)

FCM

創健社（神奈川県･横浜市）

293 生冷凍 長野県産
石臼挽十割そば

長野県産のそば粉100%で作った生
冷凍十割そば。生のまま冷凍する事
で香りが損なわれていません。

そば（長野県）  

手打ちそばに勝るとも
劣らない風味

300g 700円(税込756円)
FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

294 韓国風太巻 
牛肉入ナムルキンパ

酢飯ではなく、食塩とごまをまぜた
ご飯に、ナムル等の具材を巻いた韓
国風海苔巻き。レンジで解凍して。

  

5個575g 880円(税込950円)通常税込
970円FCJKL

米･豚肉（国内産）  

ランチ、おやつにどうぞ

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

295 ライスバーガー ねぎ塩豚焼肉
醤油をつけ焼いたライスプレートに特製甘辛塩たれで仕
上げた葱と国産豚肉の焼肉をサンド。加工澱粉：0.2%

230g×2 389円(税込420円)通常税込
435円FHJKL

米（国内産）  

国産の野菜とお米で作りました

ニッキーフーズ（大阪府･泉佐野市）

296 香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

豚肉･玉葱･人参･葱･玉子など具材を直火で香ばしく炒め
た本格的な炒飯。フライパンかレンジで温めて。

15個300g 380円(税込410円)
FCG180日 HL

ニッコー（神奈川県･大和市）

297 ねぎ入りたこ焼
ねぎのたっぷり入ったたこ焼です。電
子レンジで温めて。油で揚げてもお
いしいです。

たこ（ベトナム）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4
85g×5個 430円(税込464円)

FCJL

ハマセイ（愛知県･春日井市）

298 大判焼き 小倉
皮は国産小麦主体に砂糖、米粉、重
層、塩のみブレンドしたミックス粉で
餡は十勝産小豆にこだわった今川焼。

小麦粉（北海道、九州）  

甘さ控えめ
ボリュームたっぷり

110㎖ 190円(税込205円)FHIK

久保田食品（高知県･南国市）

299 チョコレート
アイスクリーム

ベルギー産クーベルチュールチョコレートをふんだんに
使用し、濃厚なおいしさに仕上げたアイスクリーム。

生乳（国内産）･カカオ（エクアドル他）
110㎖ 190円(税込205円)FHI

生乳（北海道）･レーズン（アメリカ）  

久保田食品（高知県･南国市）

300 ラムレーズン
アイスクリーム

ラム酒に漬けたレーズンのコクのある味わい。クセにな
る濃厚なおいしさのアイスクリーム。アルコール分1%

80㎖ 100円(税込108円)FI

生乳（北海道）  

一度吸い始めたら、やめられない 
(噴き出し注意!)

久保田食品（高知県･南国市）

301 おっぱい
アイスミルク

牛乳の素朴なおいしさをベースにバ
ニラビーンズのほのかな甘い香りを付
加したナチュラルな味わいのアイス。

105㎖×3 284円(税込307円)
FCI

日本生活協同組合連合会

302 COフローズンヨーグルト
105㎖×3個

乳酸菌が生きています。さくっとした
口当たりとさっぱりした後味。

牛乳（国内産）  
5切 335円(税込362円)

FCHKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

303 豆乳カステラ
新鮮な卵と国産小麦、国産大豆の豆
乳を使用して焼き上げました。しっと
りとした食感をお楽しみください。

大豆（国内産）  

488円(税込527円)通常税込
538円

4本180g 400円(税込432円)FCJ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

305 芽吹き屋 よもぎだんご
国産の上新粉で作ったコシのある生地によもぎを練り込
み、北海道産小豆の粒あんを包みました。自然解凍で。

よもぎ（国内産）  
200g 300円(税込324円)

さとうきび（沖縄県）  

沖縄物産企業連合（沖縄県･那覇市）

511 波照間島特産
黒糖かちわり

さとうきびの汁を煮詰めただけの伝統的な
製法で作られた黒糖。舌の上でさらさらと
溶け、甘味と苦味の両方が口に広がります。

OK
前日
！

500g 1200円(税込1296円)
海水（伊豆大島近海）  ［放］不検出 ＜1.9 ＜1.6

海の精（東京都･大島町）

516 海の精 500g
伊豆大島の海水を太陽と風の自然力
で濃縮し、ゆるやかな火の力で丹念
に炊き上げて作られます。

OK
前日
！

55g 470円(税込508円)通常税込
518円

海水（伊豆大島近海）  

海の精（東京都･大島町）

307 海の精
ペッパーソルト

伊豆大島の自然海塩「海の精やきしお」と黒こ
しょう(オランダ産有機認証)、白こしょう(ドイツ産
有機認証)を直前に煎って挽いたものをブレンド。

500㎖ 395円(税込427円)J

米（国内産）  

くせのないまろや
かな味が何にで
も合います。

創健社（神奈川県･横浜市）

519 有機純米酢

OK
前日
！

360㎖ 580円(税込626円)JL

米（京都府）  

飯尾醸造（京都府･宮津市）

308 富士すのもの酢 
360㎖

1ℓ 350円(税込378円)KL

大豆（アメリカ、ブラジル）  

時間をかけて作られ
た旨み成分が、煮物に
コクと風味を添えま
す。

入正醤油（千葉県･東庄町）

523 入正特醸醤油

OK
前日
！

1ℓ 440円(税込475円)KL

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

526 丸大豆減塩しょうゆ

大豆（アメリカ、他）  

OK
前日
！

360㎖ 520円(税込562円)通常税込
583円

JKL

沼屋本店（茨城県･つくば市）

528 常総だし醤油

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.1

麺つゆには2～3倍に希釈して

OK
前日
！

1kg 530円(税込572円)
ECG180日 JK

沼屋本店（茨城県･つくば市）

309 沼屋 手造りみそ
茨城県産大豆と、国産米こうじを使
い、3ヶ月熟成で色を白く仕上げまし
た。塩分12%。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜2.5 ＜2.9
500g 540円(税込583円)通常税込

594円

EG180日 K

田中屋（愛媛県･松山市）

310 麦こうじ味噌、
田中屋

大豆1に対して大麦麹を4の割合で仕込んだ贅
沢な味噌です。やわらかな甘味と風味が特徴。
塩分8.5%。あわせ味噌でもおいしいです。

大麦（愛媛県）  

食べる味噌です!

700㎖ 1025円(税込1128円)J

もち米（佐賀県）  

「米一升･みりん
一升」の本場三
河の伝統製法で
作られた本格み
りんは、米の旨味
たっぷりのおいし
さです。

角谷文治郎商店（愛知県･碧南市）

505 三州三河みりん

OK
前日
！

900㎖ 370円(税込407円)J

米（国内産）  

日本生活協同組合連合会

502 CO虹の宴 料理酒
お料理の隠し味として欠かせませ
ん。

OK
前日
！

1400g 900円(税込972円)
なたね（オーストラリア）  

米澤製油（埼玉県･熊谷市）

548 圧搾一番しぼり
なたねサラダ油(大)

オーストラリア産なたねが原料の圧搾
一番搾りの油。天ぷらの揚げ油として
もコシが強く、繰り返し使えます。

OK
前日
！

600g 890円(税込961円)通常税込
972円

胡麻（ナイジェリア、他）  

九鬼産業（三重県･四日市市）

311 九鬼 純正胡麻油 こいくち

300g 370円(税込400円)
G180日 HJ

創健社（神奈川県･横浜市）

532 有精卵マヨネーズ

なたね（オーストラリア）  

豊かな環境の平飼い鶏の卵をつかっています
九州久住高原の有精卵と
圧搾一番しぼりべに花
油、菜種油、醸造酢、ビー
ト糖、塩、香辛料使用。

OK
前日
！

300g 350円(税込378円)通常税込
389円

トマト（国内産）  

ユニオンソース（栃木県･日光市）

534 あらごし完熟ケチャップ

OK
前日
！

500㎖ 440円(税込475円)JKL

  

日本生活協同組合連合会

546 CO野菜たっぷり
和風ドレッシング500

OK
前日
！

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

このカステラの美味しさを
知ったら他のカステラは食べ
られません

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

アレンジ次第で
いろいろ

楽しめます♪

のアイス
人気です ラム酒の香り広がる、

大人のためのアイスクリーム
チョコレートの香り
あふれる クリーミー
な味わい

上新粉（国内産）  

4本入

芽吹き屋冷凍和菓子の先駆者

岩手阿部製粉 食品調味料
◦ 常総生協がおすすめする調

味の基本は「さ･さしすせそ
（ 酒 ･ 砂 糖 ･ 塩 ･ 酢 ･ 醤
油 ･ 味噌）」です。

◦ 昔ながらの長期熟成させた
発酵調味料を基本に扱い
ます。

は保存版「JOSO前日OK
商品リスト」にも掲載されていま
す。是非ご覧ください。
※紛失された場合は供給担当まで

OK
前日
！

5個入

お届けは
2月3回に
なります

2食入 2食入

2食入国産小麦で作っ
た麺にたっぷり
の 具 ( 大 根、人
参、ご ぼう、ね
ぎ、油揚げ、豚肉)
をのせたけんち
んうどんです。関
西風つゆ添付。

15個入

利尻昆布と枕崎の
鰹節の一番だしを
富士酢に合わせた
調味酢。やわらかい
酸味は酢が苦手な
方にもおすすめ。

丸大豆を原料にした
減塩しょうゆ。一般
のしょうゆに比べて
食塩50%カット。

「常総寒仕込みしょうゆ」
を使って作っただし醤油。
厚削りのかつおとさば節と
昆布でだしをとりました。

白みそ

ごまの種子を強く炒り、圧搾
製法で仕上げました。焙煎し
たごま油の香りを強く引き出
しました。

完熟トマトの甘みを活かし
て、酢･玉ねぎ･スパイスな
どをバランスよく配合した
トマトケチャップです。

たっぷりの生玉ね
ぎの風味に、醤油
のコク。生にこだ
わったドレッシン
グです。

650g 450円(税込486円)
てん菜（北海道）  

ホクレン農業協同組合連合会（北海道･札幌市）

510 てんさい糖
北海道で育ったてん菜から作ったお
なかにやさしい砂糖です。まろやか
な風味や自然な甘みが特長。

OK
前日
！

酒類酒類
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P5レシピの「いちご大福」に♪

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

200㎖ 580円(税込626円)通常税込
648円

JK

リアス（千葉県･船橋市）

312 昆布旨辛ぽんず

いよかん（愛媛県）  

ゆず胡椒入り

250g 395円(税込427円)JKL

醤油（国内産）  

ポールスタア（東京都･東村山市）

313 帯広発 豚丼のたれ
豚丼は帯広生まれ。本場の味をその
まま再現し、やや甘めのしっかりとし
たタレに仕上げました。

60g×2袋 210円(税込227円)通常税込
238円

G180日 JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

314 白菜の中華風クリーム煮の素
白菜などの野菜を炒め、ハム、牛乳と一緒に1分間煮込む
だけ。チキンブイヨンにほたてと昆布の旨みです。

  

旬の白菜を美味しく食べられるソース!

240g 550円(税込594円)JKL

  

趙さんの味（宮城県･仙台市）

315 趙さんの味 薬念醤
(ヤンニョムジャン)

野菜や魚、肉と一緒に煮込んだり、炒
めたりして使える万能調味料です。お
酢を加えてドレッシングとしても。

45g 380円(税込410円)C
ごま（ミャンマー、他）  

淡口ごま油と濃
口ごま油をブレン
ドし、国産の無農
薬の赤とうがらし
を加えました。

チヨダ（埼玉県･戸田市）

316 ラー油

8g×18 575円(税込621円)
G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

572 こだわりの
だしパック

かつお節の良品に、細かくしたしいた
けと昆布をブレンド。かつお節90%、
昆布、しいたけ各5%の割合。

かつお（静岡県）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜2.7

OK
前日
！

200g 480円(税込518円)G180日 

かたくちいわし（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

かねの水産（千葉県･大網白里市）

571 煮干
生協専用釜で酸化防止剤を使用せず
煮上げ、その後天日干しし、冷風乾燥
させました。

OK
前日
！

20g 350円(税込378円)J

  

化学調味料不使用で、
後味がいいです　

リアス（千葉県･船橋市）

317 利尻とろろ昆布
味の良い利尻昆布と真昆布、米酢を
使用して仕上げたふんわり優しい食
感のとろろ昆布です。

20g 325円(税込351円)通常税込
362円

がごめ昆布（北海道）  

おにぎりに、汁物、
煮物、酢の物、
サラダなどに　

リアス（千葉県･船橋市）

318 函館産栽培がごめ
昆布(きざみタイプ)

柔らかくネバリ抜群のがごめ昆布を
使いやすくきざみました。

14g 270円(税込292円)
わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

コタニ（岩手県･大船渡市）

586 三陸岩手の
カットわかめ

早採り品を使用。肉厚で軟らかいの
が特長。水戻しすると15〜20倍に増
えます。みそ汁、スープ、サラダに。

OK
前日
！

50g 230円(税込248円)
CG90日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

319 切干大根
二度干ししてあるので甘みがあり、戻
りも良いです。

大根（国内産）  

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

320 特選カレーパウダー
13種のスパイスを厳選し、独自の配
合で製造しています。

14g 200円(税込216円)

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

321 チリビーンズ
スパイス

刻んだタマネギと肉類を炒め、本品
とトマト、豆を煮こめば出来上がり。

  
13g 200円(税込216円)

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

322 ソーセージスパイス
挽肉にこのスパイスを混ぜ、フライパ
ンで焼くだけ。スパイシーでありなが
らお子様にも喜ばれる絶妙の味。

  

ハンバーグや唐揚げの
隠し味にも♪

13枚 185円(税込200円)C
月桂樹（山形県）  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.1

摘みたてをお届け!

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

323 月桂樹(ローリエ)
半乾燥でお届け。香りが少なく感じら
れますが、乾燥させたり調理すると
清々しく香り立ちます。無農薬。

板のり7枚(8切56枚) 490円(税込529円)通常税込
540円CO

リアス（千葉県･船橋市）

327 広島県産 熟成味付け海苔

乾海苔（広島県）  

化学調味料
不使用

90g

創健社（神奈川県･横浜市）

324 オーガニック
粒マスタード

肉料理、サンドイッチに、
ソースやドレッシングにも!

20g 360円(税込389円)

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

325 マリオさんの
ペッパー 黒粗挽き

スリランカの太陽をたっぷり浴びて
育った黒こしょう。ピリッとした爽やか
で野性的な辛味が特長。無農薬栽培。

黒こしょう（スリランカ）  
20g 260円(税込281円)

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

326 有機
シナモンパウダー

有機栽培シナモン100%。お菓子や
コーヒー、マリネや肉料理の香り付け
に。シナモントーストにもどうぞ。

シナモン（スリランカ）  
225g 400円(税込432円)J

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

541 有機ピザソース
甘みのある有機トマトと有機野菜に
白コショウ、オレガノ等を加え、香り
豊かなピザソースに仕上げました。

トマト（日本、アメリカ、他）  

OK
前日
！

板のり7枚C

リアス（千葉県･船橋市）

328 熟成焼き海苔
全形7枚

100g 110円(税込119円)
甘藷（国内産）  

日本澱粉工業（鹿児島県･鹿児島市）

653 はるさめ
九州産甘藷澱粉と北海道産馬鈴薯澱
粉をブレンドした国産の春雨です。サ
ラダ、酢の物、鍋物、炒め物等に。

OK
前日
！

100g 110円(税込119円)L

小麦（カナダ、アメリカ）  

ニューオークボ（千葉県･柏市）

631 ペンネマカロニ
手打式製法のマカロニ。高熱をかけて
いないので麺体は透き通っていませ
ん。ペン先の形をしたマカロニです。

OK
前日
！

300g 305円(税込329円)通常税込
340円

L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

329 国産小麦スパゲッティ
(ゆめちから)

北海道産ゆめちからを使用。茹で上
げた時に小麦の旨味と風味を味わえ
ます。太さ1.7mm。

小麦粉（北海道）  
400g 350円(税込378円)L

小麦（岐阜県）  

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

625 ホットケーキ
ミックス(加糖)

岐阜県産の農林61号小麦の粉を使用。
膨張剤にはベーキングパウダーではなく、
内モンゴル産の重曹を使っています。

OK
前日
！

400g 360円(税込389円)通常税込
405円

L

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

330 天ぷら粉
岐阜県産の小麦粉に、北海道産馬鈴
薯でん粉、膨張剤には内モンゴル産
の重曹を使用。

  

カラッと揚がります!

125g 150円(税込162円)
G90日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

331 うの花料理
(乾燥おから)

国産大豆使用の豆腐のおからを乾燥
させたもの。うの花料理、ハンバーグ
やお菓子作りにも。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

200g×2 420円(税込454円)
CML

三上製麺（埼玉県･所沢市）

332 二八の匠 八割そば
国内産の原料のみを使用し、食塩を
加えず、そば粉八割で作った「二八そ
ば」です。茹で時間3分半。

そば（国内産）  
104.2g×2 296円(税込320円)

CG180日 HJKL

創健社（神奈川県･横浜市）

333 味噌らーめん 2袋
化学調味料、及びチキン･ポーク･ビー
フエキスを使わずに植物素材とホタ
テの旨みで仕上げた味噌ラーメン。

小麦（国内産）  
102g×2 296円(税込320円)

CG180日 KL

創健社（神奈川県･横浜市）

334 塩らーめん 2袋
国産小麦粉使用の無かんすい麺と、
化学調味料不使用の主に植物性原料
で仕上げた塩味のラーメン。

小麦（国内産）  
120g 470円(税込508円)G180日 

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

そ
ば
湯
も

お
楽
し
み

い
た
だ
け
ま
す

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

335 梅干し(しそ漬)
品種は白加賀、林州、南高の3種混
合。しそ漬のため赤めの色。サイズは
Mから2L混。

25g 250円(税込270円)
白ごま（国内産）  

化学調味料無添加

九鬼産業（三重県･四日市市）

336 九鬼国産混ぜ込み
ふりかけ 梅しそ

国産素材で作った、混ぜ込みタイプ
のふりかけです。白ごま、赤しそ、梅
肉、昆布、わかめが入っています。

50g 510円(税込551円)C
しいたけ（大分県）  

江藤さん（大分県･玖珠町）

337 江藤さんの
干ししいたけ

自分の山から切り出した原木に植菌
し栽培したしいたけを乾燥させまし
た。

500g 580円(税込626円)通常税込
637円

G30日 J

白鷹農産加工研究会（山形県･白鷹町）

338 白もち
もち米は白鷹産のヒメノモチで除草
剤のみ1回使用。10個入り。

もち米（山形県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.8
200g 340円(税込367円)通常税込

378円

J

川光商事（東京都･中央区）

339 玉三 
極上白玉粉

もち米（新潟県）  
260g 270円(税込292円)通常税込

308円

川光商事（東京都･中央区）

340 ねりあん
北海道産あずき使用、甘さひかえめ
のこしあん。

  
220g 350円(税込378円)KL

まいたけ（国内産）  

長野森林組合（長野県･長野市）

341 まいたけご飯の素
まいたけに地場産のえのき茸を加
え、だしのきいた調味料で味付け。お
米といっしょに炊き上げて。3合用。

6個入 140円(税込151円)H

うずらの卵（国内産）  

日本生活協同組合連合会

342 CO国産うずら卵水煮6個入
≪透明パウチ≫

お弁当、中華料理、ラーメン、焼きそば、鍋物など
に手軽に使える便利な使い切りサイズのうずら
卵水煮です。国産のうずら卵を使用しています。

110g×2 280円(税込302円)
スイートコーン（北海道）  

ニチロ十勝食品（北海道･更別村）

668 スイートコーン
ドライパック

北海道十勝産のもぎたてのスイート
コーンの味と香りを逃さないように、
短時間で缶詰にしました。

OK
前日
！

ス
パ
イ
ス
特
集
！

 

新
商
品
も
あ
り
ま
す

原 材 料：乾のり
(広島県内海町産)

原材料：有機
マスタード種
子、有機りん
ご酢、食塩

原材料：コリアンダー
（モロッコ）、クミン、
ウコン、カルダモン、
ナツメグ、フェンネル、
フェヌグリーク、陳
皮、シナモン、クロー
ブ、唐辛子、スターア
ニス、ジンジャー

環 境に優しい無酸 処 理、
EM(有効微生物)を使って丹精
込めてつくられた海苔です。

瀬戸内海の内海で、
種付けから摘み取り
まで丹精込めて育て
ました。無酸処理。

CO5種のお豆ミックスと
一緒に♪

17

有機マスタード種子と有機
りんご酢が絶妙なバランス
の風味豊かなオーガニック
粒マスタードです。

新
潟
産
水
稲
も
ち
米
の

粉
。
冷
菓
作
り
に
も
。

ピリリと旨みの効いたゆずこ
しょうと、米麹を加え、国産の
いよかん、ゆず、だいだいの果
汁がたっぷり。

2 ～ 3
人前

×2 袋

茹で時間約10分

茹で時間3分半

茹で時間約8分

3合用

240円(税込259円)通常税込
270円

435円(税込470円)通常税込
486円 490円(税込529円)通常税込

540円

有機マスタード種子（カナダ）  

20g

  

乾海苔（広島県）  
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大紀コープファーム（奈良県･五條市）

351 干し柿ゼリー

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

20枚 175円(税込189円)通常税込
204円

G180日 JKL

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4

キング製菓（愛知県･小牧市）

689 うの花クッキー OK
前日
！

400g 1440円(税込1555円)通常税込
1663円EI

創健社（神奈川県･横浜市）

345 ビッグアーモンドチョコレート 
ラッピング

カリッと香ばしいアーモンドに新鮮なよつ葉牛乳から
作ったミルクパウダーをたっぷり使いました。

  

ラ
ッ
ピ
ン
グ
済

30g 580円(税込626円)G120日 IJK

粟新（大阪府･大阪市）

346 おこし屋さんの
サクッとショコラ

もち米（国内産）  

20g×4 248円(税込268円)
CG90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

343 国産野菜の
かりんとう

原材料：小麦粉、植物油脂(米油、菜種油)、砂糖
(粗糖、てん菜糖)、水飴、野菜粉末(にんじん、
ほうれん草、玉ねぎ、ごぼう)、食塩、イースト

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7
30個 173円(税込187円)

G120日 JKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

690 きな粉ウエハース
原材料：小麦粉、ショートニング(パーム油、ヤシ
油)、砂糖、きな粉(遺伝子組み換えでない)、澱
粉、玄米粉、植物油脂(パーム油)、モルトエキス

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2

OK
前日
！

85g 150円(税込162円)G120日 

とうもろこし（アメリカ）  

サンコー（愛知県･豊橋市）

344 スイートポリコーン
原材料：とうもろこし(遺伝子組み換
えでない)、砂糖(てん菜糖)、植物油
脂(パーム油)、食塩、膨張剤(重曹)

10個 350円(税込378円)G120日 HIL

クロスロード（大阪府・泉南市）

347 ワッフルクッキー B&W

有機小麦粉（オーストラリア）  
5g×8個 220円(税込238円)通常税込

254円
IK

創健社（神奈川県･横浜市）

348 メイシーちゃんの
おきにいりハートチョコ

北海道産ミルクを使用した、一口サイズのハート型ミル
クチョコ。個包装。

  

7枚 350円(税込378円)
G120日 JKL

ムソー（大阪府･大阪市）

697 草加せんべい ごま
原材料：うるち米、ごま、醤油、麦芽
糖、でんぷん

  

OK
前日
！

7枚 350円(税込378円)
G120日 JKL

ムソー（大阪府･大阪市）

698 草加せんべい 
しょうゆ

原材料：うるち米、醤油、麦芽糖、で
んぷん

  

OK
前日
！

4～5玉約200g 590円(税込637円)G14日 

柿（奈良県、和歌山県）  
40g 280円(税込302円)G90日 

柿（奈良県、和歌山県）  

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

350 干柿スライス
大紀コープのたねなし柿(刀根柿、平核
無柿)の皮を剥き1cmスライスし干し
上げました。無燻蒸仕上げ。原材料：柿

130g 340円(税込367円)G180日 K

柿（奈良県、和歌山県）  

15g×4 215円(税込232円)
G180日 HIL

太田油脂（愛知県･岡崎市）

691 国産やさいのボーロ
原材料：ばれいしょでん粉、てんさい
糖、卵黄、国産小麦粉、脱脂粉乳、か
ぼちゃ粉末、にんじん粉末

じゃがいも（国内産）  

OK
前日
！

55g 175円(税込189円)
G120日 OJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

701 小魚スナック
原材料：馬鈴薯澱粉、植物油脂(米油)、醤油、えび、みり
ん、小魚(カタクチイワシ)、粗糖、食塩、胡麻(白すりごま、
黒いりごま)、アオサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

馬鈴薯（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

OK
前日
！

84g 600円(税込648円)
プロポリスエキス（ブラジル）  

甘信堂製菓（静岡県･藤枝市）

352 プロポリス
キャンディー

原材料はプロポリスと水飴、砂糖の
み。天然成分由来のプロポリスキャ
ンディです。

250g 850円(税込918円)

Citadelle Maple Syrup Producer's Cooperatives

556 メープルシロップ 
アンバー

サトウカエデの樹液を煮詰めて作ら
れる100%天然のメープルシロップ。
上品な甘みと香りがあります。

楓樹液（カナダ）  

OK
前日
！

190g 515円(税込556円)通常税込
567円

レモン（静岡県）  ［放］不検出 ＜2.8 ＜3.0

松永農園（静岡県･静岡市）

354 松永さんのレモンジャム
松永さんが無農薬栽培したレモンを砂糖で煮詰めた手作
りジャムです。

190g 630円(税込680円)通常税込
691円

松永農園（静岡県･静岡市）

355 松永さんのキウイジャム
松永さんが無農薬栽培したキウイを砂糖で煮詰めた手作
りジャムです。

キウイ（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.3
190g 500円(税込540円)通常税込

551円

松永農園（静岡県･静岡市）

356 松永さんのみかんジャム
松永さんが無農薬栽培したみかんを、砂糖と自家製レモ
ンで煮詰めた手作りジャム。

みかん（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜2.7

2kg 730円(税込803円)
  

せっけんの街（千葉県･柏市）

778 粉石けん せっけんの街
廃食油のリサイクル運動の中から生まれた石けんです。
水に溶けやすく、汚れがよく落ちます。

OK
前日
！

250g 335円(税込369円)
  

せっけんの街（千葉県･柏市）

822 固形せっけん うてなちゃん
原料油脂のうち7割が、家庭で使用された廃食油。水を
含んだスポンジでせっけんをとってお使いください。

OK
前日
！

400㎖ 189円(税込208円)
  

ボーソー油脂（東京都･中央区）

819 米ぬか台所用
液体せっけん詰替用

米ぬか脂肪酸とヤシ脂肪酸を組み合
わせた、手肌にやさしい液体石けん。
さわやかな柑橘系の合成香料使用。

OK
前日
！

80g 480円(税込528円)

ボーソー油脂（東京都･中央区）

874 スクワナチュレ
ハンドクリーム

スクワラン油を主体に作った手あれ
防止のクリーム。水仕事の後に。かか
とやひじのお手入れにも。

  

OK
前日
！

120g×3 450円(税込495円)

不動化学（大阪府･大阪市）

858 美の友 浴用石けん
浴用から台所まで使える万能石けん
です。香料、保存料、着色料不使用。

  

OK
前日
！

100w×3箱 390円(税込429円)

丸富製紙（静岡県･富士市）

898 花束吸収名人
キッチンペーパー

組合員から回収した牛乳パックが原
料。吸湿性、弾力性に富んでいます。
エンボス加工。蛍光染料不使用。

  

OK
前日
！

ジャム・蜂蜜
スープ

は保存版「JOSO前日OK
商品リスト」にも掲載されていま
す。是非ご覧ください。
※紛失された場合は供給担当まで

OK
前日
！

素材をいかしたジャムなどは、
パンをはじめ、料理などにも

お使いください。

菓 子
◦ 化学調味料は全て不使用。

シンプルな内容のものを中
心に扱います。

※ お子さんが食べる機会が多い為、原
材料を表記しています。

は保存版「JOSO前日OK
商品リスト」にも掲載されていま
す。是非ご覧ください。
※紛失された場合は供給担当まで

OK
前日
！

大紀コープファームのおすすめ！
原材料：水飴、干
し柿、砂糖、寒天、
こんにゃく粉、澱
粉[馬鈴薯(国産)、
甘薯(国産)]、なた
ね油、レシチン(大
豆由来)

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

349 あんぽ柿
減農薬、無化学肥料栽培のひらたねなし柿を、硫黄薫蒸
をせず、保存料･添加物を使わずに加工した干し柿。

8袋 1000円(税込1080円)
HIJKL

アサヒグループ食品（東京都・墨田区）

353 化学調味料無添加
いろいろみそ汁セット

4種類の即席のみそ汁セットです。お
椀に入れ熱湯を約160ml注いで、軽
くかき混ぜてください。

  

4種
   ×2

松永さんのジャム
レ
モ
ン
で
お
な
じ
み
の
松
永
さ
ん

は
、
レ
モ
ン
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い

ろ
な
果
物
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。

今
が
旬
の
果
物
を
、
ジ
ャ
ム
で
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

特集!

日用雑貨

◦ 合成界面活性剤を含むもの
は扱いません。

◦ 生分解性が良く、人体にも優
しいせっけんをおすすめします。

は保存版「JOSO前日OK
商品リスト」にも掲載されていま
す。是非ご覧ください。
※紛失された場合は供給担当まで

OK
前日
！

家庭から化学物質を
排除しましょう!

バレンタインのプレゼントに♪

香ばしく煎り上げたもち米を
ふんわりサクサクにナチュラ
ルチョコレートで包みました。
今年はホワイトチョコレートに
イチゴ味ときなこ味の3種類。
贅沢なおこし屋さんの匠ス
イーツです。

箱
入
り
で

プ
レ
ゼ
ン
ト
に

最
適

有機小麦粉、有機砂糖、有
機ココアパウダーなど安
心安全な素材で焼いた
ワッフル型のクッキーで
す。プレーンとココアそれ
ぞれの味がお楽しみ頂け
る贅沢なクッキーです。

10個入

130m
×6ロール 480円(税込528円)

  

牛乳パック40%を含
む再生紙100%のト
イレットペーパー、シ
ングルです。ゴミにな
る紙管がありません。

◎芯の大きいタイプ

丸富製紙（静岡県･富士市）

892 ワンタッチコアレス
(トイレットペーパー)

OK
前日

！

500㎖ 650円(税込715円)

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

827 詰替用 
パックスナチュロンシャンプー

ヒマワリ油を使用した髪にやさしい
植物性石けんシャンプーです。シトラ
スフローラルの香りです。

  
500㎖ 650円(税込715円)

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

831 詰替用 
パックスナチュロンリンス

石けんシャンプーを使用した後の髪を弱酸性
に戻し、しっとり艶やかに保つ専用のリンスで
す。シトラスフローラルの香りです。

  

OK
前日
！ OK

前日
！

乾燥しがちな
手肌のケアに

松永さん

原材料:小麦粉、てんさい糖、
ショートニング(パーム油、米
油)、おから、豆乳、コーンス
ターチ、塩、重曹
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886円(税込957円)通常税込
972円

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

1斤 353円(税込381円)
CG届いて2日 JKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

359 おかべや
豆乳ノースライスパン

原材料：小麦粉(北海道)、天然酵母、
種子島の粗糖、豆乳、塩

小麦（北海道）  
1個 535円(税込578円)

CG届いて3日 JL

おかべや（神奈川県･相模原市）

360 おかべや 素焼きパン
(いちじく･くるみ)

原材料：小麦粉(北海道)、いちじく、
くるみ、天然酵母、種子島の粗糖、塩

小麦（北海道）  
2個 352円(税込380円)

BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

361 おかべや
くるみのプチパン

原材料：小麦粉(北海道)、くるみ、バ
ター、天然酵母、種子島の粗糖、豆
乳、天日塩

小麦（北海道）、くるみ（アメリカ）  

3個 387円(税込418円)
DG届いて2日 JKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

362 おかべや もっちり
玄米五穀パン

原材料：小麦粉(北海道)、玄米、黒
米、もち粟、もちきび、もち麦、ういろ
う豆、豆腐、天然酵母、砂糖、塩

小麦（北海道）  
3個 361円(税込390円)

CG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

363 おかべや
豆乳ショコラ

原材料：小麦粉(北海道)、豆乳、種子
島の粗糖、チョコレート、胡麻油、天
然酵母、塩

小麦（北海道）  
2個 353円(税込381円)

CG届いて2日 IJL

おかべや（神奈川県･相模原市）

364 おかべや
クロワッサン

原材料：小麦粉(北海道)、バター、種
子島の粗糖、天然酵母、塩

小麦（北海道）  
1個 176円(税込190円)

G届いて2日 JL

おかべや（神奈川県･相模原市）

365 おかべや
紅茶オレンジ

原材料：小麦粉(北海道)、オレンジ
ピール、レモンピール、天然酵母、砂
糖、紅茶、塩/酒精、香料

小麦（北海道）、紅茶（スリランカ）  
2個 333円(税込360円)

BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

366 おかべや 豆ぱん
原材料：小麦粉(北海道)、金時豆、バ
ター、種子島の粗糖、天然酵母、天日
湖塩、豆乳

金時豆（国内産）  
3個 412円(税込445円)

AG届いて4日 HKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

367 おかべや おから甘食
(ごま油使用)

原材料：小麦粉(北海道)、砂糖、おか
ら、卵、太白ごま油、麦芽水あめ、豆
乳、ベーキングパウダー、重曹

小麦（北海道）  

1斤 616円(税込665円)
G届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

371 フルーツナッツ食パン
(ノースライス)

原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨城県）、自家製天然酵母、レーズ
ン、アーモンド、胡桃、いちじく、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） 
3個 300円(税込324円)

CG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

372 バンズ
原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨城県）、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9

100g 1100円(税込1188円)
緑茶（京都府）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

376 童仙房茶舗 
有機上煎茶

有機栽培宇治茶の一番茶のみを使用
した煎茶です。新芽の中からさらに
厳選した逸品です。

120g 550円(税込594円)J

緑茶（京都府）、玄米（国内産）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

377 童仙房茶舗 
有機玄米茶

有機栽培の宇治煎茶と有機玄米をブレン
ドしました。さわやかなお茶の香りと煎り
玄米の香ばしい味を楽しんで頂けます。

30g 1350円(税込1458円)
緑茶（京都府）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

378 童仙房茶舗 
有機抹茶

農薬･化学肥料を使用しない茶園で育てたお茶を
石臼で丁寧に挽いた、宇治抹茶(お茶)です。さわや
かな香りとさっぱりした味をお楽しみください。

8g×30 740円(税込799円)J

はと麦（栃木県、徳島県）  

100%国産原料を使用した
風味の良い健康茶　
はと麦、はぶ茶、麦茶、玄米、ど
くだみ、柿の葉、浜茶、ビワの葉
の8種類の国内産の原料を使
用。ノンカフェイン。

小川生薬（徳島県･東みよし町）

738 みんなのお茶

OK
前日
！

100g 400円(税込432円)
紅茶（スリランカ）  

スリランカ、クルガ
マ農園オーナーの
親族用の貴重な茶
葉を分けていただ
きました。毎日飲ん
でも飽きのこない
味。

ランカスター（千葉県･千葉市）

732 オーナーズティー
(リーフ)

OK
前日
！

2g×50 320円(税込346円)
紅茶（スリランカ）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

733 セイロン紅茶
(ティーバッグ)

品質を追求し、徹底的に無駄を省い
た紅茶。組合員の利用によりこの価
格が維持されています。

OK
前日
！

200g

コーヒー豆（グアテマラ）  

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

379 サンタ･フェリサ
コーヒー (豆)

グアテマラで4代続くサンタフェリサ
農園より。完熟した実のみを使用し
た、手摘み･天日乾燥のコーヒーです。

125㎖×12 816円(税込876円)
G120日 

日本生活協同組合連合会

742 COミックスキャロット
125㎖

7種類の果汁50%(りんご、温州みかん、
オレンジ、白ぶどう、パイナップル、バナナ、
レモン)に、にんじん汁50%をミックス。

にんじん（国内産）  

OK
前日
！

160g×30 2880円(税込3110円)
C

長野興農（長野県･長野市）

380 信州まるごと
りんごジュース

長野県産りんご「ふじ」を100%使
用のストレート果汁。酸化防止剤等
一切添加していません。

りんご（長野県）  

17g×10 280円(税込302円)
G180日 

日本生活協同組合連合会

755 CO粉末レモネード
ホットでもアイスでも、レモンのさわ
やかな風味を楽しめるレモネード。
広島県瀬戸田産のレモンを使用。

レモン（広島県）  

OK
前日
！

160g×15 2150円(税込2322円)
果実（国産）･野菜（北海道）  

ゴールドパック（長野県･松本市）

382 北海道野菜の青汁
北海道産大麦若葉と10種類の野菜
の青汁です。りんごブレンドで爽やか
においしく続けられます。

200g×6本 1230円(税込1328円)
にんじん（宮崎県、大分県、長崎県）  

OK
前日
！

190g×20 2150円(税込2322円)
B

ナガノトマト（長野県･松本市）

383 信州生まれの
おいしいトマト(無塩)

信州･長野県の契約農家が育てたトマ
ト「愛果(まなか)」を100%使用し
た、食塩無添加のトマトジュース。

トマト（長野県）  

500㎖ 1150円(税込1242円)通常税込
1296円

熊野鼓動（和歌山県･田辺市）

381 赤しそドリンク
(希釈用)

赤しそ（和歌山県、三重県）  
500㎖×24 2880円(税込3110円)

岩手県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

岩泉ホールディングス（岩手県･岩泉町）

384 龍泉洞の水 
500㎖×24本

岩手県･龍泉洞に湧き上がるミネラル
たっぷりの水。非加熱濾過処理によ
り、自然の味をそのままに。

720㎖ 950円(税込1045円)
ECG180日 J

末廣酒造（福島県･会津美里町）

385 マッコリ風の酒 「白」

米（国内産）  
720㎖ 850円(税込935円)

ぶどう（長野県）  

ナイアガラ種のぶどう
の2番搾りジュースか
ら作ったワインです。
後口に心地よい苦味が
あります。

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

767 井筒ワイン プレスラン 
白(やや甘口)

OK
前日
！

500㎖ 1205円(税込1326円)

林農園（長野県･塩尻市）

386 スパークリング･
ロゼ

ぶどう（長野県）  

半斤3枚 185円(税込200円)
AG届いて2日 JKL

小麦（北海道）  
1斤6枚 353円(税込381円)

AG届いて2日 JKL

357 半斤3枚
原材料：小麦粉(北海道)、天然酵母、種子島の粗糖、豆乳、塩

358 1斤6枚

おかべや（神奈川県･相模原市）
おかべや 豆乳角型食パン

おかべや天然パン工房  
パ ン

◦ 国産小麦 100%。
◦ イーストフード不使用。天然

酵母で発酵させます。

ほんのり甘い大粒の豆が
入っていて食べ応えアリ!

1斤 300円(税込324円)BG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

370 パン･ド･ミ(全粒粉食パン)
ノースライス

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） 

G届いて1～2日 L

270円(税込292円)368 8枚

260円(税込281円)369 ノースライス
小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）
パン･ド･ミ(食パン) 1斤

B

A

※
通
常
よ
り
横
長
の

パ
ン
の
た
め
、
厚
切

り
が
混
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す

原材料：小麦粉
（北海道、神奈川
県、茨城県）、自
家製天然酵母、塩�

Le･Lourdes
(レ･ルルド)

自家製酵母パン ※天然酵母の発酵力にはばらつきがあ
るため、パンの膨らみが少ないことが
ありますが、食味に影響はありません。

プレスオールターナティブの
フルーツとナッツを使用

10個 580円(税込626円)
DG45日 HIJKL

パネックス（長野県･伊那市）

373 内麦クロワッサン

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2

内麦小麦を使用
した、朝食やおや
つにぴったりの
クロワッサン。

10個入

1個 194円(税込210円)
FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

375 全粒粉ベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、全粒粉(北
海道)、玄米粉(茨城県)、粗精糖、天
日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  
1個 167円(税込180円)

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

374 プレーンベーグル
原材料：国産小麦(北海道)、玄米粉
(茨城県)、粗精糖、天日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  

1個入 1個入

いばらきベーグル野菜ベーグル
 専門店 飲 料

◦ 緑茶：無農薬です。
◦ ジュース類：果汁 100% の

ストレートジュースを中心に
扱います。

※ 未成年者の飲酒は法律で
禁止されています

は保存版「JOSO前日OK
商品リスト」にも掲載されていま
す。是非ご覧ください。
※紛失された場合は供給担当まで

OK
前日
！

30缶

20缶
15缶

花粉症対策にもおすすめ

限定100本

熊野古道沿いで栽培された無農
薬の赤しそに、梅果汁、みかん果
汁を加えフルーティーな味わい
に。3〜4倍に割って。

青
梅
か
ら
取
っ
た
果
汁
と
地
元
、
熊
野
古
道
沿

い
の
農
家
が
無
農
薬
で
栽
培
し
た
赤
し
そ
だ
け

を
使
用
し
た
ド
リ
ン
ク
で
す
。

1本で紫蘇の葉150枚分!

韓国において古来
飲まれてきた活性
にごり酒風の、発泡
性日本酒。アルコー
ル度数8〜9度。要
冷蔵。

爽快な飲み心地の、口
当たりの良い酸化防
止剤無添加のスパー
クリングワイン。原材
料：ぶどう、炭酸ガス

酸化防止剤無添加

お酒

お酒お酒

創健社（神奈川県･横浜市）

741 国産野菜ジュース
にんじんをベースに、11種類の国産
野菜と国産レモン使用。素材のおい
しさをギュッと凝縮しました。

6本入
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今週のらくうまゴハン
カット野菜

＋
味付き
肉・たれ

今 週のイチオシ！イイチチ
オオシシ

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

8g×8 740円(税込799円)EIK

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

387 ラ･トリュフ（チョコレート）

  
1個(直径約12cm) 926円(税込1000円)通常税込

1030円

FG60日 HIL

生乳（北海道）  

400g 1140円(税込1231円)EIK

東京フード（茨城県･つくば市）

388 クーベルチュール
オーレチョコレート

カカオ（西アフリカ、他）  
15粒 1800円(税込1944円)G120日 I

たにぐち（和歌山県･日高川町）

389 生チョコレート･
抹茶

オーガニックのカカオ豆と砂糖で作った生チョコ。抹茶の
濃さと上品な味が魅力的です。

抹茶（国内産）  
180g(直径約15cm) 1037円(税込1120円)通常税込

1150円

FG80日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

391 スポンジケーキ台
(ココア)5号

卵、粗糖、小麦粉（国内産）  
1個 681円(税込735円)通常税込

750円FG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

392 昔ながらのココアロールケーキ
卵とハチミツを使用したふんわりと甘いロールケーキ。
オーガニックココアを使用、大人の味に仕上げました。

卵･生クリーム（国内産）  

950円(税込1026円)2人前(約360g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

394 国産豚の回鍋肉セット
新鮮な野菜と本格回鍋肉ソースのセットで
す。下処理、カット済みなのでフライパンでど
うぞ。

調理時間
約6分

準備品
油

甘辛みそタレで
ご飯がすすむ

セット内容：タレ漬け豚
肉、カット野菜(キャベ
ツ、人参、ピーマン)

2人前

475円
（税抜）

1食当り

キャベツ（国内産）、豚肉（香川県、徳島県） 

食塩相当量：2.28g

960円(税込1037円)2人前
(約410g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

395 彩り野菜と
国産豚の黒酢酢豚

新鮮な野菜と酢豚ソースのセットです。下処
理、カット済みなのでフライパン一つで簡単
調理できます。

玉ねぎ（国内産）、豚肉（鹿児島県） 

黒酢で味に深みを
プラス

2人前

480円
（税抜）

1食当り

調理時間
約6分

準備品
油

セット内容：カット野菜(玉
ねぎ、煮たけのこ、ピーマ
ン、人参)、タレ漬け豚肉

食塩相当量：1.21g

2～3人前(約430g)

EG届いて1～2日 OKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

393 海鮮中華丼の具（塩）
野菜セットとえびやイカ入りの本格海鮮ソー
ス、味が決まる野菜ブイヨンが入った塩ベー
スの中華丼です。

ハクサイ(国内産)、スルメイカ（青森県）

えび･イカの旨味が
たっぷり

セット内容：海鮮塩炒め
ソース、カット野菜（白
菜、玉ねぎ、人参、ニ
ラ）、野菜ブイヨン　

2～3
人前

525円
（税抜）

1食当り

1050円(税込1134円)

食塩相当量：1.82g

調理時間
約7分

準備品
ごま油・白飯

960円(税込1037円)

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

397 国産豚のニラレバ炒め
新鮮でおいしい野菜と本格ニラレバソースの
セットです。野菜は下処理カット済みです。

2人前(約280g)

EG届いて1～2日 JKL

スタミナメニューの
定番品

480円
（税抜）

1食当り

ニラ（国内産）、豚レバー（神奈川県）

2人前

調理時間
約4分

準備品
油

セット内容：タレ漬け
豚肉、カット野菜(人
参、ニラ)、もやし

食塩相当量：1.1g

2人前(約460g) 940円(税込1015円)
EG届いて1～2日 HKLO

白菜（国内産）、えび（ベトナム） 

海鮮の旨味が
たっぷり 

セット内容：カット野菜(白
菜、玉ねぎ、小松菜、人参)、
具材入り添付たれ、もやし

調理時間
約4分

準備品
油

470円
（税抜）

1食当り

2人前

食塩相当量：1.5g

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

396 5種野菜と天然えびの
海鮮塩炒め

新鮮でおいしい野菜と本格海鮮ソースのセッ
トです。下処理カット済みです。

・検査機関：常総生活協同組合 ・判定法：ゲルマニウム半導体γ線スペクトルメーターによる核種判定　
※生協では引き続き精度の高い検査をしています（生産者が外部機関で検査をしている場合はそちらの結果を掲載）。

2020年産お米放射能検査結果  （セシウム合計）検出限界0.2Bq/kg以下

4代50年にわたって農薬や化学肥料を使用せず、自家堆肥
を使用。もみで貯蔵している米を、注文を受けてから「もみ
摺」「精米」をしてお届けします。

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

宮城・黒澤さんの
ひとめぼれ（今摺米）

AJ 無農薬

4代50年にわたって農薬や化学肥料を使用せず、自家堆肥
を利用。無農薬栽培。

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

無農薬AJ

JA常総ひかり・東町特栽米組合（茨城県・常総市）

 
　 5kg 2350円(税込2538円)白米 

　502001
AJ

水海道のめぐみちゃん
(コシヒカリ）

 
　 5kg 2250円(税込2430円)玄米 

　502002
 
　 2kg 945円(税込1021円)白米 

　502003

 
　 5kg 3500円(税込3780円)白米 

　502015
 
　 白米 2kg 1400円(税込1512円) 

　502016

 
　 5kg 3500円(税込3780円)7 分 

　502018
 
　 5kg 3500円(税込3780円)5 分 

　502019

 
　 5kg 3200円(税込3456円)玄米 

　502017

 
　 5 分 5kg 3500円(税込3780円) 

　502014
 
　 5kg 3500円(税込3780円)7 分 

　502013
 
　 5kg 3200円(税込3456円)玄米 

　502012
 
　 5kg 3500円(税込3780円)白米 

　502011

鬼怒川、小貝川に挟まれた肥沃な土地を生かして優良米生産に励む
水海道東町特栽米耕作者組合より。初期除草剤1回のみ（ネオニコチ
ノイド系農薬不使用）。

500g 1143円(税込1234円)BK

自然薬方研究所 薬方堂（茨城県･龍ケ崎市）

502077 玄米用
雑穀セット

  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.7

ハトムギ、丸
麦、黒豆、小
豆、大豆、もち
きび、もちあ
わ、ひえ(全て
国内産)。

500g 1048円(税込1132円)B

自然薬方研究所 薬方堂（茨城県･龍ケ崎市）

502074 白米用
雑穀セット

  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

ひきわりハト
ムギ、丸麦、も
ちきび、もち
あわ、ひえ(全
て国内産)。

宮城･黒澤さんのササニシキ

黒澤さん（宮城県・涌谷町） ［放］不検出 ＜0.1 ＜0.1

3 代 50 年 に わ
たって農薬や化学
肥料を使用せず、
自家堆肥を利用。
注文を受けてから
もみ摺、精米をし
てお届けします。

無農薬

 
　 3500円(税込3780円)

白米
5kgJ

 
　502020

農業の専門学校で学生達が日々の
実習の中で栽培したお米です。減
農薬･減化学肥料栽培で、特別栽
培米基準の内容です。

鯉淵学園のコシヒカリ
 
　 1998円(税込2158円)
 
　 1898円(税込2050円)

白米

玄米

CJ

5kg

5kg 
　502052
 
　502051

鯉淵学園（茨城県・水戸市）

産地 名称 品種 白米 玄米

茨城県 めぐみちゃん コシヒカリ 最高値0.1Bq/kg 最高値0.2Bq/kg

山形県 おきたま興農舎
ひとめぼれ

不検出 不検出
つや姫

宮城県 黒澤さんのお米 ひとめぼれ 不検出
不検出

検出限界0.1Bｑ/kg
（同位体研究所）

1kg 1150円(税込1242円)

中村商店（神奈川県・横浜市）

502072 有機籾発芽玄米
「ぐるめくらぶ」

米（岩手県）

籾の状態から常
温に近い水温で
発芽させて、栄
養分の高い発芽
玄米にしました。
原料は有機栽培
した岩手県産あ
きたこまち。

EBJ

白米･胚芽米に3割ほど
混ぜてご利用下さい

★登録して頂くと、ご希望のスケジュール通りにお米が届きます。
★年間1回からでも受け付けています。(詳細は生協、または配達担当者ま
でお問い合わせください。電話：0297-48-4911)

契約（定期購入）
　登録者募集中！

黒澤さんの
ひとめぼれ

■契約者特別価格について
・「めぐみちゃん」5kgは、通常組合員価格から70円(税込76円)引き。2㎏は
25円(税込27円)引き。
�・「黒澤さんのお米」は、通常組合員価格から100円(税込108円)引き。また
黒澤さんの無農薬米の『米ぬか』については契約者にのみご要望の際は1㎏
180円(税込194円)でお届けしています。

子育てクーポン対象

お米 ◦ネオニコチノイド系農薬を使用しておりません。
◦土づくりを心掛けた生産者さんたちが作っています。   

注文書の6ケタ欄に記載をお願いします

水海道の
めぐみちゃん

減農薬 ･減化学肥料栽培 (ネオニコチノ
イド系農薬不使用 ) のお米です。JAや
さと稲作部会の精鋭 66名よりお届け。

やさとのお米(コシヒカリ)
CJ

 
　

2314円(税込2499円)

2165円(税込2338円)

白米

玄米

5kg

5kg

 
　502031
 
　502032
JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）

2㎏ 1100円(税込1188円)J

もち米（山形県）  

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

398 もち米
減農薬、無化学肥料栽培。

『クーベルチュールオーレ
　　　　チョコのこだわり』

縦11cm×横25cm

バレンタインお菓子やケーキ

◦�クーベルチュールとは、カカオが35％、カカオバ
ターが31％など細かな国際基準をクリアしたチョ
コレートのみの事を言います。
◦�チョコレートの原材料はコンチェにより78時間も
掛けて撹拌されており、特有のマイルドで豊かな
味が生み出されています。

原材料：砂糖、ココア
バター、全粉乳、カカ
オマス、乳化剤、香料

コクがありながらも

甘さ控えめ

常温解凍後、デコレーション

してお使い下さい　

原材料：カカオマス、
やし油、砂糖、ココア
バター、ココアパウ
ダー、レシチン(大豆
由来、非遺伝子組換)
(原材料の一部に乳
を含む)

心のこもった
　　バレンタインに♪

「自分の大切な人に美味しいお菓子を安心
して食べてもらいたい」手間ひまかけて楽
しない。安心できる材料で作りました。

弁天堂のスイーツで

組
合
員
さ
ん
作

　
　
苺
を
の
せ
て

国内産小麦、「たむ
らのタマゴ」の養鶏
卵、国内産砂糖、海
外有機原料ココアパ
ウダーを使用した5
号サイズのスポンジ
ケーキ袋入りです。

昔懐かしい味

直径約15cm
長さ約9cm

弁天堂（兵庫県･淡路市）

390 ザッハトルテ
乳化剤香料不使用のチョコ、
オーガニックココアを使用。
スポンジはオーガニック菜種
油で軽い仕上がりに。

チョコレートの王様
であるザッハトルテ。
余計なものが入って
いないから気に入っ
ています。値段など
気にせず購入してい
ます。これからも買
い続けていきます。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

長さ約12cm

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

   

風
味
た
っ
ぷ
り

※コンチェ…チョコレー
ト 製 造 の 際 に コ コ ア バ
ターを均一に行き渡らせ
る作業（コンチング）を
行うための撹拌機。この
作業は、チョコレートの
粒子を滑らかにしたり、
摩擦熱およびその放出に
よりチョコレート独特の
風味を出したりする役割
も果たしています。

今週折り込みのチラシもご覧下さい!!

今週からもやしがつきます今週からもやしがつきます
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260円(税込281円)通常税込
297円

360円(税込389円)通常税込
400円 1157円(税込1250円)通常税込

1350円 480円(税込518円)通常税込
540円

450円(税込486円)通常税込
497円 498円(税込538円)通常税込

567円

480円(税込518円)通常税込
540円

2300円(税込2484円)通常税込
2700円

CO-OP MAIL JOSO【2021年2月2回】

260g(130g×2) 298円(税込322円)通常税込
356円

ECG届いて6～8日 HL

ニューオークボ（千葉県･柏市）

399 生スパゲティ

小麦（カナダ、アメリカ）  

100g×2 320円(税込346円)
いわし（日本、アメリカ、メキシコ）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

信田缶詰（千葉県･銚子市）

673 いわし油漬唐辛子入り
OK
前日
！

430g

オリーブ（イタリア）  

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

552 エキストラバージン
オリーブ油

OK
前日
！

450g 345円(税込373円)L

小麦（カナダ、アメリカ）  

ニューオークボ（千葉県･柏市）

627 プロスパゲッティ
(1.6mm)

OK
前日
！

210g 415円(税込448円)通常税込
464円FCO

いか（チリ）、えび（インド）、ほたて（青森県）  

カネキ水産（愛知県･蒲郡市）

400 シーフードミックス

200㎖ 455円(税込491円)
ECG届いて4～7日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

401 サツラク北海道純生クリーム

生乳（北海道）  

400gFG90日 
豚肉（国内産）  

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

402 鎌倉わけあり皮なしソーセージ
製造時に出る折れたもの、サイズの大小、色がイマイチな
ものなどを冷凍でお届けします。

49g×3EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

403 鎌倉つかいっきり
ポークウインナー×3

豚肉（国内産）  
85g×3EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

404 鎌倉あらびきウインナー×3
無添加(発色剤･結着剤･保存料･化学調味料不使用)で、澱
粉による増量はしていません。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.5

40g×5ECG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

405 鎌倉串ざしフランクフルト

豚肉（国内産）  
40g×3EG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

406 鎌倉ロースハムスライス×3
発色剤、結着剤、化学調味料などをいっさい使用しない
無添加ハム。40gの使いきりサイズを3Pでお届けで
す。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.1
400gEG20日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

407 鎌倉ボンレスハム 400g

豚肉（国内産）  
3種174gEG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

408 鎌倉つかいっきりセット

豚肉（国内産）  

お届け時の温度帯

表示マークのご案内

　H卵　I牛乳　J米　K大豆　Mそば　L小麦　N落花生　Oえび　Pかに
・��「コンタミネーション」(コンタミ)については表示していませんので現物の表示をご確
認下さい。コンタミの詳細情報については生協までご連絡ください。
　※�コンタミネーションとは同じ工場でアレルゲン原材料が使用され、極微量の混入の

可能性があることをいいます。
・�アレルギーの症状がある場合は、使用前に包材の表記をご確認頂き、飲食のご判断を
お願いいたします。�

アレルゲン表示 主原料原産地

・�生鮮品については主
原料の原産地を表記
しています。
・�原料が多岐にわたる加
工品については、主原
料を可能な限り表記し
ています。

※ 農産品について、地場産(茨城県、千葉県)
を ピンク色 で表記しています。地場農作物
の消費をすすめましょう！

生乳（茨城県） 
400g

EAG届いて10～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

000 石岡 鈴木牧場
ヨーグルト(微糖)

健康な牛から搾った新鮮な生乳を原料に自家プラントで作りました。
ノンホモ(脂肪球を砕いていない)なのでプツプツと脂肪のかたまり
ができますが、口当たりに違和感なく、なめらかでやさしい味です。

370円(税込400円)

C4週に1回お届け　D4週に3回お届け 
B隔週お届け　A毎週お届け

シーズン最終   季節商品につき今回で最終

シーズン初 ��今季初登場

 新発売の商品

 特別価格商品

取り扱いサイクル・価格表記
F冷凍品
E冷蔵品

・�表記のないものについて
は常温でのお届けです。

・�農産品については季節に応じ
た温度帯でお届けします。

は通常のご注文はもちろん、供給前日の17:00
までに電話かFAXでも注文できます。
は栽培期間中に生産者が農薬を散布していない事を表しています。

その他

OK
前日

！
は通常のご注文はもちろん、『ふるさと便』にもご利用頂けます。
ふるさと便でご利用の場合は、専用の用紙でご注文ください。

無農薬

を研ぎ澄ませて職人がつくる五感 ◦昔ながらの「ブロンズダイス」使用
練った生地の麺の押し出しは、現在の主
流であるテフロン加工のものでなく、古
くから使用しているブロンズダイス。摩
擦に弱く、使用するうちに磨耗が進む為、
ゆっくりと押し出します。大量生産には
不向きですが、生地とダイスの摩擦が強
くなり麺の表面には独特のザラつきが生
じ、ソースの絡みがとても良くなります。
◦低温で乾燥する
大量生産には向かない、「30℃以下、72
時 間(3日)以 上 」(一 般 的 に は80 ℃ ～
90℃、8～ 9時間が標準)を創業以来頑な
に守り続けています。

デュラム小麦の中心部分の粉
を使って麺に負担をかけな
い手打方式で作った生麺。
茹で時間3分。原材料：小麦
粉、食塩、卵白粉

茹で時間3分

茹で時間約7分
生パスタ独特のもちもちとした
食感がやみつきに　 魚介の旨味たっぷり♪

いわしの旨味と唐辛子の
相性抜群♪

濃厚なクリームで絶品パスタ♪

パスタ♪絶品
ニューオークボの

デュラム小麦の良質部
分だけを使ったぜいた
くなスパゲッティ。高温
をかけずに製麺し72
時間以上かけて乾燥。

イタリアで栽培されたオ
リーブの完熟した実を、
低温で圧搾しました。

乳脂肪分47%のフ
レッシュで純粋な生
クリーム。サツラク
の新鮮なノンホモ
生乳100%使用。

鎌倉ハム
クラウン商会 特集

全品
特価

日々の食卓で大活躍!

豚肉、塩、香辛料のみ使用し
たポークフランクを串に刺し
ました。そのまま焼いて。

脂肪が少なく味が濃い、豚
もも肉で作ったハム。その
ままはもちろん、ハムス
テーキやスープにも。

鎌倉ハムの人気
商品を少しずつ
お試し。ロースハ
ムスライス、バラ
べーコンスライ
ス、つかいっきり
ポークウインナー

使い切りサイズのポー
クウインナーを、お得
な3パックセットにし
ました。

味噌容器の貸出しも

無料で味噌づくりの容器
(樽、瓶等)を貸出しできます。

(無料)

こちらの
QRコード
からご予約
ください

受 付 中!

   手作り
味噌素材

今年も子供たちと味噌

を仕込みました。毎年

いつも思いますが、蒸

し大豆を温めた時の

香りがすばらしい!ひ

としきりお豆をそのま

ま食べてから((笑))つ

ぶす作業に入ります。

味噌がめ3号
を 返 却 し ま
す。美味しい
お味噌が出来
ました!

組合員さん
からの
クチコミ

1kg 720円(税込778円)K

横瀬さん（茨城県･守谷市）

409 横瀬さんの大豆

茨城県  ［放］不検出 ＜1.0 ＜0.8

横瀬さんの大豆農薬無散布
化学肥料不使用

茨城県守谷市
で有機農業を
営んでいる横
瀬さん。自家製
の有機たい肥
を使い、無農薬
･無化学肥料で
育てました。

昨年は約100㎏ほどしか出来ませ
んでしたが、昨年よりさらに堆肥
を施し、地力のある畑で育てた結
果、今年は約500㎏収穫すること
ができました。

今年は約500㎏出来ました!

乾豆1kg分×2 2260円(税込2440円)
山形県  
413 2kg

山形県の伝統品種「秘伝」を使
い、味噌作りに便利な蒸し大豆
にしました。無農薬栽培。

乾豆1㎏分 1150円(税込1242円)412 1kg

FG90日 K
常総生協（茨城県･守谷市）
蒸し大豆

1665円(税込1798円)411 2kg

青大豆の中でもふっくらして風味が
良く緑色の「秘伝」という品種です。
無農薬栽培。

850円(税込918円)410 1kg

K

おきたま興農舎（山形県･高畠町）
大豆

山形県  

1kg 880円(税込950円)
EG届いて15日前後 J

やまこみそ（茨城県･守谷市）

414 米こうじ 1kg
茨城産コシヒカリ100%。すぐ使わな
いときは塩をまぜて(塩きり)おいて下
さい。賞味期限を10日位のばせます。

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.1
1kg 1400円(税込1512円)

EG60日 

やまつね味噌（千葉県･我孫子市）

415 麦こうじ 1kg
創立安政2年3月(1855年)。創業以来、
味噌、麹の製造販売をしてきた、我孫子
･布佐にある老舗のみそ屋さんです。

大麦（国内産）  
1kg 300円(税込324円)

青い海（沖縄県･糸満市）

512 沖縄の塩
「シママース」

原塩を沖縄の海水で溶解し、平釜で
煮詰めて作る再結晶法の塩です。

海水（沖縄県）、天日塩（オーストラリア、メキシコ）  

OK
前日
！

蒸し大豆1袋
米こうじ1kg、塩1kg 2290円(税込2473円)
JK

常総生協（茨城県･守谷市）

416 みそ作りチャレンジセット
(蒸し大豆)

おきたまの蒸し大豆1袋、米こうじ
1kg、塩(シママース)1kgのセット。

茨城県  

大豆1kg
米こうじ1kg、塩1kg 1980円(税込2138円)
JK

茨城県  

味噌作り初心者におすすめ

常総生協（茨城県･守谷市）

417 みそ作りセット
(米こうじ)

おきたまの大豆1kg、米こうじ1kg、
塩(シママース)1kgのセット。

企画は3月1回までの予定です

いか、えび、ほ
たて貝をミック
スし、バラ凍結
にしました。か
き揚げ、炒め
物、パスタや焼
きそばの具な
どに。

真いわしを、紅花
油と塩で油漬け
にし、唐辛子でア
クセントをつけま
した。イージー
オープン缶。


