
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。

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

左
記
Q
R
コ
ー
ド
か
ら

登
録
出
来
ま
す

co-op mail

2021年度 みんなで取り組む活動テーマ

笑顔ではぐくむ免疫力

※調理例

400g 798円(税込862円)通常税込
900円

EG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

14 鎌倉あらびき
ウインナー (増量)

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）  

250g 425円(税込459円)通常税込
464円

ECG14日 JKL

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

15 ローズポーク小間切(タレ付)

豚肉（茨城県）  
3枚220g 465円(税込502円)通常税込

518円FC
紫いか（青森県）  

タイセイフーズ（青森県･むつ市）

16 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。

150g(5本) 593円(税込640円)通常税込
665円

FCJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

17 焼き鳥もも串セット

鶏肉（山口県、他）  

人気のやきとりセットの中から、
もも串だけをセット♪

250g 435円(税込470円)通常税込
486円

K

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

18 ちゃまめくん
(庄内産有機栽培枝豆)

山形県  ［放］不検出 ＜2.0 ＜2.3

200g 380円(税込410円)通常税込
430円FG180日 JK

秋鮭（北海道）  

ダイマツ（鳥取県･米子市）

19 氷温造り 秋鮭の南蛮漬

8個340g(固形量208g) 454円(税込490円)通常税込
515円

FHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

22 大きな豆腐肉団子
(黒酢あん)

野菜･豆腐･鶏肉（国内産）  

ふんわり食感、黒酢の酸味がいい

150g 250円(税込270円)通常税込
281円

EG10日 J

まるしょう（石川県･小松市）

24 ベジタブルサワー
塩･砂糖･酢で調味した夏向きのお漬
物です。

大根･きゅうり･パプリカ（国内産）  

調味液ごと生野菜と
和えればサラダに

7～12尾
150g 298円(税込322円)通常税込

346円

FBG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

20 子持ち
からふとししゃも

ノルウェー、アイスランド、カナダの
いずれかの産地から抱卵率高く、大
き目サイズのものをお届けします。

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド、カナダ）  

純米酢と純粋はちみつ
に沖縄の塩を加えた調
味酢。甘酢漬、ドレッ
シング、マリネ、南蛮漬、
ピクルスなどに。

360㎖ 490円(税込529円)通常税込
535円

J

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

522 食菜酢

米（国内産）  

OK
前日
！

120g 335円(税込362円)通常税込
397円ECG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

21 岩手産生わかめ(カット)
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。

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7
250g 250円(税込270円)通常税込

281円ECG9日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

23 農家で漬けた白菜漬け

白菜（国内産）  

(35g×3)×2 268円(税込290円)通常税込
320円

EG7日 JKL

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.9
150g×3 187円(税込202円)通常税込

213円

調
理
イ
メ
ー
ジ

EBG6日 HL

共生食品（神奈川県･相模原市）

26 内麦焼そば(ソース無)

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1
(18g×15)×2 778円(税込840円)通常税込

864円FKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

27 徳用北京餃子 2パック
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。たっぷり使える2袋セットでお届け。

豚肉（国内産）  
190g(固形量140g)×2 520円(税込562円)通常税込

584円

さば（長崎県、他）  

注 文 用 紙

提 出

お 届 け
カレンダー

定 番 品
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2021 年 8 月 4 回

21318/特別企画品

の お 届 け 30 39/

184円/100g

300g 1630円(税込1760円)通常税込
1825円

G30日 FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

11 徳用 鹿児島 坊津黒牛
カルビ焼肉用

鹿児島坊津地区の生産者3名よりお
届け。霜降りが一番入り、味がもっと
も濃い部分です。

鹿児島県 

587円/100g

300g 480円(税込518円)通常税込
529円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

12 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い。

茨城県  

173円/100g

250g
×2 940円(税込1016円)通常税込

1058円

FG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

13 つくば茜鶏 
ムネモモ唐揚げ用2パック

唐揚げ用に丁度良い大きさにカット
しました。必要な量だけ使えるバラ凍
結で便利。2パックでお買い得です。

茨城県  

203円/100g

いつもの商品がお買い得♪家計応援！家計応援！

茨城県で採れた
小粒大豆をねか
せた風味のよい
納豆です。

JAやさと（茨城県･石岡市）

25 八郷小粒納豆3連
(タレ･カラシ付)2個組

2
 個組

お得 国 産 小 麦 粉 を
使 用した 無 か
んすい、無着色
の麺です。小麦
粉 の お いしさ
を味わえます。

2
パック

お得

料理の素材としても　

創健社（神奈川県･横浜市）

28 さば水煮2個組
長崎県を中心とした西日本で水揚げされたさばを、天日
塩でさっぱりと水煮にしました。

夏は上手に

  お酢を取り入れて!

お酢の酸味がさっぱり
感を与え、食欲増進の
お手伝いもしてくれる
ので、しっかり食べて
体調を整えましょう。

7～12
尾

北海道産の秋鮭を国
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。

添加物を使って
い な い ので、届
いてすぐは浅 漬
け、時 間 をお け
ば酸味のある漬
物に。好み の 召
し上 がり方 でど
うぞ。

団子の豆腐は国産大
豆･天然にがり使用、
タレは玄米原料の黒
酢を使用。湯煎かレ
ンジで温めて。

調理イメージ

8個入

常総生協オリジナル
ローズポークの豚小間を
桃花林焼肉のタレで味
付けしました。野菜と一
緒に炒めるだけで一品
が完成します。

こんがりジュー
シ ー に 焼 き上
げ たも も 肉 と
甘 辛 い 醤 油 だ
れの 組 合 せ が
美 味し い 焼 き
鳥。湯煎または
レンジで。

5本入

庄内地方の枝 豆の
最高峰で自慢の豆
で す。在 来 の 品 種
で 昔から作られて
きました。

パワーチャージ
しっかり食べて

に過ごすために残りの夏も元気に過ごすために まだまだ暑さが続く8月は体も疲れ気味に。良質なタンパク質をしっかり摂って、暑さに負けない体づくりを
しましょう!

まだまだ暑さが続く8月は体も疲れ気味に。良質なタンパク質をしっかり摂って、暑さに負けない体づくりを
しましょう!

joso
2

パック

お得

2
 個組

お得

シーズン初
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JOSOのトマトで美味しくリコピンチャージ♪

CO-OP MAIL JOSO【2021年8月4回】

1.8～2kg
(6～9玉) 2315円(税込2500円)

長野県  

熟してから
　お召し上がり
　　　ください♪

3～4玉 約1kg 825円(税込891円)

舘野さん（栃木県･小山市）

32 梨(幸水)
懐かしい品種も含め十数種類の梨を栽培。土作り、梨園
の環境作りを重視し、健全な樹、食べて元気の出るよう
な梨作りに取り組んでいます。減農薬栽培。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.1
3個入り 399円(税込431円)

ニュージーランド  
約400g 731円(税込789円)

千葉県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.3
約450～600g 310円(税込335円)A

ゼスプリインターナショナルジャパン（東京都）

33 キウイフルーツ(グリーン)
土づくりからこだわり、化学合成農薬･化学合成肥料を使
用せず栽培したものをお届けします。

あゆみの会･菅谷さん（千葉県･香取市）

34 巨峰

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

35 バナナ

ペルー（トゥンベス地域）

もっちりした食感と甘味が◎

約100g 220円(税込238円)
熊本県  

100g 165円(税込178円)A
高知県  

料理の薬味にどうぞ

50g 205円(税込221円)
高知県  

10枚 145円(税込157円)
熊本県  

麺類、お刺身、お肉にも♪

約150g 185円(税込200円)

樫谷さん達（熊本県）

36 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。

大紀コープファーム･しょうが生産者グループ（奈良県）

38 しょうが

とさやま開発公社（高知県･高知市）

39 みょうが

作本さん達（熊本県･熊本市）

40 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。

渥美農園（静岡県･浜松市）

41 渥美さんのすだち
酸味が強く苦味が少ない上品な香り
の果汁です。旬のさんま等の焼き魚
に最適。減農薬栽培。

静岡県  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

250g 52円(税込56円)EA
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

3本 165円(税込178円)
茨城県  

500g(4～6本) 276円(税込298円)

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

42 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。

中村さん達（群馬県･長野原町）

44 レタス
高原地域の涼しい気候を利用した夏
のレタスです。減農薬栽培。

中村さん達（群馬県･長野原町）

45 サニーレタス
サラダや、焼肉を巻いてさっぱりとお
召し上がり下さい。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

46 木村さんのきゅうり
サラダ、漬物、炒めものなどあると便
利な野菜です。夏の水分補給にも。害
虫が大量発生した場合のみ農薬対応。

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

47 長島さんのきゅうり
旬の味 覚を存分に食卓に。露地 栽
培。農薬無散布･無化学肥料栽培。

茨城県 ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9

150g 230円(税込248円)
千葉県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6

鮮度と歯ごたえが良いです

150g(11～16個) 277円(税込299円)
茨城県  

200g 220円(税込238円)
茨城県  

パリッとした食感です

500g 277円(税込299円)

あゆみの会･篠塚さん達（千葉県･香取市）

48 ミニトマト

FarmERS BandO青木農-en（茨城県･坂東市）

49 青木さんのミニトマト
微生物農法の力を使って土から健康に育てました。農薬
無散布、化学肥料不使用。

木村農園（茨城県･つくば市）

50 木村さんのアイコトマト

木村農園（茨城県･つくば市）

51 木村さんの大玉トマト

茨城県 

1束(約150g) 150円(税込162円)
茨城県  

1束(250g) 230円(税込248円)
群馬県  ［放］不検出 ＜4.9 ＜4.2

100g 198円(税込214円)
山形県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.0

からし醤油でどうぞ

100g 154円(税込166円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.8

スープやたたいて
ネバネバ丼にも♪

1本 175円(税込189円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

52 小松菜(少量)
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。

原さん達（群馬県･東吾妻町）

53 小松菜
ビタミンAに富み、鉄分などのミネラ
ルも豊富な野菜です。農薬無散布。

おきたま興農舎･丹野さん達（山形県･高畠町）

54 おかひじき
ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊
富。シャキッとした歯ざわりとクセの
ない味が特長。農薬無散布。

木村農園（茨城県･つくば市）

55 木村さんの
モロヘイヤ

エジプト原産でぬるっとした粘りが特
長の、栄養価の高い野菜です。和え物、
汁物の具、炒め物にも。減農薬栽培。

徳弘さん（北海道県･富良野市）

57 ズッキーニ
火を通すと甘みが増します。炒め物･
グリルでどうぞ。農薬無散布･化学肥
料不使用。

北海道  

無農薬

200g 192円(税込207円)

樺沢さん（群馬県・前橋市）

56 つる菜
クセや苦みが少なく、シャキッとした食感で
す。熱湯にて4〜5分ゆで、冷水にひたすと一
層美味しく召し上がれます。減農薬栽培。

群馬県  

味
に
ク
セ
の
な
い

青
菜
で
す

お
ひ
た
し
に
し
て
も

無農薬

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

お届けは
8月4回～
9月1回の
 予定です黄金桃

まるでマンゴーのよう

供給便小林さんの「桃」第3弾（最終） 

果肉は300g前後
で鮮やかな赤黄色
に色づいています。
甘みが 突出してお
り、熟 度を高め れ
ば まさに「 完 熟マ
ンゴー」を彷彿され
る美味しさです。

生
産
者
：

小
林
さ
ん

極早生品種にしては、甘味が強
く酸味は少なめ、サクサクした食
感です。※200g前後と小玉傾
向。減農薬栽培。4玉(700～850g) 778円(税込840円)

波動農法研究会・吉原さん達(長野県・須坂市）

30 りんご（夏あかり）

長野県  

今回
のみ りんご（夏あかり）

今回のみの特別企画!極
早生品種にしては甘み
が強く、酸味が少ない
りんごです。2008年に
商標登録された新しい
りんごで、近年人気が
出てきています。
貝化石、堆肥等に有機
資材を葉面散布するな
どして、その樹に合わ
せた栽培方法で育てま
した。

極早生りんごが今年も登場!

200g前 後とやや小ぶ
りサイズ です。天 候に
よって大きさが左右さ
れますので、何卒ご了承
ください。

甘み�★★★
酸味�★★★
食感�★★★

3L13玉～14玉 5kg 5537円(税込5980円)

鈴木さん（茨城県･結城市）

31 宅配 鈴木さんの梨
(あきづき)

茨城県  

呼び声高い
食味No.1とも

呼び声高い「あきづき」
鈴木さんの梨 品種リレー第3弾

が登場!あきづきは「新高」×「豊
水」×「幸水」を掛け合わ
せた、まさに良いとこど
りの品種。比較的新しい
品種ですが、生産者の間
では「あきづきが1番美
味しい」と言われるほど、
評価が高い梨です。

あき
づき

酸味が少なく、上品な甘
みが特徴的。

豊水 甘みと酸味のバランスが
とれた品種。 

鈴木さん

お届けは

9月中旬頃
(お彼岸頃)
の予定です

★ 同封の「宅配用紙」にも必ず
お届け情報をご記入ください。

※減農薬栽培

甘さ�★★★★
酸味★
食感柔らかめ

3個入

甘くて豊富な果 汁が
人気のぶどうです。1
房 単 位 で は な く
400g規格でのご案
内です。減農薬栽培。

シーズン最終
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。

土の中の栄養バランス
を大切にした土作り。活
性液等も使い作物が健
康に育つように心掛け
ています。減農薬栽培。

果肉は緻密でかっちり
していて、酸味が少な
く甘みの強いトマトで
す。減農薬栽培。

大玉で食べ応え抜群!
完 熟させ た 大き
目のトマトです。
多少スレがありま
す。減農薬栽培。

黄色のトマトが
入る場合があり
ます

無農薬 無農薬 無農薬

無農薬

無農薬

11～16
個

小林さん（長野県･中野市）

29 長野 小林さんの桃
(黄金桃)

黄色にほんのり赤みが入る果皮。濃厚
な甘みで多汁な桃です。減農薬栽培。

6～9
玉

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。

こ の 香 りで 夏 を 実
感。季節を感じるこ
とができる典型的な
野菜です。味噌汁や
刻んで薬味に。減農
薬栽培。

夏の高原野菜産地だより赤城山麓の高原で、季節に応じ
て野菜を育てています。ぜひ旬
のレタス類をご賞味ください。

中村さん
198円(税込214円)通常税込

227円 172円(税込186円)通常税込
199円1玉

群馬県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.4
1玉

群馬県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.2
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固定種は自家採種がで
き、循環型農業を目指す
上では重要な視点です。
その味わいも、ヒトの個
性のように様々。ぜひご
賞味ください。

3種(3～6本) 500円(税込540円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

58 飯野さんの
固定種のなす詰合せ

日本の茄子・アジア・ヨーロッパの固
定種の旬に合わせてお届けします。
農薬無散布・化学肥料不使用。

茨城県  
3品目 598円(税込646円)

FarmERS BandO青木農-en（茨城県･坂東市）

61 青木さんの野菜セット

茨城県  

1㎏ 500円(税込540円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

59 飯野さんの
じゃがいも詰合せ

固定種を含めた4種のじゃがいもから3種が入ります。農
薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県  
250g(4～8個) 299円(税込323円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

60 飯野さんの
サラダピーマン

苦みがなく、肉厚で甘味があり、生で
も食べられます。農薬無散布･化学肥
料不使用･自家採取のタネ。

茨城県  
300g 435円(税込470円)K

おきたま興農舎･高橋さん達（山形県･高畠町）

62 枝豆(袋入)
品種は黒玉すだれ･湯あがり娘･雪音等を時季に合わせて
出荷します。農薬無散布。

山形県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7

100g 156円(税込168円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5

150g 155円(税込167円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.6

300g(3～6本) 200円(税込216円)
茨城県  

3本 162円(税込175円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.2

夏は揚げびたしがおすすめ

5本 280円(税込302円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.3

400g 389円(税込420円)

木村農園（茨城県･つくば市）

63 木村さんのオクラ
おひたしや、納豆とあわせてどうぞ。
減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

64 木村さんのピーマン
肉厚で軟らかく、風味の良いピーマ
ンです。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

65 木村さんの
万願寺とうがらし

煮ても焼いても美味しい万願寺とう
がらし。ビタミンCやカロテンも豊富
です。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

66 木村さんのなす
焼きなす、漬物、炒め煮等で。減農薬
栽培。

稲葉さん達（茨城県･結城市）

67 なす
少し遅く定植し、晩秋まで収穫する作
型。気温差が大きくなるにつれ、実の
糖度が増してきます。減農薬栽培。

おきたま興農舎･小林さん達（山形県･高畠町）

68 薄皮丸茄子
皮は濃い紫色で薄く、漬けるとパリッと歯
ざわりが良いのが特長。通常のなすと同
様にご利用いただけます。農薬無散布。

山形県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

一夜漬けがおすすめ

約200g 410円(税込443円)K

山形県 
1玉 220円(税込238円)

松浦さん達（山形県･鶴岡市）

69 枝豆
品種は「湯あがり娘」他。枝から外し
た状態でお届けします。減農薬･無化
学肥料栽培。

中村さん達（群馬県･長野原町）

71 キャベツ
うねを高くする等排水通気性を良く
して、なるべく農薬に頼らない栽培
をしています。減農薬栽培。

群馬県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.2

煮込み料理でトロトロ甘く♪

1玉 450円(税込486円)
茨城県 

200g 220円(税込238円)
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◎

285円(税込308円)通常税込
322円

810円(税込875円)通常税込
896円 500g 250円(税込270円)

木村農園（茨城県･つくば市）

75 木村さんのかぼちゃ
栗系でホクホク感、甘みのある美味
しいかぼちゃです。蒸して。天ぷらや
スープでも。減農薬栽培。

上村さん達（青森県･八戸市）

76 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。

まごころの里･吉田さん達（北海道･栗山町）

81 サラダ白玉ねぎ
真っ白な品種の玉ねぎ。甘みがあり、
さっと水に通すだけで食べられま
す。減農薬栽培。

北海道  

200g 226円(税込244円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.7

100g 196円(税込212円)EA EA

山田さん（茨城県･つくば市）

84 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。

村上さん（栃木県･高根沢町）

87 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

298円(税込322円)通常税込
335円

860円(税込929円)通常税込
959円 100g 261円(税込282円)

三重県  
100g 250円(税込270円)

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.2
100g 248円(税込268円)EA E B

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

88 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。

村上さん（栃木県･高根沢町）

89 生きくらげ
こだわりの培地で3ヶ月丁寧に栽培
しました。1〜2分湯通ししてサラダ
でどうぞ。

あゆみの会･渡辺さん（千葉県･旭市）

90 ホワイト
マッシュルーム

床土には馬厩肥、鶏糞を使い、殺菌
は薬剤を使わず熱殺菌です。

千葉県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

EA

地場の有機野菜セット
新規契約者募集中です!

                              月　　　　回〜

組合員番号

お届け開始回

お 名 前

切り取ってご提出下さい

① 無農薬野菜セット
清水さんの野菜セット
7～9品目 1270円( 税込1372円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

清水さんの野菜セット
5～6品目 910円( 税込983円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

清水さんの野菜セット
3～4品目 635円( 税込686円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

宇治田さんの野菜セット
6～8品目 1838円( 税込1985円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

天池さんの野菜セット
5品目 940円( 税込1015円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

微生物農法の会野菜セット
5～6品目 1250円( 税込1350円)
② 　隔週　　お試し

野
菜
セ
ッ
ト
の
契
約
を
申
し
込
み
ま
す

①
ご
希
望
の
野
菜
セ
ッ
ト
、
②
配
達
週
：
毎
週･

隔
週･

４
週
に
１
度
・
お
試

し
に
○
を
つ
け
て
、
注
文
書
と
一
緒
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

2021年

 畑そのままに

無農薬

79 1kg

80 3kg
栃木県  

上野さん達（栃木県･上三川町）

じゃがいも

サ ラダ、マッ
シュポテト、
じゃがバター
等で。農薬無
散布。

無農薬

380円(税込410円)78 1kg

上村さん達（青森県･おいらせ町）
人参(洗い)

炒 め 物 、グ ラッ
セ 、サ ラ ダ、シ
チュー等に。農薬
無散布。

205円(税込221円)77 500g

青森県 ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1

83 3kg

82 1kg

稲葉さん達（茨城県･結城市）
玉ねぎ

自家製ボカシ肥料を施肥。作物
を健康に育てることにこだわっ
ています。減農薬栽培。

きのこには、身体の中に侵入
した細菌や異物を排除する能
力が上がるとされる「食物繊
維」が多く含まれています。

きのこで
食物繊維をとろう♪

丸金（長野県･長野市）

85 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）

86 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。

91 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)

92 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

1本900g以上 198円(税込214円)

川島さん達（群馬県･長野原町）

74 大根
自家製堆肥を使い、なるべく農薬に
頼らないように工夫して栽培してい
ます。減農薬･無化学肥料栽培。

群馬県  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6

 ※できるだけ   
    葉付きで 
    お届けします

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＜3.8 ＜3.7

無農薬

300g 220円(税込238円)

農家レストランどんぐりてい･倉持さん達（茨城県･坂東市）

72 倉持さんの長ねぎ
自家製の有機たい肥を使い、無農薬･
無化学肥料で丁寧に育てました。

茨城県  

無農薬

おきたま興農舎の小林です。内陸地
方でひそかに栽培され、地元に愛さ
れ続けてきたのがこの「秘伝」。食
べ応えのある大粒の実、口いっぱい
に広がるコクと甘味。最後にとって
おきの枝豆をどうぞ!

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

微 生 物 農 法 の 力 を
使って土から健康に
育てました。旬の野
菜をお届けします。
農薬無散布、化学肥
料不使用。

※
セ
ッ
ト
例

アンデスレッド
外皮は赤。濃厚
な味わいでほく
ほくした食感と
甘み

メークイン
きめ細かく、
なめらかな食感

タワラマゼラン
外皮は黒紫。きめ
細かく、極なめら
かな食感。さつま
いもを彷彿させ
るような甘み

さやあかね
外皮は桜色。極粉質
でホクホク食感

飯野さんの固定種の野菜
飯
野
さ
ん
ご
夫
妻

3～6
本

4～8
個

「あきづき」

1本 190円(税込205円)
千葉県、群馬県 ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.8

高埜さん達（千葉県）、樺沢さん達（群馬県）

70 とうもろこし
薄皮で甘いとうもろこしです。7月中
旬までは千葉県産、それ以降は群馬県
産をお届けの予定です。減農薬栽培。

シーズン最終

※ 生育状況によっては
他の固定種が入る場
合があります。御了承
ください。

キッズ割
対象

1回の「お試し」

　からでもOK!!
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815円(税込880円)通常税込
913円

凍ったままさっと洗って加熱調理してください

CO-OP MAIL JOSO【2021年8月4回】

夏に意識的に摂りたい
栄養素です!

夏野菜と一緒に

さっぱりソテーで
バランスよく!

夏バテ予防に効果的

あじのマリネサラダ

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

紅鮭（ロシア）  
10切500g 899円(税込971円)通常税込

1026円FG180日 
ばしょうかじき（インドネシア）  

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

93 ロシア産紅鮭切身(甘塩)10切

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

94 徳用 かじき切身

片身5～8枚前後200g 430円(税込464円)通常税込
475円

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

95 真あじフィーレ

真あじ（長崎県）  
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）

96 うなぎ蒲焼 70g×2

うなぎ（愛知県）  

200g 386円(税込417円)
FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

97 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）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.0
200g 360円(税込389円)

FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

98 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 350円(税込378円)

FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

99 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。

からふとししゃも（アイスランド、ノルウェー、カナダ）  
4枚210g以上 548円(税込592円)

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

100 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。

真あじ（佐賀県）  
4尾150g 395円(税込427円)

FCG180日 JKL

及川冷蔵（岩手県･大船渡市）

101 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

さんま2枚、あじ2枚 580円(税込626円)FCG30日 
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!

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

102 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。

2枚330g 620円(税込670円)
FCG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

103 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）  
4枚240g 398円(税込430円)FG180日 JKL

さば（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜2.9

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

106 石巻産さば生姜醤油漬
宮城県石巻産のさばを黒糖とすりおろし生姜を加えた醤
油たれに、低温でじっくり24時間漬けこみました。

2切(約140g) 460円(税込497円)FCG180日 J
赤魚（アイスランド）  

ヤマサコウショウ（宮城県･石巻市）

107 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。

片身2枚
180g以上 480円(税込518円)

FCG30日 JK

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

108 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）  
4切220g 450円(税込486円)

FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

109 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）  

5切
285g 365円(税込394円)FCG180日 JKL

さば（山陰）  

ダイマツ（鳥取県･米子市）

110 氷温造り 山陰産さばみりん漬
山陰沖で漁獲されたさばを独自の氷温製法で旨味を凝縮
し、甘口のみりん醤油で味付けしました。

140g(2切) 548円(税込592円)
FCG30日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

111 雄武秋鮭みりん漬け
北海道雄武産の銀毛秋鮭を、鳴門魚
類で独自調合した塩みりんに漬け込
みました。とてもまろやかです。

秋鮭（北海道）  

夕食にちょうどいいサイズ!

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）

112 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）

113 ロシア産紅鮭切身
(甘塩)3切

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 

秋鮭（北海道）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

116 雄武産 秋鮭(雄宝)切身(無塩)

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）

117 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）  
片身2枚200g 398円(税込430円)

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

118 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）  
75g×3 470円(税込508円)通常税込

518円FC
さんま（北海道、三陸）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5

必要な量だけ使えて便利!

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

119 塩さんま
さんまの頭と内臓をとり、1尾ずつの個包装にしました。

8尾前後180g

FCG2021.11.6以降 O

ブラックタイガー（インドネシア）  

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

120 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。

水産品
◦�近海 ･ 天然ものを中心に
扱います。
◦�給餌する養殖ものは飼育
内容が明確な鰻とエビを
扱っています。
◦�干物、漬魚には、酸化防
止剤、化学調味料は不使
用です。

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

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。

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。

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。

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。

カリウムなどのミネラルも豊富鮭切身の赤色は
アスタキサンチンという抗酸化物質

あじに含まれるビタミンB群は スタミナチャージは

やっぱり鰻!

2袋入

秋鮭は、カルシウム
の吸収効率を高める
ビタミンD、細胞の
酸化を抑制するビタ
ミンEなどが多く含
まれます。

甘塩中辛

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)

115 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）

114 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 

かれいの煮付け

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。

メスのししゃもは1ページ

片身2枚200g 398円(税込430円)
真さば（ノルウェー）  

片身3枚300g 588円(税込635円)

104 2枚
脂のりの良いノルウェー産のさばを塩水漬け後、冷風乾燥にて仕上げました。

105 3枚

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

FBG120日 FBG120日 

原料高騰の
為次回から
値上げ

製造終了のため今回で終売です

※調理例



5

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

お届けは
9月1回に
なります

CO-OP MAIL JOSO【2021年8月4回】

200g 430円(税込464円)
FCG90日 

まるたか水産（宮城県･石巻市）

121 荻浜湾で育った
プリプリ冷凍かき

三陸･荻浜(おぎのはま)湾の新鮮なか
きを、自社で殻むきし、冷凍しまし
た。

かき（宮城県） ［放］不検出 ＜3.2 ＜4.5

100g 318円(税込343円)通常税込
356円

FG90日 

まるたか水産（宮城県･石巻市）

124 冷凍あかもく
石巻･万石浦のあかもくです。粘り成
分のフコイダンが豊富。味噌汁や吸
い物、酢の物、天ぷらなどでどうぞ。

あかもく（宮城県）  

しらす加工の専門会
社「海泉水産」から、
年に1度の増量企画
です。遠州の潮風と、
お日様の光を浴びて、
旨味がギュッと凝縮
されたしらす干しを
ぜひご賞味ください。

牡蠣に多く含まれ
るタウリンは滋養
強壮や疲労回復に、
亜鉛や鉄や、マグ
ネシウムなどのミ
ネラルは貧血予防
や夏バテにも効果
的です。

60g 330円(税込356円)通常税込
373円

かき（宮城県）  
4～8個220g 440円(税込475円)FG90日 FG90日 JL

かき（宮城県）  

まるたか水産（宮城県･石巻市）

122 蒸しかき

まるたか水産（宮城県･石巻市）

123 大粒かきフライ

20g×4 450円(税込486円)FG120日 
しらす（遠州灘～伊勢湾）  

海泉水産（静岡県･浜松市）

125 しらす干し(増量)

180g 380円(税込410円)通常税込
430円FC

するめいか（三陸北部沖）  

やわらかです!

210g 430円(税込464円)
FCO

カネキ水産（愛知県･蒲郡市）

127 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。

いか（チリ）、えび（インド）、ほたて（青森県）  
70g 470円(税込508円)FC

紅鮭（アラスカ）  

共和水産（岩手県･宮古市）

126 フライパンで出来る!
三陸いか一夜干カット

三陸北部沖で漁獲した新鮮なするめいかを一夜干しに
し、食べやすいようにカット。フライパンで焼いて。

松岡水産（千葉県･銚子市）

128 紅鮭スモーク
サーモン

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。

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）

129 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 ＜3.4 ＜3.4

しめさば、しめさば昆布締め、
かぶら漬のセット

80g 448円(税込484円)
FBG180日 

共和水産（岩手県･宮古市）

130 三陸岩手 
いかの糸造り

するめいか（三陸）  

6～8粒100g 498円(税込538円)
FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

131 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。

ほたて貝柱（北海道）  
150g 480円(税込518円)

FCG30日 

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

132 焼津港のとろかつお
炭火焼き

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。

かつお（日本太平洋沖合北部）  

脂のり抜群の一本釣りかつおを
タタキにしました!

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）

133 焼津港のとろかつお
炭火焼き炙り丼

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。

かつお（日本太平洋沖合北部）  
90g 380円(税込410円)

FCG180日 

すけとうだらの卵巣（ロシア）  

ダイマツ（鳥取県･境港市）

134 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。

90g 380円(税込410円)
FCG180日 JKL

すけとうだらの卵（ロシア）  

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。

220g 320円(税込346円)
FCG180日 JK

真あじ（日本海）  

ダイマツ（鳥取県･米子市）

136 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。

3～5枚100g 520円(税込562円)
FCG40日 L

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

137 あじフライ
土佐沖で獲れたあじを丁寧に下処理
後、フィーレにしてフライ用にしまし
た。凍ったまま揚げてください。

あじ（高知県）  

「土佐沖獲れあじ」のフライ

150g 430円(税込464円)
FCG40日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

138 さば竜田揚げ
高知県沖で獲れた鮮度抜群のさばを
醤油、みりん、酒に漬け込み竜田揚
げにしました。凍ったまま揚げて。

さば（高知県）  

フライパンで少ない油でも
調理できます

5～7枚180g
タレ50g 398円(税込430円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売 女川工場（宮城県･女川町）

139 ごはんがすすむ!
真ほっけ蒲焼(タレ付)

骨を取り切身にした後、小麦粉をまぶ
しました。両面を焼き、添付タレをか
らめてどうぞ。

真ほっけ（北海道）  

80g(固形量50g)
×4袋 535円(税込578円)通常税込

594円

FCG180日 JK

ダイマツ（鳥取県･米子市）

140 氷温造り 
さばの味噌煮

ノルウェー産のさばを信州みそベー
スのみそ煮にしました。湯煎するだ
けですぐに食べられます。

さば（ノルウェー）  

180g(固形量120g)
×2 430円(税込464円)通常税込

486円

FG180日 JKL

松岡水産（千葉県･銚子市）

141 さばのみぞれ煮
うまみを逃がさない真空調理法によ
り仕上げました。加熱調理済みの個
食パックです。

さば（ノルウェー）  
160g 338円(税込365円)

FCG180日 KL

大新（鳥取県･境港市）

142 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。

あじ（国内産）  

   のお友だち　　
　　　キャンペーン紹 介

夏 2021年
8月31日（火）
お申し込み

分まで

紹介いただいた組合員さんも、新しく加入されたお友達にも
嬉しい特典がいっぱい！

お友達にプレゼント！ 組合員にプレゼント！

1 枚 1,000 円に相当し、注文提出時に添付して
いただくと商品代金からご精算致します。出資
金への振替も可能です。

紹介者

特典

3000円分相当の常総生協
利用クーポン券をプレゼント

特典
紹介された方の

常総カレーセット

め
ぐ
み
ち
ゃ
ん

（
小
袋
）

甘
口

カ
レ
ー
ル
ゥ

セット内容

＋
つくば茜鶏
モモ ネージュの

アイス

Present

切り取ってご活用ください

野菜をデザートに
召し上がれ!
お子さんと一緒に
簡単に手作りできます

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

51  トマト 193  プレーン 
ヨーグルト

316  レモン 
果汁

トマトと人参のアイス
◆作り方
❶　 人 参 は1cmの 輪

切りにし、柔らか
くゆでる。ザルに
あげレモン汁をか
ける。

❷　 残りの材料と共に
ミキサーにかけ、
製氷皿に流し冷凍
庫で固める。

◆材料
人参 ��1本(150g) 
レモン汁 �� 少々  
プレーンヨーグルト
�����カップ1/2  
牛乳 ��� カップ1 
はちみつ ��大さじ3

人参のアイス

◆作り方
❶　 トマトは湯むきし、

ザク切りにする。
❷　 材料を全部入れ、

ミキ サ ー に か け
る。製氷皿に流し、
冷凍庫で固める。

◆材料
完熟トマト ���2コ  
プレーンヨーグルト 
������ カップ1  
レモン汁 �小さじ2  
はちみつ �大さじ2

トマトのアイス

77  人参

かき

4袋 2袋

遠州灘の美味しいしらす遠州灘の美味しいしらす

でお届けします!でお届けします!1袋＋
お値段そのまま

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。

で夏も元気に
お届けは
9月1回に
なります

お届けは9月1回になります

グリコーゲンが一
番多くなる春に漁
獲した牡蠣を厳選
し、殻をむいてす
ぐに、何も加えず
蒸しました。

三 陸 牡 鹿 半 島 の 清
浄海域で育った良質
の 大 粒 生 か きを 使
用し、パン粉をまぶ
して仕上げました。
揚げて。

4～8
個

湯煎で手軽にあと１品

5～7
枚

3～5
枚

海のミルク

3袋入
   ＋1袋



6

中津シリーズ

CO-OP MAIL JOSO【2021年8月4回】

400g 605円(税込653円)通常税込
664円ECG6日 

茨城県  

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

145 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。

ゴマの風味が豊かな
和風タイプのドレッシ
ング。原材料：植物油、
胡麻、醸造酢、醤油、
三温糖、卵黄

390㎖ 880円(税込950円)通常税込
961円

CG100日 HJKL

笛木醤油（埼玉県･川島町）

144 金笛 
胡麻ドレッシング

胡麻（中国）  
250g 495円(税込535円)ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

146 ローズポーク モモスライス
赤身主体部位。厚さ3mm。

茨城県  
150g×2 395円(税込427円)EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

147 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
柄豚です。

茨城県  

200g×2 515円(税込556円)
EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

148 ローズポーク 
徳用小間切

小間切徳用タイプ。

茨城県  
300g 465円(税込502円)

FAG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

149 ローズポーク 挽肉
赤身率は8割です。

茨城県  

200g 405円(税込437円)通常税込
448円

ECG6日 NJK

中津ミート（神奈川県･愛川町）

152 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 540円(税込583円)通常税込

594円

ECG6日 J

中津ミート（神奈川県･愛川町）

153 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）  
200g 475円(税込513円)通常税込

524円

FCG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

154 中津豚カシラ
(ホホ)肉

1頭から約300gしかとれない希少
な部位です。

神奈川県  
200g 488円(税込527円)通常税込

538円

FBG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

155 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。

神奈川県  
400g 860円(税込929円)

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

150 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 545円(税込589円)

EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

151 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。厚さ5mm。

神奈川県  

200g 460円(税込497円)
EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

156 中津豚バラスライス
脂と赤身が層になったバラ肉。厚さ
約3mm。

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）

157 中津豚小間切
各部位から集めています。

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）

158 中津豚挽肉
赤身率8割以上の挽肉。

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

159 豚挽肉(バラ凍結)
赤身率8割です。

茨城県  

300g 360円(税込389円)通常税込
400円FAG180日 

茨城県  

田仲さん達（茨城県･桜川市）

160 つくば茜鶏 ムネ
あっさり味で消化も良く、経済的なムネ肉。

500g 640円(税込691円)通常税込
713円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

161 つくば茜鶏 挽肉
各部位からなるバラ凍結品。

茨城県  

300g 560円(税込605円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

162 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。

茨城県  
400g 525円(税込567円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

163 つくば茜鶏 手羽先
ゼラチン 質に富 み、コクの あ る部
位。

茨城県  
400g 525円(税込567円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

164 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

165 つくば茜鶏 
ムネモモ小間切

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）

166 つくば茜鶏 
ムネモモ唐揚げ用

必要な量だけ使えるバラ凍結で便
利。

茨城県  
250g 240円(税込259円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

167 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  

163円/100g

214円/100g

200g 540円(税込583円)通常税込
594円

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

143 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。厚さ約2mm。

神奈川県 

292円/100g

139円/100g

219円/100g
232円/100g

249円/100g

202円/100g

130円/100g 138円/100g

192円/100g

142円/100g 212円/100g

257円/100g

167円/100g

292円/100g
295円/100g

195円/100g

142円/100g

176円/100g

212円/100g 104円/100g

264円/100g

142円/100g

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

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：ミートパル
ではローズポークの中でも
上物の原料だけを加工して
お届けしています。

豚�肉

300g 480円(税込518円)通常税込
529円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

12 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い。

茨城県  

173円/100g

夏のパワー不足に最適!

ご
ろ
ご
ろ
野
菜
の

ご
ろ
ご
ろ
野
菜
の

豚肉のしゃぶしゃぶ
サラダ!

さ
っ
ぱ
り
鶏
そ
ぼ
ろ
！

夏バテ防止!

◆材料
ロースしゃぶしゃぶ用
�������� 200g
玉ねぎ ���� 1/2コ
刻み茎わかめ �� 100g
ベビーリーフ ���� 1袋
おかひじき ���� 1袋
みょうが ������ 1コ
大葉 ������ 適量
ミニトマト ����� 5コ
ごまドレッシング
��������大さじ3
だし汁 �����大さじ3
酒�������大さじ2

◆材料〈4人分〉
鶏挽肉 �� 300g
きゅうり ���� 1本
オクラ ����� 2本
ピーマン ���� 1個
トマト ����� 1個
玉ねぎ ���� 1個
人参 ����1/2本
パセリ ���� 少々
しょうが ���� 1片
オリーブオイル � 大1
　塩������ 小1
　こしょう �� 少々
　砂糖 ���小1/2
　ケチャップ �� 大1
　酒������ 大2

◆作り方
❶　 肉は食べやすく切り、酒少々を入れた熱湯でゆで氷水にとる。
❷　 玉ねぎは半月のうす切りにし冷水にさらす。おかひじきは

2cmの長さに切る。みょうがは縦半分に切り、縦にうす切りに
する。大葉はせん切りにし、キッチンペーパーに包んで流水で
さらす。

❸　 刻み茎わかめはザルに入れて塩を洗い流し、水につけて塩抜
きする。

❹　 玉ねぎ、ベビーリーフ、茎わかめを混ぜて器に敷き、肉をのせ
てみょうがと大葉を散らし、半分に切ったミニトマトを飾る。

❺　ごまドレッシングとだし汁を合わせ、食べる時にかける。

◆作り方
❶　 人参、パセリ、しょうがはみ

じん切り、それ以外の野菜
は2cm角にそれぞれ切る。

❷　 フライパンに油を熱し、鶏
挽肉、人参、しょうが、Aを
入れて炒める。

❸　 ひき肉がほぐれてきたら、残
りの野菜を入れ炒め合わせ、
全体に火が回ったら蓋をし
て3分蒸し焼きにする。

❹　 野 菜 から水分が 出ていた
ら 、強 火 でとば す 様 に 炒
め、味を見て塩･こしょう(分
量外)で調味する。

A

鶏肉、ではなく、
鶏として元気に生
きていたんだろう
ことがわかりま
す。感謝して頂い
てます。ありがと
うございます。
(ニックネーム：
� スースー )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

お得な
2個組は
1ページ

肩ブロックを使用した豚丼
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250g 1200円(税込1296円)通常税込
1344円F

大阪府  
200g 1720円(税込1858円)F

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

168 牛切り落とし 袋入り
旨味がたっぷり入っている牛肉を切り落としにしました。

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

169 牛中華用柔らか細切り
柔らかいモモ肉を炒め物などに使いやすい細切りにしま
した。

大阪府  

ダイエットや生活習慣
病など健康を気にする
時、何かと避けがちに
なるお肉…しかしお肉
は吸収力の良いとても
良質なアミノ酸やビタ
ミン類を豊富に含む万
能な食品です。特にじっ
くり焼き上げたロース
トビーフのカロリーは牛肉料理の中でも低カロリーでヘル
シー。特にローストビーフによく使われている赤身肉には脂
肪燃焼に良いと言われている“L-カルチニン”が多く含まれ
ています。老化予防にも良いと言われており、現代人の健康
な身体作りに欠かせない食品なのです。

200g 655円(税込707円)
EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

170 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  
250g 535円(税込578円)

FBG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

171 茨城牛(山方)
牛豚合挽肉

風味の良さを併せ持った合挽肉。牛･
豚比率5：5。

茨城県  
180g 1040円(税込1123円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

172 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  
170g×2 1380円(税込1490円)

FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

173 鹿児島 坊津黒牛
切り落とし170g×2

何にでも使える切り落としです。2
パック組でお届けします。

鹿児島県  
300g 1570円(税込1696円)通常税込

1739円FG30日 
鹿児島県  

福永産業（福岡県･遠賀町）

174 鹿児島 坊津黒牛
赤身ブロック

94g×2 335円(税込362円)
EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

175 鎌倉マイルド
ポークウインナー×2

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。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.1
49g×3 275円(税込297円)

EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

176 鎌倉つかいっきり
ポークウインナー×3

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。

豚肉（国内産）  
30g×5 385円(税込416円)

ECG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

177 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）  
60g×2 500円(税込540円)

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

178 鎌倉ロースハム
スライス×2

ハムエッグ、サンドイッチ、お弁当に
も安心して使える無添加のハムスラ
イス。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.3

40g×5 370円(税込400円)
ECG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

179 鎌倉串ざし
フランクフルト

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。

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）

180 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）  
120g 278円(税込300円)

ECG5日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

181 中津皮なし
ノンスパイスウインナー

皮なしで豚肉、海塩、粗糖だけで作り
ました。香辛料を使用していないの
で、小さいお子さんにもどうぞ。

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）

182 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）  
100g 380円(税込410円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

183 中津バラベーコン
スライス

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。

豚肉（神奈川県）  
180g(30g×6) 335円(税込362円)

FCG180日 HIL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

184 中津ミートの
ハンバーグ(ミニ)

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 500円(税込540円)
EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

187 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）

188 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）

189 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

契約者、募集中です!

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

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10 0 % 使
用し、乳脂肪分
を2.0%に低減
し た 成 分 調 整
牛乳。

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 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。

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

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 277円(税込299円)
EG届いて6～10日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

190 生乳仕立て
よつ葉カフェオレ

生乳（北海道）  

北 海 道 十 勝 産 の 生 乳 を
60％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
9月1回に
なります

茨
城
産
有
機
栽
培

バ
ジ
ル
使
用

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
↓

鈴木牧場では自然分娩を基本とし、人間
はなるべく介助しないようにしています。
ちなみに牛は産まれてから2年経つと成牛
になり、子牛を産んで初めてお乳が出せま
す。妊娠、出産、搾乳。この繰り返しを管
理しているのが酪農家の大切な仕事なの
です。

酪農家であっても
自然分娩をモットーに

EA
G届いて10～11日 I

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。

400g 361円(税込390円)185 プレーン

400g 370円(税込400円)186 微糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

ビンは再利用します。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 

624円/100g 438円/100g

565円/100g

231円/100g

929円/100g

354円/100g

518円/100g

◦�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

◦�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

◦�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

◦�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

14 あらびき
ウインナー徳用は

表紙で
　　　ご案内しています

意外とヘルシー!?意外とヘルシー!?

ローストビーフ!

ご自宅でローストビーフや
タタキでどうぞ。

※ローストビーフ丼
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380g 550円(税込594円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

191 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）

192 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）

193 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）

194 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
180㎖×2 256円(税込276円)

EDG19日 I

酪王乳業（福島県･郡山市）

195 生乳たっぷり
のむヨーグルト

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

生乳（福島県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.5
65㎖×10 178円(税込192円)

EAG15日 I

日本生活協同組合連合会

196 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。

  

(70g×3)
×2 300円(税込324円)通常税込

346円

EG19日 I

酪王乳業（福島県･郡山市）

197 牛乳寒天 2個組
生乳を60%以上使用し、練乳でコク
をプラスした懐かしい味わいの牛乳
寒天。

生乳（福島県）  
100g×2 250円(税込270円)

EBG30日 HIK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

198 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
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）

199 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 285円(税込308円)

ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

200 北海道
クリームチーズ

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。

生乳（北海道）  
100g 285円(税込308円)

ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

201 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）  
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）

202 サツラク北海道
純生クリーム

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。

生乳（北海道）  

100g×2 240円(税込259円)
ECG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

207 有機国産大豆
寄せ豆腐

秋田県産有機大豆と海水にがりのみ
で作った寄せ豆腐。消泡剤不使用。

大豆（秋田県）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0

豆乳濃度が高く大豆の
味わいが深い豆腐

200g 230円(税込248円)
EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

208 しそ寄せ豆腐
国内産の青じそを丁寧に刻み、豆腐に
合わせた一品。ほのかに青じその風
味が広がる、さっぱりとしたお豆腐。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.3 ＜1.3
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）

209 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）

210 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

大豆を始めとす
る原材料はもち
ろん、揚げもの
油の菜種油に至
るまで、遺伝子
組換え原料の徹
底排除に取り組
み、「安心」「安全」な食べ物を追及しています。

80g×2 285円(税込308円)通常税込
319円

EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

214 青豆入り具だくさんがんも
丸和の豆腐に人参、ごぼう、青大豆、生姜、山芋粉、切昆
布、黒ごまを加え、菜種一番搾りの油で揚げました。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.4

100g 208円(税込225円)
FCK

丸和食品（東京都･練馬区）

211 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

み
そ
汁
や

う
ど
ん
の

具
と
し
て
も

230g 205円(税込221円)
ECG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

212 絹生揚げ
絹豆腐で作った厚揚げです。なめら
かな食感と大豆のおいしさを味わえ
ます。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.6 ＜1.5
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）

213 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
5個 210円(税込227円)通常税込

232円EG届いて5日 K
大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜2.1 ＜2.3

10g
×10個 185円(税込200円)通常税込

205円EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

215 おから入り野菜炒めがんも
おからと野菜を炒めることにより、素材の旨みを引き出
したヘルシーながんも。

丸和食品（東京都･練馬区）

216 一口京がんも
国産大豆使用の生地に野菜や昆布を加え、一口大に丸め
て菜種油で揚げました。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.8 ＜1.6

お弁当にも便利

(40g×3)×2 260円(税込280円)通常税込
302円EG7日 K

JAやさと（茨城県･石岡市）

217 本味納豆(タレ･カラシ無)2個組
茨城県産大豆使用。小粒大豆を選別したときに出る、や
や粒径の大きい豆で作った納豆。タレ、カラシ無し。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.4
40g×3 140円(税込151円)

EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

218 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
80g 206円(税込222円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

219 遊作納豆
(タレ･カラシ付)

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。

大豆（茨城県）  ［放］ 137Cs=3.7
40g×2 172円(税込186円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

220 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）  
4個(タレ無) 185円(税込200円)通常税込

211円

EBG10日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

221 やさとの半熟たまご
(温玉)

卵（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4

納豆と一緒にどうぞ!

450g 110円(税込119円)
EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

222 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）

223 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

さしみこんにゃく150g×2
酢味噌20g×2 285円(税込308円)通常税込

324円

EG60日 JK

市川食品（群馬県･高崎市）

224 青のり入りさしみこんにゃく
青のり入りのさしみこんにゃく。ぷりぷりとした食感がや
みつきに。酢味噌付き。お好みでわさび醤油でも。

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2
200g 240円(税込259円)EDG10日 J

浜食（東京都･調布市）

225 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）  

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

203 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

204 きぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

EAG届いて4日 K

150g×2 180円(税込194円)
大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2

150g×2 175円(税込189円)

丸和食品（東京都･練馬区）

205 ミニもめん豆腐 206 ミニきぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

1丁150gの豆腐を2丁1組にした使いきりタ
イプ。国産大豆100%、消泡剤無添加。

使い切り少量パック

丸 和
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。

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。

「丸和食品」のがんも
揚げ油にもこだわる

製造終了の為今回で終売になります

4個入

夏
に
ぴ
っ
た
り
の

寄
せ
豆
腐

2
 個組

お得
タレ･カラシ付は1ページ

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。

4個入

2袋
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海鮮たっぷりスタミナ焼きそば

麺150g×3
ソース30g×3 247円(税込267円)通常税込

278円

EBG6日 HKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

226 内麦焼そば
(ソース付)

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。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

麺120g×2
スープ45g×2 370円(税込400円)通常税込

410円

EG21日 HKL

金子製麺（神奈川県･中井町）

227 あしがら車屋
冷やし中華(2食入)

地粉、契約卵を練り上げた無かんす
い麺。無添加醤油スープ付。お好みで
きゅうり、ハム、卵などを添えて。

小麦（国内産）  
80g 310円(税込335円)通常税込

346円

ECG90日 KL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

228 揚げごぼう(甘酢漬)
国内産のごぼうを細くカットし、菜種
油でサッと揚げて、りんご酢ベースの
甘酢でからめました。

ごぼう（国内産）  
200g 360円(税込389円)通常税込

400円

EG7日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

229 趙さんの味 
熟成オイキムチ

1年以上熟成･発酵させた鮭の魚醤とじっくり煮
だしただしを使い漬けこみました。やわらかい
辛さと、こくのある旨みをお楽しみください。

きゅうり（国内産）  

今
回
ご
紹
介
の
玄
米
酒
粕
は
、
一
般
の
酒
粕
と
比
べ
る
と

酸
味
が
強
く
、
甘
酒
や
粕
汁
に
は
向
き
ま
せ
ん
。
他
方
、

ド
ー
ナ
ツ
や
ク
ラ
ッ
カ
ー
に
混
ぜ
た
り
、
粕
床
を
作
り
肉

や
魚
を
漬
け
る
と
滋
味
溢
れ
る
味
わ
い
が
楽
し
め
ま
す
。

300g 250円(税込270円)EJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

230 寺田本家 玄米酒粕

米（茨城県、千葉県）  ［放］不検出 ＜4.5 ＜4.4

300g 475円(税込513円)
ECG180日 

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

231 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）  

貴
重
な

国
産
た
け
の
こ

10枚 320円(税込346円)
EG14日 L

金子製麺（神奈川県･中井町）

232 地粉春巻きの皮
一般の春巻きの皮と違い、生地を焼
いていない生タイプで、地粉の香り
や旨みが味わえます。18cm角。

小麦（国内産）  
170g(2合用) 550円(税込594円)

ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

233 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）  

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）

234 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

揚げ出し豆腐 4個
つゆ 25g 240円(税込259円)

ECG届いて2日 JKL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

235 揚げだし豆腐
(特製つゆ付)

国産大豆100%の揚げ出し豆腐と特
製つゆをセットにしました。つゆをか
けて電子レンジで約2分温めて。

大豆（国内産）  
100g 325円(税込351円)

ECG30日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

236 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）  

85g 360円(税込389円)
ECG180日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

237 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）

238 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 275円(税込297円)通常税込

308円EG6日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

239 昆布だしで漬けた浅漬け三昧
国内産の白菜、きゅうり、大根、人参をシンプルな原料で
浅漬けにしました。

白菜（国内産）  
150g 298円(税込322円)

EG12日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

240 大根しょうゆ漬け
大根を醤油･砂糖･米酢を合わせた調
味液で漬け込みました。かつおだし
もきいています。

大根（国内産）  

200g 365円(税込394円)
EBG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

241 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）

242 趙さんの味 
水キムチ

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。

白菜（国内産）  

豊富な乳酸菌が
腸内環境を整えます

150g 330円(税込356円)ECG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

243 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）

244 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）  

硬
め
の
漬
床
で

保
存
し
や
す
い

3枚90g 250円(税込270円)
ECG29日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

247 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）

248 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。

  
165g(5個) 295円(税込319円)通常税込

329円

FCG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

252 玉ねぎ揚げ

すけそうだら（北海道）  

玉ねぎの甘さがたまらない

160g(8個) 301円(税込325円)通常税込
335円

FG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

253 パクパクなぎょっと
たっぷりの白身小魚と豆腐を使用。魚独特の匂いが残ら
ないようスパイスを使い、ナゲット風に仕上げました。

カナガシラ（国内産）  

ザックリふんわり食感。自然解凍OK

3枚90g 250円(税込270円)
ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

249 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。

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）

250 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）

251 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）  

そのままで、ほぐしてサラダや
手巻き寿司に

100g 315円(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

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。

すけそうだら（北海道）  

惣菜やお酒のつまみに

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）

255 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

煮物にも♪
椎茸の旨味が広がります

3枚126g 296円(税込320円)
FCG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

256 チヂミ風さつま揚げ
北海道タラすり身に国産ニラ･人参、
イカ、オキアミを練りこんだ揚げかま
ぼこ。程よい食感で香ばしい。

すけそうたら（北海道）  

化学調味料･保存料は不使用

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♪

原材料はすべて無農薬、無化学肥料

自分好みの使い方を見つけて

発芽玄米酒「むすひ」の酒粕。五人娘の酒
粕に比べ酸味がやや強く、くせがあるので
甘酒や粕汁には向きません。酵母が元気に
働いているのでドーナツ作りなどに。粕床
を作って野菜や魚を漬けても美味しい。

酒粕クラッカー

しっかり食べて残りの夏も元気に！

ご飯のお供に 魚介類と混ぜ合わせて

おかずに

お手軽
使い切り
サイズ

お得な
たっぷり
サイズ

創立安政2年3月(1855
年) 創業以来、味噌、麹
の製造販売してきた、我
孫子･布佐にある老舗の
みそ屋さんです。

EG60日 

300g450円(税込486円)245 300g

やまつね味噌（千葉県･我孫子市）
米こうじ

1400円(税込1512円)1kg246 1kg
米（国内産） 

甘酒で
パワーチャージ

手作り
スタミナドリンク

北海道の無リンすり
身と豆腐に国産のフ
レッシュな玉ねぎを
練りこ んだ 揚 げ 蒲
鉾。レンジかオーブ
ンで温めて。

5個入 3枚入

久々
登場！

2合用

8個入

ソース無は1ページ
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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）

257 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 245円(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

258 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。

250g 282円(税込305円)通常税込
320円FBK

枝豆（北海道）  

日本生活協同組合連合会

261 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。

180g 350円(税込378円)FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  

秋川牧園（山口県･山口市）

262 鶏の焼きつくね
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。お弁当やおかずに。湯煎かレンジで温めて。

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）

259 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　

300g 262円(税込283円)FCK

大豆（北海道）  

サラダやスープ、煮込み料理などに

日本生活協同組合連合会

260 CO5種のお豆ミックス300g
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。

480g(4個入) 315円(税込340円)通常税込
360円FHIL

小麦（国内産）  

サンフレッセ（埼玉県･伊奈町）

263 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。

約180g(2枚入) 528円(税込570円)
FCG180日 IL

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

264 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）  

6個108g 400円(税込432円)FCJKL

豚肉（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

267 ひとくち味噌かつ

150g 436円(税込471円)FBHJKL

鶏肉（山口県、他）  

トースター、レンジで　

秋川牧園（山口県･山口市）

268 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。

15個300g 380円(税込410円)FCG180日 HL

たこ（ベトナム）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4

ニッコー（神奈川県･大和市）

265 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。

250g 477円(税込515円)
FCJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

269 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。

鶏肉（山口県、他）  

レンジかトースターで温めて

400g 560円(税込605円)
FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

270 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。

鶏肉（山口県、他）  

栄養満点のレバー入り!

150g 386円(税込417円)
FCHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

271 チキンカツ
下味は塩麹で肉の旨みを引き出し、
サクサク衣に包んだしっとり柔らかな
チキンカツ。レンジかトースターで。

鶏肉（国内産）  

塩麹でほんのりとした
甘みある美味しさに

180g×2 479円(税込517円)
FCHIJKL

西川食品（和歌山県･紀の川市）

272 オムライス
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%

鶏卵･米（国内産）  

化学調味料、保存料、
着色料不使用

(90g×3)
×2 842円(税込910円)通常税込

940円

FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

276 ふんわり豆腐ハンバーグ 
2パック

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。

大豆･鶏肉（国内産）  

100g
×2 412円(税込445円)通常税込

467円

FCJK

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

277 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。

鶏肉（国内産）  

120g
(2種×3個) 394円(税込426円)通常税込

449円FJKL

ごぼう･人参･ピーマン･たけのこ（国内産）  

自然解凍OK!お弁当に便利です

ニッコー（神奈川県･大和市）

273 中華風根菜煮･青椒肉絲風
カップ入おかず

ピリッと辛みが効いた根菜煮と、青椒肉絲(チンジャオ
ロース)のお弁当用中華総菜。国産原料にこだわった素材
を使いました。

40g×6 389円(税込420円)通常税込
435円FIJL

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜3.7

大進食品（神奈川県･横浜市）

274 北海道八雲発マムの
帆立クリームコロッケ

北海道の酪農発祥の地･八雲町産の生乳で作った帆立入
りクリームコロッケです。凍ったまま揚げて。

400g(2食入) 521円(税込563円)
FCJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

275 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。

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

18g
×20 463円(税込500円)通常税込

516円

FCJKL

ドリームフーズ（大阪府･八尾市）

278 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）  
18g×25 568円(税込613円)

FDHKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

279 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
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）

280 キムチ屋の造るテグタン麺セット

小麦（国内産）  
250g×2 620円(税込670円)通常税込

698円FHJKL

豚肉（国内産）  

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

281 食べるサンラータンスープ
酸っぱくて辛い、中国の四川料理を代表するスープ。豆腐
や春雨でボリュームを加えました。湯煎して。

5本200g 391円(税込422円)FCKL

きくらげ･豚肉･小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.9

多めの油で焼いて

大進食品（神奈川県･横浜市）

282 パリッと本格春巻
(国産きくらげ入)

きくらげなど国内産原料にこだわった中華あんに、手作
りの皮で巻き方を工夫、パリッとした食感が楽しめます

16g×15 410円(税込443円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

283 肉しゅうまい
国産豚肉、玉ねぎがたっぷりのしゅう
まい。ポークエキス･かつおエキス使
用。蒸すかレンジで温めて。

豚肉（国内産）  

皮は国産小麦粉、天日塩を使い、
自社で作っています

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。蒸すかレンジで温めて。

えび（インドネシア、ベトナム、他）  
12個180g 365円(税込394円)

FG120日 KL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

285 飛鳥の
彩りシューマイ

彩りがきれいな国産野菜を入れて、
お子様にも食べやすいサイズにしまし
た。冷めても美味しく食べられます。

豚肉（国内産）  
300g 700円(税込756円)FCJKL

  

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

286 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。

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。

お弁当に
おかずに

お
う
ち
で
本
格
中
華
･

�

ア
ジ
ア
ン
料
理
♪

名古屋名物味噌カツ
をお弁当用にアレン
ジ。鰹だしのきいた
豆 味 噌 ダレ は 甘 さ
控えめ。トレーごと
レンジOK。

6個入

お肉と一緒に

ホットプレートで焼いても美味しい

冷凍ピザ生地がた
いへんおいしくま
た使いやすくあり
がたかったです。
是非再企画お願い
いたします。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの
手軽にご家庭で手造りの味が

楽しめます
お好きな具をのせて♪
トースターで焼いて　

ビールのおつまみ、おやつにも♪

4個入

目玉焼きを添えて
混ぜながら食べるのが

本場流

アレンジ自在♪ 
レンジかフライパンで

温めて

3個
   ×2

2食入

ロコモコ丼
に

パン生地
にも

2枚入

とてもおいし
かったです。
水餃子にして
食べました。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

20個入 25個入

夏バテ防止に！ 熱辛がききます
辛味ととろみが◎
スープはおじやに

2食入
2食入

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%

15個入

2食入

2食入

2種
   ×3個

6個入

5本入

15個入 12個入
7個入

4個入

チヂミ230g(2枚）
たれ8g×2 480円(税込518円)通常税込

548円

FHJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

266 コリアンチヂミ(たれ付)

小麦（国内産）  

2枚入

外パリパリ、中もっちり
国産小麦粉と野菜を
使い、外パリパリ、中
もっちりに焼き上げま
した 。フライパ ン か
トースターで焼いて。

軽く焼けば更に美味しい♪レンジで温めた後



11CO-OP MAIL JOSO【2021年8月4回】

15g×6 370円(税込400円)通常税込
410円FG90日 

小魚（愛媛県）  

ギュッとお魚が詰まってます

無茶々園（愛媛県･西予市）

287 無茶々園お子さまじゃこ天
八幡浜港で水揚げされた小魚(ほたるじゃこなど)を骨･皮
ごと粗くすり潰した物を主原料に作りました。

200g×5 408円(税込441円)
FBL

シマダヤ（東京都･渋谷区）

288 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）  
2食560g 430円(税込464円)

FCJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

289 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。

小麦（国内産）  

鍋一つでできます

130g×2 590円(税込637円)
FCM

創健社（神奈川県･横浜市）

290 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。茹で時間1分半〜2分
(常温で自然解凍してから)。

そば（長野県）  

手打ちそばに勝るとも
劣らない風味です

5個600g 1018円(税込1099円)通常税込
1126円

FCJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

291 ライスバーガー 国産牛焼肉
醤油で焼きあげたライスプレートに特製焼肉たれで仕上
げた国産牛と玉葱をサンド。加工澱粉：全体の0.5%以下

米･牛肉（国内産）  

レンジで温めて

230g×2 403円(税込435円)
FCHJKL

ニッキーフーズ（大阪府･泉佐野市）

292 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。

米（国内産）  

国産野菜とお米で作りました

85g×5個 420円(税込454円)通常税込
464円FCJL

ハマセイ（愛知県･春日井市）

293 大判焼き 小倉

小麦粉（北海道、九州）  

甘さ控えめ ボリュームたっぷり レンジか自然解凍で

65cc×6 565円(税込610円)通常税込
634円F

ネージュ（大阪府･八尾市）

295 オレンジキャンデー

オレンジ（愛媛県）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円F
ブルーベリー（カナダ）  

ネージュ（大阪府･八尾市）

296 ブルーベリー
キャンデー

無農薬のブルーベリーを使用したキャンデー。乳化剤、安
定剤、香料その他添加物を使用せずに作りました。

4個220g 400円(税込432円)
FCJK

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

300 芽吹き屋 
黒豆塩大福

岩手産平黒大豆を国産もち米の生地
に粒のまま練り込み、すっきりした甘
さの粒餡を包みました。自然解凍で。

黒豆（岩手県）  
1kg 1231円(税込1329円)通常税込

1360円

F

無茶々園（愛媛県･西予市）

301 無茶々園の冷凍梅
農薬、化学肥料を使わず育てた梅を
そのまま凍らせました。大小込みのサ
イズです。ジャム、ジュース作りに。

梅（愛媛県）  

105㎖×3 284円(税込307円)
FCI

日本生活協同組合連合会

297 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）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円

FI

ネージュ（大阪府･八尾市）

298 チョコレート
キャンデー

乳化剤、安定剤は一切使っていませ
ん。よつ葉乳業のノンホモ牛乳と濃縮
乳、砂糖、ココアパウダーのみ使用。

ココア（東南アジア）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円

FI

ネージュ（大阪府･八尾市）

299 ミルクキャンデー
乳化剤、安定剤を使用せずに作った
ミルクキャンデーです。よつ葉乳業の
ノンホモと濃縮乳を使用しました。

牛乳（北海道）  
1㎏ 340円(税込367円)

さとうきび（鹿児島県）  

通常の砂糖と同じように
お使い下さい　

500g 400円(税込432円)
てんさい（北海道）  

粉
末
タ
イ
プ
で
す

アルファフードスタッフ（愛知県･名古屋市）

508 粗精糖
(自然派style)

鹿児島県のサトウキビから直接作ら
れた砂糖です。特に煮物などお料理
によく合います。

OK
前日
！

ムソー（大阪府･大阪市）

302 てんさい含蜜糖･
粉末

まろやかな風味があり、すっきりとし
た甘みです。粉末タイプなので溶け
やすく、お菓子作りに。

1kg 300円(税込324円)
海水（沖縄県）、天日塩（オーストラリア、メキシコ）  

75g 460円(税込497円)
塩（沖縄県）、胡椒（マレーシア）  

500㎖ 740円(税込799円)KL

大豆（国内産）  

2年半の長期熟成。
もろみ のお いしさ
が 前 面に出たコク
のある醤油。

1ℓ 440円(税込475円)KL

大豆（アメリカ、他）  

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。

OK
前日
！

青い海（沖縄県･糸満市）

303 粗びき塩胡椒
平釜でじっくり煮詰めた沖縄の海水
塩と香味豊かなホワイト&ブラック
ペッパーの粗びきをブレンド。

沼屋本店（茨城県･つくば市）

304 国産丸大豆 
寒仕込みしょう油

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

526 丸大豆減塩しょうゆ

OK
前日
！

鹿 児 島 独特の麦
こうじをたっぷり
使 用し た、 甘 口
で 白っぽ い 麦み
そ で す。 塩 分
8.4%。

1kg 810円(税込875円)通常税込
886円

EG180日 K

はつゆき屋（鹿児島県･日置市）

306 鹿児島麦みそ

大麦（愛媛県）  

合わせみそに!

500㎖ 670円(税込724円)J

米（京都府）  
360㎖ 765円(税込826円)通常税込

842円

CJKL

飯尾醸造（京都府･宮津市）

307 富士ゆずぽん酢
ゆず&かぼすのダブル果汁に、鰹節
だしと昆布だしをプラス。本醸造再
仕込み醤油と、純米富士酢使用。

ゆず（徳島県）、かぼす（大分県）  
910g 510円(税込551円)

菜種（オーストラリア）  

オーストラリア産
菜 種 から圧 搾 法
により搾り取った
サラダ油です。

340g 565円(税込610円)通常税込
626円

胡麻（ナイジェリア、他）  

冷奴や一夜漬けに
数滴♪

飯尾醸造（京都府･宮津市）

518 純米富士酢
無農薬栽培した新米を100%使用。
静置発酵と長期間の熟成により、コク
とのびのある純米酢に仕上げました。

OK
前日
！

ボーソー油脂（東京都･中央区）

547 一番しぼり菜種油
910g

OK
前日
！

九鬼産業（三重県･四日市市）

308 九鬼
純正胡麻油こいくち

厳選した胡麻原料を強く煎り、胡麻
特有の香りをより引き出した胡麻油
です。

300㎖ 600円(税込648円)C
りんご（国内産）  

350g 550円(税込594円)C
はちみつ（ミャンマー）  

太田酢店（福島県･須賀川市）

309 りんご酢
契約栽培による樹上完熟のスターキ
ングを使用。1年以上熟成して瓶詰め
しました。

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

310 ミャンマー産
ひまわりはちみつ 350g

720㎖ 750円(税込810円)J

米（国内産）  

味の一醸造（埼玉県･狭山市）

311 味の母

360㎖ 540円(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 430円(税込464円)通常税込
486円

  
500㎖ 152円(税込164円)J

米（国内産）  

米 酢や 粕 酢 など
をブレンドしたマ
イルドな酢。

日新製糖（東京都･中央区）

312 氷砂糖 1kg
氷砂糖が溶けるのと梅果汁が出てく
る速度が同じ位であることから、梅
酒や梅ジュース作りに適しています。

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

521 食酢

OK
前日
！

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
！

あんがぎっし
り入っていて、
本当においし
かったです !

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

とてもおいし
く頂きました。
子供達があっ
という間に食
べてしまった
ので、又企画
して下さい。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

今週のおすすめ

商品部
稲垣の
おすすめ

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
は
食
物
繊
維･

ビ

タ
ミ
ン
Ｅ
な
ど
栄
養
が
豊
富
で

す
。
手
作
り
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
サ

ワ
ー･

ジ
ャ
ム
や
ス
ム
ー
ジ
ー
な

ど
も
お
す
す
め
で
す
♪

110g×2 680円(税込734円)通常税込
774円FB

ブルーベリー（長野県）  

小林さん（長野県･高山村）

294 冷凍ブルーベリー 
2パック

品質のすぐれた寒冷地栽
培適種のハイブッシュ系
ブルーベリーを、収穫後す
ぐに凍結。農薬無散布。

安心無農薬の
ブルーベリー

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。

5個入

ネージュのキャンデー
無茶々園の柑橘
果 汁 を 使 用 。
ビート糖のみを
使った無添加の
ア イ ス キ ャ ン
デー。 6本入

6本入6本入

6本入

塩味が全体の風味を
引き立てます

冷凍なので早くしみこみます 疲労回復に効果あり
梅サワーの作り方 

梅は
洗って
ヘタを
とって

梅：砂糖：酢を1kgずつ漬け、約
10日で梅がシワシワになれば出来
上がり（保存は冷蔵で）。梅味噌はこ
のレシピの酢を味噌に変えれば作
れます。

「冷凍梅レシピ」希望の方は意見欄にご記
入ください（web注文は問合せフォームへ）

3個入

冷凍梅で、梅ジュースや梅サワーに♪301

1キロはP16にあります

ミャンマーのひまわ
り畑のはちみつ。く
せ の 少ないさわや
かな 風 味 のはちみ
つです。

米と米麹を醗酵さ
せて生まれた自然
な甘みが、素 材の
旨さを引き出して
く れ る 醗 酵 調 味
料。

基本は味の母1：しょうゆ1

 味の母を沸騰させてアルコール
をとばし、しょうゆを入れ火を止
める。

八方味

◆材料
味の母 � 大5
しょうゆ � 大5 ※ 1週間寝かせると

コクが出ます。

「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。

焼き鳥のたれ、
すき焼き割り下

などに

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。

茹で時間約1分

2食入2食入

4個入

安心の美味しさ

ブルーベリー
サワーの作り方

酢･砂糖と1：1：1で10
日ほど漬けるだけ。炭
酸水などで割ってお
召し上がりください

750g 510円(税込551円)
EG150日 JK

藤巻商店（千葉県･印西市）

305 味噌「母ごころ」
(中辛)

国産大豆･国産米を原料に杉の大樽
でじっくり約1年熟成させた、中辛口
のみそです。原材料：大豆、米、塩

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6
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230g 480円(税込518円)KL

ポールスタア（東京都･東村山市）

313 花亭ビストロ
ガーリックステーキソース

  
260g 385円(税込416円)通常税込

427円
JKL

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8

500g 950円(税込1026円)
G180日 J

名刀味噌本舗（岡山県･瀬戸内市）

320 甘酒用 乾燥こうじ
甘酒専用の米糀です。冷凍保存もで
きます。

米（岡山県）  

手
作
り
用
に

生しょうゆとレモン汁を 2：1 で混ぜるだけ !

360㎖ 457円(税込494円)
EBKL

沼屋本店（茨城県･つくば市）

315 常総寒仕込み
しょうゆ(生)

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.3
150㎖ 525円(税込567円)通常税込

578円CG180日 

無茶々園（愛媛県･西予市）

316 無茶々園れもん
ストレート果汁

レモン（愛媛県）  

名刀味噌さん手作りのこちらをどうぞ !

250g 440円(税込475円)JKL

大麦（佐賀県）、 大豆（岡山県）  

こ
の
ま
ま
使
え
る
、

食
べ
る
糀
で
す
！

名刀味噌本舗（岡山県･瀬戸内市）

319 名刀「手作りひしお」

150g
×2 550円(税込594円)通常税込

620円

G180日 J

名刀味噌本舗（岡山県･瀬戸内市）

321 名刀味噌 
糀ネクター 2個組

甘酒から作った「乳酸ドリンク」。砂糖
や酸味料を加えない米糀だけの自然
な甘味と果物のような酸味が特徴。

米（岡山県）  

すぐ飲めます
炭酸水で割っても！

20g 350円(税込378円)通常税込
389円

黒こしょう（スリランカ）  

マリオさんのペッパーが
リニューアル!

90g 450円(税込486円)
有機マスタード種子（カナダ）  

肉料理、サンドイッチに、
ソースやドレッシングにも!

50g 570円(税込616円)
  

330g 475円(税込513円)
なたね（オーストラリア）  

295g 345円(税込373円)
トマト（長野県）  

きざみ野菜入りで、
いろいろな料理に
使えます　

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

322 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。

創健社（神奈川県･横浜市）

323 オーガニック
粒マスタード

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。

森文醸造（愛媛県･内子町）

324 ゆずこしょう
青こしょうとゆずのすりおろしに塩を
加えた生タイプの風味の良い薬味で
す。めん類、鍋物、お刺身の薬味に。

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

531 マヨネーズ
(キサイチ)

全卵と、圧搾なたね油を使用。マイル
ドな味のマヨネーズ。

OK
前日
！

ナガノトマト（長野県･松本市）

535 国産つぶ野菜入り
信州生まれのケチャップ

信州産トマト愛果(まなか)を使用し、
国産のたまねぎ、にんじんのみじん切
りを加えたケチャップ。

OK
前日
！

200㎖ 370円(税込400円)H J J

  

ポールスタア（東京都･東村山市）

539 国産野菜ウスター
レストランソース

国産の野菜、果物とスパイスなど加
え芳醇な味わいに仕上げました。

OK
前日
！

8g×18 575円(税込621円)
G180日 

かつお（静岡県）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜2.7

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。

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

OK
前日
！

8g×10 362円(税込391円)
IKL

  

創健社（神奈川県･横浜市）

578 和風だし一番
化学調味料、合成甘味料、保存料不
使用の顆粒状のだしの素。

OK
前日
！

8g×10 345円(税込373円)通常税込
381円

IKL

  

創健社（神奈川県･横浜市）

579 洋風だし一番
野菜とほたての旨みたっぷりのスー
プ を、使 いやすい 顆 粒 状にしまし
た。

OK
前日
！

約10本入 200円(税込216円)
タカノツメ（山形県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.8

500g 110円(税込119円)HJ

米ぬか（国内産）  ［放］ 137Cs=2.2

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。

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

325 タカノツメ
(おきたま)

山形･おきたま興農舎の伊藤さん達よ
り。農薬無散布。

川光商事（東京都･中央区）

654 いりぬか
蒸気を使用しているので、均一に煎
られています。

OK
前日
！

125g 150円(税込162円)
G90日 K

大豆（国産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

丸和食品（東京都･練馬区）

326 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。

65g 145円(税込157円)
金ごま（トルコ、エジプト等）  

40g 255円(税込275円)
CG180日 

大根（愛媛県）  

酢
の
も
の
や

サ
ラ
ダ
が
お
す
す
め

無茶々園（愛媛県･西予市）

328 無茶々園
切り干し大根

農薬、除草剤、化学肥料をいっさい
使用しないで育てた有機栽培の大根
を天日で乾燥させました。

20g 255円(税込275円)G180日 

大根（愛媛県）  

15〜20分しっかりと
水戻ししてからお使いください

100g 250円(税込270円)J

もち米･よもぎ（国内産）  
190g 155円(税込167円)

小豆（北海道）  

日本生活協同組合連合会

327 CO手ずり風すりごま 
金 65g

鉄釜焙煎で旨味･香りを引き出したご
まを、すり鉢ですったように仕上げま
した。

無茶々園（愛媛県･西予市）

329 無茶々園の
乾燥大根葉

農薬、除草剤、化学肥料をいっさい使
用しないで育てた有機栽培の大根の
葉を刻んで天日で乾燥させました。

川光商事（東京都･中央区）

330 玉三 
よもぎ入り白玉粉

国内産のもち米とよもぎを使用。1袋
で約15個のよもぎ白玉が作れます。

日本生活協同組合連合会

669 COゆであずき(北海道)
190g

北海道小豆100%使用。糖度を38〜
42%におさえました。ぜんざい、お汁
粉、小倉トースト、あんみつなどに。

OK
前日
！

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）

331 広島県産 
熟成味付け海苔

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。

乾海苔（広島県）  

化学調味料不使用

板のり7枚 500円(税込540円)C
乾海苔（広島県）  

熟成された美味しさです!

35g 300円(税込324円)G180日 

昆布（北海道）  

リアス（千葉県･船橋市）

332 熟成焼き海苔
全形7枚

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。

リアス（千葉県･船橋市）

333 ソフト納豆昆布
昆布をスライスし、ソフトな食感に仕
上げました。ご飯にふりかけたり、お
吸い物･酢の物の具にどうぞ。

500g 1030円(税込1112円)通常税込
1145円

G90日 M

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

337 そばの実
特別栽培の常陸秋そばです。甘皮が
付いた状態です。

そば（茨城県）

そばがゆやご飯と炊いたり、
餃子に入れても!

500g 970円(税込1048円)通常税込
1080円

G90日 M

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

338 そば粉
特別栽培の常陸秋そばです。甘皮を
付けたまま、どんぐりていの石臼で
ひいています。

そば（茨城県）

手打ちそば、そばがき、
クレープなどに♪

3㎏ 980円(税込1058円)通常税込
1080円

CL

日本製麻（富山県･砺波市）

334 早ゆで
ローマンスパゲッチ

早ゆでパスタ1.8㎜、業務サイズ大容
量3㎏です。もちもちとした食感です。

小麦（カナダ、他）  

スリットが入っているので
早茹ででOK!

75g×3 510円(税込552円)通常税込
567円

G150日 KL

創健社（神奈川県･横浜市）

335 お湯かけ麺 
チキン醤油ラーメン 3袋

無かんすい麺。スープは丸鶏だしと野菜、醤油の旨
味で仕上げたスッキリとした味わいです。器に麺と
スープを入れ、お湯を注いで3分で出来上がり。

  

72.5g
×3 495円(税込534円)通常税込

567円

G150日 JMKL

創健社（神奈川県･横浜市）

336 お湯かけ麺 
わかめそば 3袋

かつおと昆布だしを効かせ、甘さ控
えめの味わい。

  

110g
×2 270円(税込292円)通常税込

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
！

300g 420円(税込454円)
大麦（茨城県）  

400g 420円(税込454円)
大麦（茨城県）  

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

339 焙煎大麦粉
(はったい粉)

坂東市産の無農薬の大麦を焙煎し、
粉末にしました。砂糖とお湯を混ぜ
て食べたり、おやつの素材にも

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

340 焙煎大麦(麦茶)
麦茶用に自然農法の坂東市産の大麦
を自家焙煎しました。

発酵食品で免疫力アップ。おうちで手作り

名刀味噌本舗（岡山県･瀬戸内市）
ひしおの糀(はな)

915円(税込988円)通常税込
1004円318 550g 550g

317 ハーフ
サイズ 275g

G180日 K

食べる糀
こ う じ

です!!
「ひしお」は味噌や醤
油のルーツで、「もろ
み」とも言います。
瀬戸内地域では家庭
で作る伝統食。旨味
たっぷりのまろやか
な風味です。いつで
も気軽に手作りの「ひ
しお」が楽しめます。

プチプチと発酵
する小さな音が
聞こえます

レシピ
付きます
レシピ
付きます

麦と大豆の糀です。
糀の発酵で生まれる
自然な甘みがありま
す。醤油と水を加えて
醤油こうじ作りに。

大麦（佐賀県）  

550円(税込594円)

お醤油の代わりに
使う瀬 戸内地方の
伝 統 郷土 食。風 味
のよい食べる糀で
す。お 豆 腐 、お 刺
身、サラダなどに。

手作りはちょっと
時間がないという方には

プロの味です

丸 大 豆 寒 仕 込 み
しょう 油 が ベ ー
ス。玉ねぎなどの
野菜が入っていて
サッパリとした味

で す 。
炒 め 物
にも。

石岡市の島田さんの大豆
を使って、沼屋本店と一緒
に作った2年仕込み醤油。
原材料：大豆、小麦、食塩 
※アルコール添加はしてお
りません。

自社栽培したレモン100%のス
トレート果汁。引き締まった香り
と酸味が特長。ドレッシングやお
菓子作りなどに。

生しょうゆとレモン汁でさっぱり焼肉のたれ♪

ローリングストックに！

ステーキや焼肉に♪

久々
登場！

P5に
レシピが
あります

風味豊かなにんにくと
レモン果汁をふんだん
に使 用しました。野 菜
炒めや魚に、ムニエル
のソースにも。

From どんぐりてい

茹で時間約4分

一般的な海苔の養殖には、
品質低下や病害をもたらす
雑藻類、アオノリの駆除の
ために、酸処理が行われて
います。兼田さんは“無酸
で海をきれいにしたい”と
いう思いで、「乳酸菌」や
「酵母菌」を活用して海苔
作りをしています。

海を想って
海苔を作っています

3袋
3袋

約
10本入

沼屋本店（茨城県･つくば市）

314 沼屋 焼肉のたれ
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20g×4 230円(税込248円)
CG90日 KL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

341 きらず揚げ 
しお 4連

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

原材料：国 産小 麦
粉、おから(国産大
豆 ) 、粗 糖 、菜 種
油 、食 塩、膨 張 剤
(重曹)

20g×4 230円(税込248円)
G90日 KL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

342 きらず揚げ
黒砂糖 4連

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.3
70g 430円(税込464円)通常税込

497円

クランベリー（アメリカ）  

ヨ
ー
グ
ル
ト
に

入
れ
て
も

100g 550円(税込594円)通常税込
626円

G180日 G180日 

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

344 ドライクランベリー
原材料：クランベリー、砂糖、ひまわり油

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

345 ヨーグルトと食べる
ドライフルーツ

原材料：ドライマンゴー、ドライクランベリー、粗糖、レー
ズン、ドライパイナップル

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

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
！

6枚 350円(税込378円)
G120日 JKL

ムソー（大阪府･大阪市）

343 草加せんべい 
ミックス

原材料：うるち米、ごま、醤油、海苔、
麦芽糖、でんぷん

うるち米（国内産）  
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
！

60g 460円(税込497円)通常税込
518円

ドライパイナップル（メキシコ）  

そのまま食べる他、
一晩ヨーグルトに漬けても

65g 495円(税込535円)通常税込
562円

G180日 G180日 

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

346 ドライパイナップル
原材料：ドライパイナップル 海外の有機認証を取得。

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

347 ドライマンゴー
原材料：マンゴー 海外の有機認証を取得。

マンゴー（メキシコ）  

60g 138円(税込149円)通常税込
160円

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

348 ポテトチップス
しお味

原材料：馬鈴薯、植物油 脂(米 油、
パーム油)、食塩

じゃがいも（国内産）  
50g 180円(税込194円)

G120日 OJ

サンコー（愛知県･豊橋市）

702 えびまるせん
原材料：馬鈴薯澱粉、米油、えび、オ
キアミ、いか、食塩、アオサ、粗糖

馬鈴薯（北海道）  

OK
前日
！

100g 185円(税込200円)
CG180日 JKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

349 全粒粉クラッカー
原材料：小麦粉、植物性油脂(パーム油)、ショー
トニング(パーム油)、小麦全粒粉、食塩、小麦胚
芽、麦芽エキス、甜菜糖、イースト、膨張剤(重曹)

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.2
50g 175円(税込189円)

G150日 OJ

サンコー（愛知県･豊橋市）

699 荒挽きえびせん
原材料：馬鈴薯澱粉、えび、植物油脂(米
油)、三温糖、食塩、ごま、酵母エキス、唐
辛子、着色料(紅麹色素、パプリカ色素)

馬鈴薯（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.4

OK
前日
！

48g(8g×6袋) 210円(税込227円)
G150日 HIK

サンコー（愛知県･豊橋市）

350 きなこぼうろ
原材料：馬鈴薯でん粉、砂糖、水飴、
卵黄、きな粉、脱脂粉乳

大豆（国内産）  
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
！

60g 498円(税込538円)通常税込
562円

G180日 L

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

715 カシューナッツ 
カレー味

原材料：カシューナッツ、小麦粉、砂
糖、コーンスターチ、食塩、菜種油、
ターメリック、カレー粉

カシューナッツ（スリランカ）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.1

秘伝のスパイスが効いた
風味豊かなカレー味

OK
前日
！

85g 130円(税込140円)通常税込
162円

G120日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

351 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)

とうもろこし（アメリカ）  
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
！

170g 680円(税込734円)
CG90日 N

ますだ（千葉県･八街市）

352 うす皮煎り落花生
うす皮がついたまま塩水につけ味付
け。香ばしくて止まらないおいしさで
す。原材料：落花生、食塩

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.2
4個 293円(税込316円)

G90日 HJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

353 豆乳マドレーヌ
原材料：鶏卵(国産)、砂糖(てん菜(国産))、有機
ショートニング、小麦粉(国産)、水飴、豆乳(大
豆(国産))、食塩/膨張剤(ペーキングパウダー)

鶏卵（国内産）  

素材本来の美味しさを追求した
優しい味わいのマドレーヌ

20g×4連 280円(税込302円)
G300日 K

サンコー（愛知県･豊橋市）

354 アップルグミ
原材料：水飴、砂糖、濃縮りんご果
汁、ゼラチン、粉末オブラート、酸味
料、ゲル化剤、光沢剤、植物レシチン

りんご果汁（国内産）  

着色料･香料不使用です　

110g 266円(税込287円)通常税込
313円

G90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

355 ふところ餅
原材料：米粉(国内産)、砂糖 (てん菜
糖 )、食 塩、小 麦 粉( 国 内 産 )、コー
ヒー、紫芋粉末、抹茶粉末

米（国内産）  

プレーン味、紫芋味、
抹茶味、珈琲味の4種類

6枚 150円(税込162円)
G90日 NL

日本生活協同組合連合会

356 CO 南部せんべい 
落花生 6枚

原材料：小麦粉、落花生、コーンス
ターチ、砂糖、食塩、膨張剤

小麦（オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ）  
85g 100円(税込108円)JL

小麦粉（国内産）  
200g 276円(税込298円)

EIK

日本生活協同組合連合会

358 CO ファミリー
チョコレート 200g

原材料：砂糖、カカオマス、植物油
脂、全粉乳、ココアバター、ココアパ
ウダー、乳化剤、香料

  

140g
(個包装込み) 280円(税込302円)

EG180日 I

サンコー（愛知県･豊橋市）

359 珈琲キャラメル
原材料：水飴、加糖れん乳、砂糖、
ショートニング、有機インスタント
コーヒー、食塩/乳化剤

コーヒー（コロンビア）  

日本生活協同組合連合会

357 CO国産小麦の
野菜バー 85g

原材料：小麦粉、植物油脂、砂糖、
ショートニング、乾燥野菜、炭酸カル
シウム、膨張剤、香料

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
！

プレスのこだわり商品勢ぞろい
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
！

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!

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

OK
前日
！

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。

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

  

OK
前日
！

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。

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
！

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
！

200枚 130円(税込143円)

丸富製紙（静岡県･富士市）

361 花束ペーパータオル
(ハード)200枚

再生紙100%のハードペーパータオル。
220mm×200mmの中判サイズで、1
枚でもしっかりと水分を拭きとれます。

  
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
！

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

！

虫の嫌うハーブの香り
を配合することで家族
で安心して使えるチャ
イルドアウトドアスプ
レー。お子様(1才以
上)にも使えるやさし
い香りです。香料、合
成着色料、鉱物油、パ
ラベン、アルコール、
石油系合成界面活性
剤、紫外線吸収剤は無
添加。 100㎖ 1280円(税込1408円)

ハイム化粧品（千葉県･松戸市）

362 チャイルド 
アウトドアスプレー

  

家族で使える虫よけスプ
レー。虫の嫌うハーブと天
然精油の爽やかな香り。合
成忌避剤ディート不使用。

常
総
生
協
発
案  

個包装個包装

原 材 料：国 産
小 麦 粉 、お か
ら ( 国 産 大
豆 )、粗糖、菜
種油、黒砂糖、
食 塩 、膨 張 剤
(重曹)

4個入

95g 185円(税込200円)E

サンコー（愛知県･豊橋市）

712 包み黒糖飴
原材料：粗糖、黒糖、水飴

黒糖（沖縄県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

OK
前日
！
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半斤3枚 135円(税込146円)通常税込
151円 1斤6枚 250円(税込270円)通常税込

292円
1斤 425円(税込459円)

CG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

366 パン･ド･ミ
(レーズン食パン) 8枚

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、塩 ※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

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.7
1斤 300円(税込324円)

G届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

367 パン･ド･ミ
(全粒粉食パン)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、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）
1個 535円(税込578円)

G届いて1～2日 IL

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

369 チーズカンパーニュ
原材料：小麦粉、ナチュラルチーズ
(北海道)、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、熊本県）  ［放］不検出 ＜4.6 ＜3.8

約40g×5 415円(税込448円)
FCG180日 L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

372 国産全粒粉プチパン
原材料：小麦粉、全粒粉、天然酵母、
ロースト胚芽、てんさい糖、生イース
ト、塩

小麦（国内産）  
約65g×6 605円(税込653円)

FBG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

373 ブリュッセル 
ワッフル

原材料：小麦粉、牛乳、卵、植物油脂、
砂糖、食用加工油脂、トレハロース、粉
末油脂、ベーキングパウダー、塩、香料

小麦（カナダ、他）  
1個 157円(税込170円)通常税込

180円

FBG30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 184円(税込199円)通常税込

210円

FBG30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 200円(税込216円)通常税込

227円

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

376 にんじんベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、玄米粉(茨
城県)、人参(浅野農園)、粗精糖、天
日塩、天然酵母

小麦（北海道）、人参（茨城県）  

180g 420円(税込454円)通常税込
464円

いちご（九州）  
180g 600円(税込648円)

ブルーベリー（熊本県）  
145g 420円(税込454円)

ごま（ミャンマー、他）  

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

378 いちごジャム
いちごは九州産の「さがほのか」。は
ちみつ、レモン果汁を使い、食べやす
いあっさり味に仕上げました。

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

615 ブルーベリージャム
熊本県産のブルーベリーの風味を生
かした、あっさりとしたジャム。原材
料にはちみつを含みます。

OK
前日
！

デイリーフーズ（長野県･坂城町）

608 黒ごまペースト
黒ごまをペースト状にし、三温糖、蜂蜜、食塩
で味付けしました。そのままパンにつけて。開
封後要冷蔵。原材料にはちみつを含みます。

OK
前日
！

8袋 980円(税込1058円)通常税込
1080円

  

100g 700円(税込756円)B
緑茶（京都府）  

100g 1100円(税込1188円)
緑茶（京都府）  

50g 845円(税込913円)
CG180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

382 粉末煎茶「風月茶」
かわばた園の上煎茶を石臼で挽いた
粉末のお茶です。お茶の葉全部を安
心してお飲みください。農薬無散布。

  
2g×20 460円(税込497円)通常税込

540円

紅茶（スリランカ）、カモミール（ドイツ）  
2g×30 398円(税込430円)C

ジャスミン（中国）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

380 童仙房茶舗 
有機煎茶

有機栽培の宇治煎茶です。お手軽に
飲めるようさわやかな味に仕上げま
した。

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

381 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。

ランカスター（千葉県･千葉市）

383 カモミールティー
(ティーバッグ)

りんごに似た香りのジャーマンカモ
ミールとスリランカのセイロン紅茶
を、絶妙な割合でブレンドしました。

ランカスター（千葉県･千葉市）

384 ジャスミン茶
(ティーバッグ)

中国を代表する花茶の1つ。沸騰した
お湯で1〜2分程度蒸らすと、ジャスミ
ンの香りがより一層ひきたちます。

320g 490円(税込529円)
ECG30日 

三里塚物産（千葉県･成田市）

385 無農薬の
にんじんジュース100%

龍崎さん、香取さんを中心に、千葉県
の生産者が無農薬栽培した人参のみ
を搾った100%ストレートジュース。

人参（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1
210g 370円(税込400円)CJ

しそ（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.9

三里塚物産（千葉県･成田市）

386 しそジュース
(希釈用)

無農薬栽培のしそ、粗糖、醸造酢が
原料。ポリフェノールを多く含みま
す。

250㎖ 140円(税込151円)
しょうが（国内産）  

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

388 オーガニック
ジンジャーエール

国産有機しょうがを使用した有機ジンジャー
エール。爽やかな飲み心地に有機しょうがの
辛みをきかせた刺激的な味わいです。

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。

G届いて1～2日 L
Le･Lourdes（神奈川県･中井町）
パン･ド･ミ(食パン) 1斤

364 8枚

363 6枚

270円(税込292円)B

270円(税込292円)B

365 ノースライス 260円(税込281円)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

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

※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。

Le･Lourdes
(レ･ルルド)

自家製酵母パン

小麦（アメリカ、他）  
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）

368 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）

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 630円(税込680円)
CG35日 HIJKL

オリオンベーカリー（岩手県･花巻市）

377 発芽玄米入り
クロワッサン

岩手県産の小麦を使ったクロワッサ
ンです。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.2

10個入
1個あたり
税込68円

パ
ン
と
一
緒
に

HIJKL

アサヒグループ食品（東京都・墨田区）

379 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

104.4g
(17.4g×6袋) 450円(税込486円)

IL

味日本（広島県・広島市）

645 国産野菜入りコーン
ポタージュスープ

3 種の 国 産 野 菜 を 使ったコーンポ
タージュスープの素。北海道産スイー
トコーン使用。

とうもろこし（北海道）  

北海道スイートコーン使用

OK
前日
！

糖度40度

いばらきベーグル地元のお店 浅野さんの人参を
使いました

冷凍パン 凍ったまま電子レンジまたはトースターで OK!

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
！

350㎖

L

エチゴビール（新潟県･新潟市）

760 エチゴビール スタウト
(黒ビール)

通常と比べ約1.3倍の麦芽を贅沢に
使用して仕込み。スタウト(強い)とい
う名の通りアルコール分7%と強め。

OK
前日
！

720㎖ 1210円(税込1331円)J

さつまいも（鹿児島県）  

地元で契約栽培のさ
つまいも(コガネセ
ンガン)、米、黒麹で
仕込み、素焼きの甕
で 熟 成 さ せ た 本 格
焼酎。

小正醸造（鹿児島県･日置市）

392 小正謹醸 
いも焼酎25

お酒

720㎖ 1580円(税込1738円)
ぶどう（長野県）  

林農園（長野県･塩尻市）

394 五一わいん 
草生栽培セイベル9110

塩尻桔梗ヶ原産のセイベル
を100%使用、酸化防止剤
不使用の自然派ワイン。雑
草と共生させる栽培方法で
育てたセイベル。

お酒

720㎖ 1675円(税込1843円)
ぶどう（長野県）  

林農園（長野県･塩尻市）

393 五一わいん
草生栽培メルロ

塩尻桔梗ヶ原産のメルロ
を100%使用、酸化防止
剤 不 使 用 の 自 然 派 ワイ
ン。雑草と共生させる栽
培方法で育てたメルロ。

有機肥料で葡萄を育てました。自然のままの優しいワイン

お酒

お酒

256円(税込282円)通常税込
293円

麦芽（フランス）  

190g×5 698円(税込754円)

C

りんご（青森県）、人参（熊本県）  
190g×30 4100円(税込4428円)

389 5缶 390 30缶

ひこばえ（大阪府･茨木市）
アップルキャロット

青森県･新農業研究会の減農薬栽培のりんご
果汁70%に、熊本県･くまもと有機の会の減
農薬栽培のにんじん果汁30%を加えました。

30缶

5缶

2ℓ×6 1300円(税込1404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）

757 龍泉洞の水 
2ℓ×6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。

OK
前日
！

250㎖ 130円(税込140円)通常税込
151円

  

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

391 みかんサイダー
+レモン

国産有機うんしゅうみかんと海外産
有機レモンを使用。果汁14%。有機
砂糖使用

1000㎖ 320円(税込346円)
CG120日 K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市）

387 国産大豆の
無調整豆乳

大豆（国内産）  

国産 大 豆(非遺伝
子 組 換え)と水だ
けで作りました。
大豆本来のおいし
さを追求した無調
整豆乳です。

お得な
6本組は

16ページ

本紙
クーロンヌのパン
　　掲載スタート！

地元で
愛される

370 半斤3枚
自家製配合小麦とルヴァン発酵種でもっちり食感とクセのない味わいに仕上
げました。

371 1斤6枚

クーロンヌジャポン（茨城県･取手市）
クーロンヌの角形食パン G届いて2日 AG届いて2日 IL

原 材 料：小 麦
粉(北海道、神
奈 川 県 、茨 城
県）、自家製天
然酵母、塩　
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778円(税込840円)通常税込
998円

カット野菜

＋
味付き
肉・たれ 全 特品 価

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）

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

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）

403 もち米
減農薬、無化学肥料栽培。

・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

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

やさとのお米 不検出 不検出

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）

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

こう見るといかがでしょう？
ご飯はとても経済的で家計の強い見方にもなります。

31円
120円

菓子パン1つ
（ごはん3.9杯）

200円

カップラーメン1つ
      （ごはん6.5杯）

150円

ペットボトル1本
（ごはん4.9杯）

ご飯1杯31円

金額はお米65g／めぐみちゃん5㎏2,350
円で試算した場合です

3人前
(約465g)

EG届いて1～2日 HKL

もっちり麺に絡む
野菜と海鮮の旨味

337円
（税抜）

1食当り

3人前

セット内容：カット野菜(白菜、玉ねぎ、
小松菜、パプリカ)、海鮮ソース、麺2
袋（3人前）、もやし、野菜ブイヨン

食塩相当量：2.28g

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

399 5種野菜の
海鮮焼きそば

新鮮な野菜がたっぷり入った野菜セットと麺
と海鮮ソースと野菜ブイヨンがついた海鮮焼
きそばセットです。

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

調理時間
約5分

準備品
油

1010円(税込1091円)通常税込
1294円

小麦粉（東京都）、白菜（国内産） 

調理時間
約5分

準備品
油

セット内容：具材入りタレ
（豆腐団子）、玉ねぎ、ピー
マン、人参、水煮たけのこ

豆腐入りで
ふんわり食感

389円
（税抜）

1食当り

2人前(約450g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

400 ふんわり豆腐団子と
野菜の甘酢炒め

新鮮な野菜と豆腐団子甘酢ソースのセットで
す。下処理カット済みなので、フライパンで調
理できます。

豆腐・玉ねぎ（国内産） 

2人前

食塩相当量：1.5g

411円
（税抜）

1食当り

海鮮の旨味がたっぷり 

2人前
セット内容：カット野菜(白
菜、玉ねぎ、小松菜、人参)、
もやし、具材入り添付たれ

調理時間
約4分

準備品
油

食塩相当量：1.5g

822円(税込888円)通常税込
1015円2人前(約460g)

EG届いて1～2日 HKLO

白菜（国内産）、えび（ベトナム） 

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

397 5種野菜と天然えびの海鮮塩炒め
新鮮な野菜と本格海鮮ソースのセットです。下処理カット
済みなので、フライパン一つで手軽に調理できます。

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

がミールキットが
お試し大特価!

ミールキットとは、包丁不要、調理は4～ 12
分以内、「煮るだけ、焼くだけ、炒めるだけ」
の3拍子揃った簡単調理品です。これまで計
4800食ご注文をいただき、組合員さんからも
「美味しい」と高評価をいただいています♪

手軽に本格的な味
が楽しめました。
主人いわくお肉が
この3倍くらいあっ
たらな、との事。
タレの味もちょう
どよく美味しく味
わいました。ごち
そうさまでした。
いつもありがとう
ございます。
� （Sさん）

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

★自社農場を基本とした
新鮮な野菜
★化学調味料不使用
★お肉、その他食材も常
総生協とつながりがあ�
る生産者から調達

ミールキットの魅力は？
JOSOの

例：鶏→秋川牧園
うるち米→おきたま興農舎

包材 調理

2人前

412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

タケノコと豚肉の
ハーモニー

食塩相当量：3.1g

824円(税込890円)通常税込
1037円2人前(約320g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

396 国産野菜の青椒肉絲
国産野菜、調味肉が一つになったセットです。フライパン
ひとつで簡単に青椒肉絲が出来上がります。

玉ねぎ（国内産）、豚肉（鹿児島県）
798円(税込862円)通常税込

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

399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

822円(税込888円)通常税込
1078円

EG届いて1～2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

398 シャキシャキ彩り5種野菜と
白身魚の南蛮漬

新鮮な野菜と、下味がついた国産の白身魚の
セットです。下処理カット済みなので、フライパ
ン一つでどうぞ。

調理時間
約5分

準備品
油

セット内容：調理魚、カッ
ト野菜(玉ねぎ、ピーマン、
人参、エリンギ、パプリカ) 

白身魚の旨味と
野菜がマッチ 

411円
（税抜）

1食当り

2人前

2人前(約375g)

玉ねぎ（国内産）、シイラ（長崎県）

食塩相当量：1.0g

875円(税込945円)通常税込
1134円

2～3人前
(約455g)

EG届いて1～2日 OJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

402 海鮮中華丼の具(醤油)
新鮮な野菜と本格海鮮塩炒めソース、だし醤油
タレが入った中華丼の具が作れるセットです。

キャベツ（国内産）、スルメイカ（青森県） 

2～3
人前

438円
（税抜）

1食当り

調理時間
約6分

準備品
ごま油、白飯

セット内容：海鮮の具、カッ
ト野菜(キャベツ、玉ねぎ、
人参、ニラ)、タレ 

食塩相当量：1.80g

海鮮のダシが
きいていて美味

790円(税込853円)通常税込
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）

401 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

395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

大好評!!

411円
（税抜）

1食当り

クーロンヌのパン
　　掲載スタート！
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1kg 1450円(税込1566円)通常税込
1620円

C

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

404 ミャンマー産
ひまわりはちみつ

ミャンマーのひまわり畑のはちみつ
です。くせのすくないさわやかな風味
のはちみつです。

はちみつ（ミャンマー） 
200㎖×24 1200円(税込1296円)通常税込

1344円

  

日本生活協同組合連合会

754 CO ただの炭酸水 200㎖

OK
前日
！

250㎖×6 810円(税込876円)通常税込
906円

しょうが（国内産）  

果糖ブドウ糖液糖を使用していません　

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

405 オーガニックジンジャーエール 
6本組

国産有機しょうがを使用した有機ジンジャーエール。爽や
かな飲み心地に有機しょうがの辛みをきかせた刺激的な
味わいです。

100g×4 732円(税込792円)通常税込
832円CKL

いわし（国内産）  

天然醸造醤油
「澪つくし」使用

信田缶詰（千葉県･銚子市）

406 国産いわししょうゆ味
まいわしを天然醸造醤油ときび糖で薄味に仕上げまし
た。1缶3尾前後。

100g×3 430円(税込464円)通常税込
475円

JKL

いわし（国内産、メキシコ）  

日本生活協同組合連合会

680 COいわし蒲焼100g×3缶
栄養豊かないわしを甘さ控えめに味付けしました。その
ままおかずにしたり、あたたかいご飯にのせても。

OK
前日
！

2本×6袋 280円(税込302円)通常税込
321円

IL

小麦粉（日本、アメリカ）  

日本生活協同組合連合会

407 CO風味豊かな発酵バターの
SB12本

発酵バター21%、北海道バター10%を使用し、風味豊
かに焼き上げたショートブレッドです。

本煉50g×5、小倉50g×5 930円(税込1004円)通常税込
1037円

小豆（北海道）  

田中製餡（東京都･大田区）

408 保存用一口羊羹(本煉･小倉)
長期保存可能な、北海道産小豆を使用した本格的ようか
んの詰合せ。保存料不使用。

200g(1人前)×5袋 1030円(税込1112円)通常税込
1134円

IKL

キャニオンスパイス（大阪府･泉南市）

409 野菜ごろごろのビーフカレー
5パック

野菜、牛肉（国内産）  

甘口です。辛くないのでお子さんにも♪

200g
×3 330円(税込356円)通常税込

367円

CJ

日本生活協同組合連合会

410 COおいしいご飯
3個パック

山形産米はえぬきを使用し、高温短
時間で殺菌した無菌化トレー米飯。
レンジ、湯せんで調理可能。

米（山形県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.7

160g
×3 330円(税込356円)通常税込

367円

CG180日 J

日本生活協同組合連合会

411 CO おいしい赤飯 
160g×3個パック

国内産水稲もち米と北海道産小豆を
使用したレトルト包装米飯。レンジ、
湯せんで調理可能。

小豆（北海道）  
500㎖×24 2750円(税込2970円)通常税込

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）

412 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。

8個
144g 333円(税込360円)通常税込

373円FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

413 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。

ごぼう（国内産）  

食べ応えあり!
　お弁当にも

120g(4個) 354円(税込382円)通常税込
397円

FCHIJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

414 黒豚メンチカツ
秋川牧園の黒豚ミンチにたっぷりの国産玉葱、秋川牧園
の卵と牛乳も加え味付けをし衣で包み揚げました。

豚肉（国内産）  

レンジかトースターで ご飯にも
パンにも合う

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）

419 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。

100㎖ 190円(税込205円)FI

生乳（北海道）･いちご（高知県） 

旬の高知県産生苺の果汁･
果肉を使用

久保田食品（高知県･南国市）

420 いちごアイス
牛乳と苺と砂糖だけで造り上げ、素
材本来の持ち味を最大限に引き出し
たアイスです。乳脂肪分：1.5%

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）

415 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）  
12個180g×2 722円(税込780円)通常税込

842円

FG120日 KL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

416 飛鳥の黒豚シューマイ 2パック
九州産の黒豚肉をたっぷり使用。ジューシーで味わい豊
かな一品。蒸すかレンジで温めて。2パックでのお届け

豚肉（国内産）  
80㎖×2 320円(税込346円)F

すもも（高知県）  

瑞々しい自然の美味しさを
最大限に引出しました

80㎖×2 320円(税込346円)F
ゆず（高知県）  

ひとつひとつ手しぼりで果汁を取りました

久保田食品（高知県･南国市）

421 南国土佐のすももアイスキャンデー 
2個

高知県産旬採りすもも(大石早生)の果汁･果肉とお砂糖
だけで作り上げた、こだわりのアイスキャンデー。

久保田食品（高知県･南国市）

422 手しぼりの柚子アイスキャンデー
2個

旬のゆず玉を生産農家から直接仕入れ、自社工場内で手
しぼりで果汁を取った、こだわりのキャンデーです

330g
(つくね10個、タレ40g×2) 418円(税込451円)通常税込

473円

FCG180日 HJKL

大新（鳥取県･境港市）

417 4種野菜の
おさかなつくね

あじ（国内産）  
110g 280円(税込302円)通常税込

322円

FCG180日 JKL

平庄商店（北海道･根室市）

418 さんまぼろぼろ

さんま（北海道）  
130g×2 330円(税込356円)通常税込

378円
G120日 
天草（国内産）

130g×2 330円(税込356円)通常税込
378円

G120日 
天草（国内産）

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

423 トコゼリー ピーチ 2個
ピーチと数種類の果物の果肉を潰してゼリーに溶け込ま
せているので、1種類の果物では出せない味わいがありま
す。国産の天草を使用。無香料、無着色

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

424 トコゼリー みかん 2個
みかんと数種類の果物の果肉を潰してゼリーに溶け込ま
せているので、1種類の果物では出せない味わいがありま
す。国産の天草を使用。無香料、無着色

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)

C 4週に1回お届け　D 4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

新学期の準備に
冷菓はいかが

8個入
4個入

ひんやり美味しい

※イメージ

2個入

あじに4 種の 国 産 野
菜(玉ねぎ、人参、ごぼ
う、長芋)を混ぜたつ
くねです。仕上げに添
付たれをからめて。

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。

非常時の対策は常に怠らずに!

防災特集防災特集
日常生活で消費

しながら備蓄する
ローリングストックにも

ぴったりの商品が
大集合。

備えあれば
　憂いなし

30 種 類のス パイ
スをブレンドした
カ レ ー パ ウ ダ ー
と、丁寧に時間を
かけてじっくりと
焙煎した香辛料を
使用。

1人前
206円

24缶

福 岡 県「 甘 木
の 水 」を 使 用
した 炭 酸 水 。
お 好みにあ わ
せてお 飲みく
ださい。無糖、
無香料。

❶　 パックから出して耐熱用
のポリ袋に入れます。

❷　 鍋底につかないように、
お皿など入れます。

❸　 水と①を鍋に入れ、沸騰
したら中火で5分。

　 途中ひっくり返すと時短に
なります。

パックご飯は、災害時
湯せんで温めて食べられます

ぜひ、耐熱用ポリ袋も
一緒にご用意を!

2本
   ×6袋


