
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
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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

1972年に自給自足の暮ら
しを目指した農家6組が集
まり設立。北海道は旭川か
ら北へ60キロ北上したと
ころに位置し、じゃがい
も、玉ねぎ、人参、かぼちゃ
などの農産物を9月～ 12月
にかけて出荷します。

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）  
150g 320円(税込346円)通常税込

356円

ECG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

15 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）  
250g+50g 548円(税込592円)通常税込

621円

EBG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

16 よつ葉
シュレッドチーズ(増量)

生乳（北海道）  

150g 270円(税込292円)
G180日 IJL

コープ自然派事業連合

17 クリームシチュー
ルゥ

素性の確かな国内産牛脂を使用。さ
まざまな料理のベースに使えます。1
袋約7皿分。

小麦（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）

18 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）  
340g 895円(税込967円)通常税込

1004円

FO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

19 大粒
シーフードミックス

スルメイカリング、ほたて、天然エビ
のミックス。通常よりも大粒です。

するめいか･ほたて（国内産）、天然エビ（マレーシア、インドネシア）  

雄武漁業協同組合では、
秋鮭のふ化事業、帆立稚
貝の放流等、早くから
「つくり育てる漁業」に
着目し、漁場の環境保全
のための植樹運動や、魚
をとりすぎないための資
源管理を行っています。

40g×6 375円(税込405円)通常税込
430円

FCPIJL

大進食品（神奈川県･横浜市）

20 北海道八雲発マムの
カニクリームコロッケ

北海道酪農発祥の地･八雲町産の生
乳を使用したカニクリームコロッケ。
アツアツの揚げたてをどうぞ。

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.6
250g×2 940円(税込1016円)通常税込

1058円FG180日 
茨城県  

田仲さん達（茨城県･桜川市）

21 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。

(80g×3)
×2 368円(税込398円)通常税込

458円EG18日 I
生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

デザートにヨーグルト♪

70g×3 528円(税込570円)通常税込
592円

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

23 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）  

5～7粒
約100g 580円(税込626円)通常税込

646円

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

24 雄武産 ほたて貝柱
(生食用)

北海道のオホーツク海に面する雄武
の前浜で4年間じっくり育てました。
お刺身でどうぞ。

ほたて貝柱（北海道）  

甘い貝柱を
ぜひお刺身で!

注 文 用 紙
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組合員が意見を出しあい、使用原料のでどころと品質を
確認し、非遺伝子組み換えの素材で作ったフレーク状の
カレールゥ。牛脂は和牛生脂肪使用。

150g 290円(税込313円)L

150g 300円(税込324円)KL
656 中辛カレールゥ

7皿分

7皿分

OK
前日

！
常総生協（茨城県･守谷市）

655 甘口カレールゥ

50g増量
価格はそのままで

203円/100g2
パック

お得 2
 個組

お得

雄武漁協
From 

5～7
粒

6個入
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旬 の野菜とシンプルな素材で

絶品カレー
よつ葉ナチュラル
チーズ(チェダー、
モッツァレ ラ )�
100%。セルロー
ス(結着防止剤)不
使用。

1kg 265円(税込286円)通常税込
302円

士別農園（北海道･士別市）

13 士別のじゃがいも

北海道 

サラダ、粉ふきい
も、マッシュポテ
ト、味噌汁の具材
等何にでも。品種
は男爵(だんしゃ
く)、減農薬栽培。

1kg 280円(税込302円)通常税込
322円

士別農園（北海道･士別市）

12 士別の玉ねぎ

北海道 

実の締まりが良く、
甘みが強く、生で
も美味しく頂けま
す。除草剤不使用･
減農薬栽培。

1玉 383円(税込414円)通常税込
430円

士別農園（北海道･士別市）

11 士別のかぼちゃ

北海道 

士別農園
From 北海道 

ホクッとした口当たりと程
よい甘みで、煮物の他ポ
タージュやソテー、パイ等
にも。減農薬栽培。

うことは“変わり者”と呼ばれていたんだ。自分たちで安心できるものを子供たちに食べさせたいという想い、農園の事務所は託
児スペースを使い、教育費・居住費など共同の会計から支払われており、“これは「生協」の理念と同じなんだな”と先代は感じた
と思う。」常総生協と付き合いを始めて約35年、先代の意思を受け継いだ代表の古市さんは話します。
　今年の北海道は5月の長雨、7月～ 8月は干ばつ（雨不足）により農産物にとっては厳し
い状況が続いています。士別市でも2か月で40ミリ程度しか雨が降らず、玉ねぎやじゃがい
もが肥大化しにくい環境でしたが、何とか収穫の
時期を迎えようとしています。そうした中でも、
設立当初からの農薬削減の取り組みは変わらず、
今年も除草剤不使用で栽培しています。しかしな
がら、ここ士別地域も天候不順に加え人員不足や
高齢化など、地域を取り巻く問題も深刻だと古市
さんは話します。厳しい農業情勢の中「共同」の
力が一層、価値が問われていくかも知れません。

北海道
農事組合法人 士別農園

　士別農園（北海道）は1972年に有畜複合経営※を行い、
自給自足を目指した農家6組により設立された農業法人で
す（※農作物の生産と畜産を組み合わせた経営）。当時、士別
農園は養豚などの畜産と畑作・水田の農産を組み合わせ
た経営を実践し、ハムやソーセージ、漬物といった加工品
を一貫して取り組み、生産物を無駄なく利用し添加物に
頼らない食品の生産を実践してきました。現在は、人手
不足などにより、畜産加工はおこなっておりませんが、今
年も常総生協ではじゃがいも・玉ねぎ・かぼちゃ・人参（10
月中旬～）、加工品では三五八漬けや三升漬けなどを企画
する予定です。「当時（1980年代～）は、6組の農家が自
給自足を目指す、農協ではなく生協とお付き合いするとい

士別市

旬がやってきたの

雄武沖での秋鮭定置網漁

joso

サツラク農協（北海道･札幌市）

22 サツラク酪農家限定
ヨーグルト加糖 2個組

11戸の生産牧場限定の生乳使用。生乳を90%以上使用
し、まろやかでクリーミーな食感。香料、安定剤不使用。

北
の
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地
の
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代表の古市さん（左
）と眞鍋さん

士別農園の皆様



2

500g 361円(税込390円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

長島さんのトマト

茨城県  ［放］不検出 ＜0.4 ＜0.5

良 質 な 土 作りが
モットーの長島さ
んのトマトは、ひと
味違うと毎年好評
です。ホルモン剤を
含め、農薬無散布･
無化学肥料栽培。

無農薬

天候不順で出荷が
難しくなりました

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

「オーロラ」!

果肉の硬さは
中程度、糖度
と酸味のバラ
ンスが取れ、
香りがよく、果
汁の量が多い
りんごです。減
農薬栽培。2～4玉(約800g) 730円(税込788円)

波動農法研究会･高田さん（長野県･須坂市）

26 りんご
(シナノドルチェ )

長野県  
約450g 1203円(税込1299円)

畑さん、岡安さん達（長野県･須坂市）

27 シャインマスカット
種無し･皮ごと･高糖度の3拍子揃った
ブドウです。1房でお届けします。減
農薬栽培。

長野県  
2玉約600g 600円(税込648円)

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

28 洋梨(オーロラ)
養豚と果樹栽培の有畜複合農業を
行っております。肥料は、自家豚糞堆
肥を使用します。減農薬栽培。

長野県  

1kg 1050円(税込1134円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.6

500g 598円(税込646円)
山形県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.1

約350g 598円(税込646円)
長野県  

200g 398円(税込430円)
山形県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6

150g 398円(税込430円)

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

29 ぶどう
(スチューベン)

果肉が軟らかく多汁で、甘味がとても
強い。果皮は黒色で、巨峰を小振りに
した感じ。減農薬栽培。

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

30 ぶどう
(ネオマスカット)

濃厚な味わいと特有の香り。甘みが
強く、ジューシーなぶどうです。減農
薬栽培。

高田さん、保科さん達（長野県･須坂市）

33 巨峰
甘さと酸味のバランスが良く、根強い
ファンが多い品種です。減農薬栽
培。

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

34 大塚さんのぶどう
(ピオーネ･高尾)バラ

房からはずした粒でのお届け。品種
は大粒系ぶどうのピオーネ、高尾の
どちらかです。減農薬栽培。

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

35 大塚さんのぶどう
(シャインマスカット)

房からはずした粒でのお届け。品種
は大粒系で皮ごと食べられる今人気
の品種。減農薬栽培。

山形県  

3玉 498円(税込538円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

1kg 899円(税込971円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.6

3玉
(700～800g) 554円(税込598円)

青森県  
約1kg 509円(税込550円)

鹿児島県  
約1kg 825円(税込891円)

おきたま興農舎･大沼さん（山形県･高畠町）

32 ぶどう(ベリー A)

成田農園･成田さん（青森県･板柳町）

36 りんご(サンつがる)
早生品種の中でも最も人気のあるり
んご。パリッとした食感と甘みがあり
ます。減農薬栽培。

濱上さん（鹿児島県･出水市）

37 濱上さんの
温州みかん(グリーン)

地場の身近な素材を使った自家製肥
料を主体に使います。外皮はやや青
めです。農薬無散布。

舘野さん（栃木県･小山市）

38 梨(豊水)
梨園の土作り、環境作りを重視し、健
全な樹、食べて元気になるような梨作
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450
～600g 310円(税込335円)A

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  

50g 205円(税込221円)
高知県  

約150g 185円(税込200円)

ゼスプリインターナショナルジャパン（東京都）

39 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。

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

40 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。

樫谷さん達（熊本県）

41 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）

42 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。

とさやま開発公社（高知県･高知市）

43 みょうが
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。

渥美農園（静岡県･浜松市）

44 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。旬の焼き魚に最適。減
農薬栽培。

静岡県  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

1束(約100g) 115円(税込124円)
A

上野さん達（栃木県･上三川町）

45 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  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.7
250g 52円(税込56円)EA

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

鮮
度
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1玉 210円(税込227円)
群馬県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.4

1玉 184円(税込199円)
群馬県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.2

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）

46 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）

47 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）

48 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）

49 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）

50 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  

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

約180g 276円(税込298円)
北海道  

パリッパリの食感が特徴♪

200g 220円(税込238円)
茨城県  

あゆみの会･篠塚さん達（千葉県･香取市）

51 ミニトマト

今村さん達（北海道･栗山町）

52 初恋スマートミニトマト

木村農園（茨城県･つくば市）

53 木村さんのアイコトマト

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!

「 秘 伝 」
品種リレー最後を飾る枝豆 今回

のみ

枝豆晩生品種「秘伝」のお届け。木酢
を使って病害虫防除。農薬無散布。

250g 435円(税込470円)K

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

25 枝豆(秘伝)

山形県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7

無農薬

2005年に登録さ
れた比較的新しい
品種です。甘味と酸
味のバランスが 非
常に良いリンゴ で
す。長野県の高田さ
んが、その樹に応じ
た栽培で丹精込め
て作り上げました。
収穫が9月下旬のみ
と非常に時期が限
られていますので、ぜひこの機会にご賞味ください。

長野県オリジナル品種

「シナノドルチェ」
シーズン初

シーズン初

シーズン初

※�

１
房
単
位
で�

お
届
け
し
ま
す

種無し･皮ごと･
高糖度!

翡翠のように美しいエメラルド
グリーンの果皮、マスカットの
爽やかな香りと甘みが特徴で、
近年大変人気のブドウです。

甘みが非常に強く、きめ細かい
舌触りが特徴です。食べ頃にな
ると果皮がはっきりと黄色く変
化するため、食べ頃がわかりや
すく、初めて洋梨を食べる方に
もおすすめです。

洋梨リレーのトップバッター

黄金色に
なったら食べ頃

山形
From おきたまの旬の果実召し上がれ

ニューヨーク
生まれの
品種

赤緑色の果皮
がだんだん黄
色くなってき
て、果肉もやわ
らかめになった
頃が食べ頃。減
農薬栽培。

ベリーAはワイン用
の品種ですが、手間
ひまかけた管理で、
生食でも美味しいぶ
どうになります。減
農薬栽培。

おきたま興農舎･横山さん（山形県･高畠町）

31 レッドバートレット(洋梨)

シ
ー
ズ
ン

最 

終

シ
ー
ズ
ン

最 

終
3個入

地場のトマトも終盤です。お見逃しなく
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。

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。

パリッとした食感です
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。

黄色のトマト
が入る場合が
あります

3玉

3玉

2玉

2～4
玉

料理の薬味にどうぞ無農薬

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

無農薬

無農薬

ぶどう生産者：大沼さん

おきたま興農舎小林さん

シーズン初

シ
ー
ズ
ン
初

シ
ー
ズ
ン
初
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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

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

1束(約150g) 150円(税込162円)
茨城県  

1束(250g) 230円(税込248円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

57 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）

58 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。

群馬県  ［放］不検出 ＜4.9 ＜4.2

　2020年12月にゲノム編集
したトマトが政府に届け出
され、2021年の秋を目途に
日本でもゲノム編集された
種が一般流通されるという
事態に、常総生協としても
危機感を抱いています。狙
い通りの遺伝子が破壊でき
た場合でも想定外の変異が
起きたり、想定外のタンパ
クが生成されたりする問題
も報告されています。最も
問題なのは表示なしに生産･
流通が可能であるというこ
とです。
　一方で、政府もしっかり
とした根拠があれば、種苗
や食品に「ゲノム編集では
ない」と表示できることを
認めています。そこで種に
携わる有識者が集まり「OK
シードプロジェクト」を開

始しました。
　今後、このプロジェクト
ではOKシードマークを日本
全国で拡げることで、ゲノ
ム編集食品の問題について
考える機会を作りだし、市
民が食を選ぶ権利を守れる
ように活動をしていく予定
で、常総生協もこのプロジェ
クトに参加していきます。

330g 698円(税込754円)N

茨城県  

200g
(16～23本) 350円(税込378円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

55 飯野さんの生落花生
時季限定の生落花生です。塩茹でし
て、豆ごはんや炒めものにどうぞ。農
薬無散布･化学肥料不使用。

飯野農園（茨城県･つくば市）

56 飯野さんの
万願寺とうがらし

茨城県  
100g 154円(税込166円)

木村農園（茨城県･つくば市）

60 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。

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♪

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

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

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

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

5本 280円(税込302円)

おきたま興農舎･丹野さん達（山形県･高畠町）

61 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）

62 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）

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
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）

65 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）

66 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。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9

1本 175円(税込189円)
北海道  

約200g 410円(税込443円)K

山形県
1玉 220円(税込238円)

群馬県  ［放］不検出 ＜0.3 ＜0.3

煮込み料理でトロトロ甘く♪

400g 198円(税込214円)

徳弘さん（北海道県･富良野市）

67 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。

松浦さん達（山形県･鶴岡市）

68 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）

69 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。

木村農園（茨城県･つくば市）

72 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 ＜6.9

1～2玉約280g 230円(税込248円)
北海道  

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◎

約400g 320円(税込346円)

まごころの里･山本さん達（北海道･栗山町）

73 ぼっちゃんかぼちゃ
ビタミンAが豊富で、糖度も高く、レ
ンジでも簡単に調理できる美味しい
ミニかぼちゃです。農薬無散布。

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。

加瀬さん達（千葉県）

77 里芋
小型で、軟らかく粘りがある芋です。
栽培管理を徹底することで味良く仕
上げています。農薬無散布。

千葉県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

煮物でどうぞ♪

3kg 798円(税込862円)
北海道  

3kg 850円(税込918円)
北海道  

200g 226円(税込244円)EA

士別農園（北海道･士別市）

80 士別のじゃがいも
サラダ、粉ふきいも、マッシュポテト、
味噌汁の具材等何にでも。品種は男
爵(だんしゃく)、減農薬栽培。

士別農園（北海道･士別市）

81 士別の玉ねぎ
実の締まりが良く、甘みが強く、生で
も美味しく頂けます。除草剤不使用･
減農薬栽培。

山田さん（茨城県･つくば市）

83 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 ＜3.6 ＜3.7

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

70g 115円(税込124円)
福島県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.1

100g 196円(税込212円)
栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.3

100g 322円(税込348円)EA E EA EA E

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

86 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）

87 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。

安田さん（福島県･郡山市）

88 安田さんのなめこ
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。

村上さん（栃木県･高根沢町）

89 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。

江藤さん（大分県･玖珠町）

90 江藤さんの
原木生しいたけ

江藤さんの山から切り出した原木に
植菌して育てています。ハウス栽
培。

大分県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4

「OKシードプロジェクト」に
常総生協は

参加します!

飯野農園さんの絶品「生落花生」♪

千葉半立と並ぶ高級
品種で、あっさりした
甘さが特徴です。炒り
落花生向きともされ
ていますが、鮮度が良
ければゆで落花生で
も美味しいです。

品種

京 都 の 伝 統 野
菜。肉厚で甘み
のある甘とう。農
薬無散布･化学肥
料不使用･自家採
取のタネ。

飯野さんご夫妻

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬 無農薬

無農薬

無農薬 無農薬

16～23
本

498円(税込538円)

75 500g

品種は紅はるか。ネッ
トリした食感で甘み
があり、毎シーズン好
評です。農薬無散布。

無農薬

250円(税込270円)

微生物農法の会･大和田さん（茨城県･行方市）
大和田さんのさつまいも

74 1kg

茨城県 ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6

無農薬

380円(税込410円)79 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)78 500g

青森県 ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

丸金（長野県･長野市）

84 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）

85 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。

シーズン最終

200g

100g

EA

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

225円(税込243円)
92 B品

210円(税込227円)
91 A品

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

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。

1本900g以上 198円(税込214円)

川島さん達（群馬県･長野原町）

71 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

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）

70 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

200g 192円(税込207円)

樺沢さん（群馬県・前橋市）

59 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

この時季だけの

※�生育状況によってお届けが遅れる場
合がございます。予めご了承の上ご利
用ください。

3～6
本

1kgはP1�13 �に掲載しています 1kgはP1�12 �に掲載しています

食物繊維をとろう♪

ナカテユタカ
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500g 323円(税込349円)通常税込
353円

調理例：かぼちゃのそぼろあんかけ

FA
かぼちゃ（北海道）  

イズックス（東京都･中央区）

93 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 262円(税込283円)
FCK

日本生活協同組合連合会

94 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。

大豆（北海道）  

サラダやスープ、煮込み料理
などに

300g 245円(税込265円)FB
とうもろこし（北海道）  

調理例：たけのこ土佐煮

300g 475円(税込513円)ECG180日 

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

96 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

100g×2 422円(税込456円)
FG180日 

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

97 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

250g 296円(税込320円)FBK

枝豆（北海道）  

ビールのおつまみ、おやつにも♪

300g 480円(税込518円)ECG20日 JKL

日本生活協同組合連合会

98 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。

とみき漬物（長野県･野沢温泉村）

99 昔ながらのうんまい菜っぱ
保存料･着色料･化学調味料不使用で、かつおだし･昆布だ
しの旨味で漬けた昔ながらの野沢菜です。

野沢菜（国内産）  
130g 370円(税込400円)

ECG90日 J

高嶋酒類食品（兵庫県･神戸市）

100 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）  

120g 165円(税込178円)EG30日 J
赤かぶ（山形県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜4.1

300g 500円(税込540円)ECG14日 J

月山農場（山形県･酒田市）

101 月山赤かぶ漬(スライス)
庄内名産の温海かぶらを、酢、食塩、砂糖のみで漬け込み
ました。独特の辛味があり、歯ざわりの良い漬物です。

趙さんの味（宮城県･仙台市）

102 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

　定番の野菜を漬けるのはもちろん、お肉
やお魚に下味をつけたり、煮物やスープな
どの隠し味としてもアレンジできる万能調
味料です。名前の由来はシンプル。塩と米
麹と蒸した米を3：5：8の割合で混ぜ合わ
せて作る漬け床を使うことから「三

さ

五
ご

八
はち

」
と名付けられたといわれています。
　鶏肉にまぶして1～2日ほど漬けてから
焼くと特有の生臭さが消え、旨みが増すの
が特徴です。普段の料理の前にひと工夫加
えるだけで、グッとおいしい一品ができあ
がります。200g 365円(税込394円)

EBG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

103 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）  

農薬不使用の青唐
辛子、農園で作った
米麹、醤油を同量
ずつ漬けこんだも
の。あったかご飯や
焼肉、冷奴に。

鮭の三升漬け焼き

200g 430円(税込464円)EG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

104 士別農園の三升漬

青唐辛子（北海道） 

魚と相性バッチリ!漬けて焼くだけ

400g 350円(税込378円)通常税込
400円ECJ

士別農園（北海道･士別市）

105 士別農園 三五八漬の素

米（北海道）  

農産加工品

漬 物

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

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

新米

やさとのお米(コシヒカリ)

JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）

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。

AJ

 
　 2314円(税込2499円)白米 5kg 
　502031
 
　 2165円(税込2338円)玄米 5kg 
　502032

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

新米スタートしています!2021
  年産

今年もたくさんのご利用をお願いします。新米はもちろんですが、
引き続き2020年産のお米の消費にもご協力をお願いします。

■放射能検査について
原発事故後10年目の
2021年産のお米につ
いても、これまで同様
に精密検査を行いご
報告いたします。新米
初登場時は、カタログ
の掲載には間に合いま
せんので、別紙でお知
らせいたします。

企画回 商　品　名

10月1回 やさとのお米(コシヒカリ)
鯉渕学園(コシヒカリ)

10月3回 宮城･黒澤さんのひとめぼれ(今摺米)

10月3回
山形･おきたま興農舎(ひとめぼれ)
山形･おきたま興農舎�
　　　(こしひかり、つや姫)

10月4回 宮城･黒澤さんのコシヒカリ(今摺米)

日本生活協同組合連合会

95 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。

つくば茜鶏モモを使って178

三
さ

五
ご

八
は ち

でお肉も
柔らかく
ジューシーに

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。

・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）。
※新米の検査結果は別紙の検査結果一覧をご確認下さい。

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 やさとのお米 コシヒカリ 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）

200g 465円(税込502円)G180日 

岩手県 ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

8 アマランサス
(岩泉産)

白米に混ぜて、食物繊維と
ミネラル類を摂取!雑 穀

2019年産

小麦や米に比べ
てたんぱく質や
鉄、カルシウム、
リンなどのミネ
ラルが豊富。お
米に2割程度混
ぜて炊いて。

※生育により企画回が前後する場合があります

農産物の味わいを
そのまま冷凍・冷蔵保存

しました

保存料・着色料・
化学調味料不使用で

つくりました



5

298円(税込322円)通常税込
378円

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

自
然
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活
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養
で
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質
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味
も
詰
ま
っ
て
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ま
す
。

秋と言えばさんま!しか
し、今年も残念ながら
不漁のようです。「鮮
魚さんまにも負けず劣
らず美味しい!」厚岸産
の冷凍さんまをおすす
めします。

3枚400g 465円(税込502円)通常税込
518円FCG180日 

真ほっけ（北海道）  

高木商店（千葉県･南房総市）

108 北海道産真ほっけ開き
一汐干し

北海道産の真ほっけを開き、塩のみで味付け。しっとり感
を残しつつ干し上げました。

160g(5個) 380円(税込410円)通常税込
430円

FG180日 IL

乙浜シーフーズ（千葉県･南房総市）

109 鮭のチーズはさみ

秋鮭（北海道）  

4～6枚
200g 375円(税込405円)通常税込

421円

FC

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

110 北海道産
ソフト身欠きにしん

脂のりの良いにしんをソフト乾燥。昆
布巻はもちろん、焼いてレモン汁を
かけたり、大根おろしを添えても。

にしん（北海道）  

5切150g 650円(税込702円)通常税込
724円FG90日 

秋鮭（北海道）  

便利な個包装。お弁当にも!!

札幌中一（北海道･札幌市）

111 焼鮭
北海道産の秋鮭をお弁当にちょうど良いサイズの切身で
焼き上げました。凍ったまま電子レンジで温めて。

200g(4～6枚) 380円(税込410円)通常税込
430円

FG180日 JL

海泉フーズ（静岡県･吉田町）

112 北海道産ほっけフライ
北海道産のホッケを3枚おろしにし、国産小麦を使用し
たパン粉をつけました。※加工澱粉全体の0.4%。

ほっけ（北海道）  

フライパンで揚げ焼きOK!

40g×2 468円(税込505円)通常税込
518円

FBG180日 

松岡水産（千葉県･銚子市）

113 北海道さけ
スモークサーモン

北海道産の秋鮭を塩のみで味付け。
素材の旨味を生かす為、桜のチップを
使い、「冷燻方式」で仕上げました。

秋鮭（北海道）  

200g 386円(税込417円)
FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

114 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 393円(税込424円)

FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

115 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
300gFCG180日 

からふとししゃも（アイスランド、ノルウェー、カナダ）  

日本固有種のししゃもです!

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

116 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。

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）

117 塩屋の干物セット(2種)

4枚210g以上 548円(税込592円)
FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

118 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 380円(税込410円)通常税込
427円

FCG180日 JKL

及川冷蔵（岩手県･大船渡市）

119 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）  

小骨まで丁寧に取り除いてあります、
丸かじりでどうぞ!

2枚330g 620円(税込670円)
FCG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

122 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）  
2切(約140g) 460円(税込497円)FCG180日 J

赤魚（アイスランド）  

粕好きも納得の味わい

ヤマサコウショウ（宮城県･石巻市）

123 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。

4切220g 450円(税込486円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

124 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）  
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）

125 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。

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）

126 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）  

砂糖を使わない西京漬

140g
(2切) 548円(税込592円)FCG30日 JKL

秋鮭（北海道）  

夕食にちょうどいいサイズ!

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

127 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。

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）

129 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）

130 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）  

8尾前後180g 835円(税込902円)通常税込
913円FCG180日 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）

128 ブラックタイガー 2L

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）

133 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）

134 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）  

さんまが美味しい
季節です!

3尾(270g以上) 498円(税込538円)2尾(180g以上) 398円(税込430円)
FG90日 

106 2尾
北海道の厚岸(あっけし)に水揚げされたさんまです。2020年は大不漁でし
たがなんとか確保できました。

FG90日 

107 3尾

さんま（北海道）  

札幌中一（北海道･札幌市）
北海道 厚岸のさんま

久々
登場！

北海道の「うまいもん」大集合！

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

「粗
そ

放
ほ う

養
よ う

殖
し ょ く

」自然の地形を
活かした

サバ には
『EPA(エイコサペンタエ
ン酸)』と『DHA(ドコサヘ
キサエン酸)』が豊富に含ま
れています。『EPA』は、
体のなかでほとんど作るこ
とができない『必須脂肪
酸』の一種で、血液をサラ
サラにするなど、血液や血
管の健康に様々な効果があ
ることが分かっています。

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)

132 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）

131 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

秋鮭の薄い切身によつばの
チーズをはさみ小麦粉をまぶ
しました。凍ったままフライ
パンで焼いてください。 4～6

枚

4～6
枚

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。

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)

120 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。

121 3枚

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

FBG120日 FBG120日 

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。



6

焼くだけじゃない、アレンジレシピ焼くだけじゃない、アレンジレシピ

塩さんまで
「お手軽さんまご飯」

◆作り方
❶　�お米は洗ってザルにあげ、30分置いてお
く。

❷　�塩さんまはグリルで焼いて、粗熱が取れた
ら骨を取り除く。しょうがは千切りにす
る。

❸　�炊飯器に、米、酒、しょうゆを入れてから水
を2合の目盛りまで入れる。

❹　�米の上にさんまとしょうがをのせて炊飯。
炊き上がったら、全体をざっくりまぜて器
に盛る。

75g×3FC

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

148 塩さんま

◆材料
お米� ����������2合
塩さんま���������1匹
しょうが��������� 30g
酒������������大2
しょうゆ����������小1

さんまの頭と内臓を
とり、1尾ずつの個包
装にしました。必要
な量だけ使えて便利
です。

470円(税込508円)通常税込
518円

さんま（北海道、三陸） ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5

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

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

180g 950円(税込1026円)通常税込
1058円E

雄武漁協（北海道･雄武町）

136 雄武 寒風干し焼鮭ほぐし身
雄武沖のオホーツク海で漁獲した旬の秋鮭を、焼いてほ
ぐし身にしました。原材料：秋鮭、食塩

秋鮭（北海道）  

手ほぐしのゴロゴロ感が
美味しい!

8個160g 380円(税込410円)通常税込
430円

FG180日 JKL

スズ市水産（千葉県･南房総市）

137 房州あじさんが焼き

真あじ（千葉県）  

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　

90g 380円(税込410円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･境港市）

139 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）

140 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。

すけとうだらの卵巣（ロシア）  

あじの野菜たっぷり炒め

片身5～8枚前後
200g 440円(税込475円)FBG30日 

真あじ（長崎県）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

141 真あじフィーレ

180g 398円(税込430円)FC
するめいか（三陸北部沖）  

やわらかです!

共和水産（岩手県･宮古市）

142 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。

3枚300g 698円(税込754円)
FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

143 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 
するめいか（三陸）  

共和水産（岩手県･宮古市）

144 三陸岩手 いかの糸造り

60g×2 515円(税込556円)FG30日 
びんちょうまぐろ（太平洋）  

海鮮チラシ、鉄火丼、山かけ、サラダの具などに!

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

145 焼津港のびんちょうまぐろ
切落し

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）

146 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）  
150g 480円(税込518円)FCG30日 

かつお（日本太平洋沖合北部）  

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

147 焼津港のとろかつお
炭火焼き

5個150g 292円(税込315円)通常税込
324円

FCG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

154 椎茸入おとうふ揚げ

すけそうだら（北海道） ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5
150g 278円(税込300円)通常税込

313円FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

155 茎わかめの
ボール揚げ

北海道の無リンタラすり身に茎わかめを加え、お団子にして
揚げました。解凍後そのままおつまみや具材にどうぞ。

すけそうだら（北海道）、茎わかめ（国内産） 

165g(5個) 305円(税込329円)
FCG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

156 玉ねぎ揚げ
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。

すけそうだら（北海道）  

玉ねぎの甘さがたまらない

100g 315円(税込340円)
FBG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

157 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

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）

158 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）  

　　　　　　　  こだわりの練り物 近海のお魚たっぷり♪

煮物にも♪
椎茸の旨味が広がります

5個入

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。

3枚90g 250円(税込270円)
ECG29日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

149 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）

150 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。

  

3枚90g 250円(税込270円)
ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

151 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）

152 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）

153 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

そのままで、オーブンなどで
少し温めたり焼いても

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。

ほんのりショ
ウガと茎わか
めの歯ごたえ
が美味しかっ
たです

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

創業150年のヤマボシから
高鮮度のカツオとマグロを
お届け!

日本屈指の水揚げ量を誇る日本屈指の水揚げ量を誇る

「焼津港」から

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。

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。

焼津港

延縄船で漁獲したま
ぐろをスライス後、
酸化と乾燥防止のた
め極若干の菜種油と
塩で仕上げました。

士別農園の根菜をたっぷり入れて

カレー風味の
シーフードシチュー

◆作り方
❶　�シーフードミックスは解凍し、水けを切って小麦粉少々をふっ
ておく。�

❷　�じゃがいもはひと口大に切り、水にさらす。人参は縦半分に切
り、2cm幅に切る。かぶは四つ割りにする。玉ねぎはくし型に
切る。�

❸　�いんげんはゆでて3cm長さに切る。�
❹　�ホワイトソースを作る。厚手の鍋にバターを溶かし、小麦粉を
加え焦げないように混ぜ、牛乳を注ぐ。ダマにならないように
鍋底から混ぜ、滑らかになったら火を止める。�

❺　�厚手の鍋にサラダ油を熱し、シーフードを炒める。いんげん以外の
野菜を加えて炒め、水とコンソメ、ローリエを入れて煮る。�

❻　�野菜が柔らかくなったらホワイトソースを加え、カレーパウダー、
塩、こしょうで味を調える。火を止めていんげんを加える。��

210g 398円(税込430円)通常税込
464円

FCO

カネキ水産（愛知県･蒲郡市）

135 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） 

◆材料
シーフードミックス�� 500g�
小麦粉� ����� 適宜�
じゃがいも������3コ�
人参� ������100g�
玉ねぎ� ������ 1コ�
かぶ��������2コ�
いんげん� �����5本�
水������� カップ4�

チキンコンソメ����2袋�
ローリエ�������2枚�
カレーパウダー���� 大1�
塩、こしょう��� 各少々�
ホワイトソース��
小麦粉� ����� 20g��
バター������� 20g��
牛乳� ����� 400cc�

シーフード入りカレーシチュー

※�かぶの代わりにカリフラ
ワーでもOK。�
※�サラッとしたのがお好みの
場合は牛乳を足して。

大粒のシーフードミックスは1ページに掲載

常備しておくと便利！

房州の伝統的な漁師料
理。あじ、このしろのす
り身に、味噌、玉ねぎ、
馬鈴薯澱粉を加え、大葉
で巻きました。

さつまいもと一緒に7574 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。

2食入

次回から規格が変わります
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名物

名物

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

400g 615円(税込664円)
ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

160 村山さんのローズポーク  
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  
250g 528円(税込570円)

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

161 村山さんのローズポーク  
モモスライス

赤身主体部位。厚さ3mm。

茨城県  

250g 470円(税込508円)通常税込
529円

FAG180日 

茨城県  

150g
×2 455円(税込491円)通常税込

497円

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

162 村山さんのローズポーク  
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
×2 600円(税込648円)通常税込

659円

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

163 村山さんのローズポーク  
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

164 村山さんのローズポーク  
挽肉

赤身率は8割です。

茨城県  

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）

165 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）

166 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  

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）

167 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 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）

168 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）  
300g 638円(税込689円)通常税込

700円

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

169 村山さんのローズポーク 
バラブロック

三枚肉と呼ばれる、脂と赤身が層に
なった部位をブロックでお届け。

茨城県  

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）

170 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
250g 385円(税込416円)通常税込

427円

JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

171 帯広発 豚丼のたれ

醤油（国内産）  

400g 860円(税込929円)
ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

172 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 450円(税込486円)通常税込

497円

EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

173 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 545円(税込589円)

EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

174 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 550円(税込594円)

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

175 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  
200g 360円(税込389円)

EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

176 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）

177 中津豚挽肉
赤身率8割以上の挽肉。

神奈川県  

300g 360円(税込389円)通常税込
400円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

179 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。

茨城県  
300g 560円(税込605円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

180 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）

182 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）

183 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  

　　　　　

　

　　  組合員さんからの 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
北海道の味特集1

北海道の味特集2

◆材料（2人前）
ムネモモ小間切� ��
������� 250g
にんにく���� 1かけ
しょうが���� 1かけ
玉ねぎ� ���� 2個
人参� ����� 1本
なす� ����� 1本
ピーマン����� 3個
れんこん� �� 1/2個
しめじ������ 1株
ゆで卵������ 2個
サラダ油� ��� 適宜
カレーの壺� �� 大2
水������600ml
塩������� 適宜

◆材料（2人前）
村山さんの豚バラブロック
������������300g
豚丼のタレ� �������適量
半熟卵� ��������� 2個
米�����������400g
(白髪ネギ������ お好みで!)

◆作り方
❶　�にんにく、しょうがはみじん切り、玉
ねぎは縦半分に切って、高さを半分に
しスライスする。なす、人参、ピーマン
は1～2㎝角のサイコロ状に切り、しめ
じは小房に分ける。レンコンは輪切り
に切る。

❷　�鍋に油を熱しにんにくとしょうがを炒
め、香りがたったら鶏肉を炒める。

❸　�鶏肉に焼き目がついたら、野菜を加
えてさらに炒める。

❹　�火が通ったらカレーの壺を加え、和え
るように炒める。

❺　�水を入れてごく弱火で煮、塩で味を調
える。最後にお好みでゆで卵をトッピ
ング。

◆作り方
❶　�豚バラブロックをお好きな大きさに切ります。
❷　�切った豚バラをフライパンに入れ豚丼のタレをかけて
あめ色になるまで中火で焼いていきます。

❸　�どんぶりにご飯&お肉をのせた後、お好みで半熟卵を
トッピングしても良いです!

「スープカレー」とは通常のとろみのつい
たルーカレーとは異なるサラサラしたスー
プ状のカレーで、北海道の郷土料理です。
「スープカレー」はごはんにかけて食べて
はいけないというわけではありませんが、
通常はご飯と別々に出されてスプーンにす
くったご飯を「スープカレー」にくぐらせ
て食べるのが正式な食べ方です。普通の
ルーカレーは甘口から辛口まであります
が、「スープカレー」は基本的に辛口の場
合が多く、好みに応じて辛さの程度を調節
します。

スープカレー!

田仲さん達（茨城県･桜川市）

159 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。

203円/100g

257円/100g

292円/100g

232円/100g 295円/100g 195円/100g

130円/100g

142円/100g

264円/100g

219円/100g

243円/100g 297円/100g 192円/100g

202円/100g

142円/100g

166円/100g

164円/100g

228円/100g

162円/100g 167円/100g

230円/100g

別チラシの
カレーの壺を

使って

具だくさんスープカレーの作り方

簡単な豚丼の作り方

4個

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。

名物

北海道の味特集3

◆作り方
❶　�鶏肉は一口大にし、Aで下味をつ
ける。�

❷　①に片栗粉をつけ、油で揚げる。�
❸　�キャベツ、人参、大葉はせん切りに

し、水につけてパリッとさせる。�
❹　�ねぎソースを作る。ねぎ、しょう
がはみじん切りにし、赤唐辛子は
種をとり、小口切りにする。Bの
調味料と合わせる。�

❺　�野菜と肉を盛り、食べる時にね
ぎソースをかける。

ザンギとは、食材に下味を付け粉をまぶした揚げ物のこと
で、唐揚げとよく似た料理です。もっとも有名なのは鶏肉の
ザンギですが、タコなど魚介類を揚げたものもザンギと呼ば
れます。ザンギの発祥は、北海道釧路市の飲食店とされてい
ます。もとは焼き鳥店であったその店が1960年頃、ブロイ
ラーを骨ごとぶつ切りにした唐揚げを提供し大人気となっ
たのがザンギの始まりです。ザンギの味付けの特徴は、食材
をしっかりと調味料に漬け込んだ濃いめの味です。発祥が北
海道の飲食店であることから、ザンギは主に北海道を中心に
食されるソウルフードとも呼べる料理です。しかし、山形県
や愛媛県などでも、鶏の揚げ物を「ザンギ」や「ザンキ」と
呼ぶことがあり、広い範囲で愛されている料理といえます。

簡単なザンギのサラダの作り方

◆材料（4人分）
鶏モモ� ������250g
　塩、こしょう����各少々���
　酒������� 大さじ1���
　しょうが汁��� 大さじ1/2
片栗粉� �������適宜�
揚げ油� �������適宜�
キャベツ������� 3枚�
人参� ��������20g�
大葉� �������� 3枚�
ねぎソース  
ねぎ� ������ 大さじ3��
しょうが������ 小さじ1�
　砂糖� ����� 大さじ1���
　しょうゆ����� 大さじ2���
　酢������� 大さじ2���
　水������� 大さじ1���
　ごま油� ���� 大さじ1���
赤唐辛子� ������ 1本

A

B

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）

178 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 

250g 490円(税込529円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

181 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  

212円/100g

173円/100g

お 徳 用は
表 紙に掲
載中

コラム

ザンギって？コラム
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250g 240円(税込259円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

184 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  
180g 1040円(税込1123円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

186 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）

187 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  

200g 815円(税込880円)通常税込
896円

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

190 村山さんの(山方)
牛切り落とし

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 673円(税込727円)通常税込

754円

FBG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

191 村山さんの(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  
500g 660円(税込713円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

185 つくば茜鶏 挽肉
各部位からなるバラ凍結品。

茨城県  
250g 1180円(税込1274円)F

大阪府  

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

188 牛バラ切落し
旨みがたっぷりのバラ肉を使いやす
い切り落としにしました。袋入りでお
届けになります。

90g×3包 1654円(税込1786円)
F

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

189 牛スライス分包
3入り

ウデ肉を90gずつ包んでいます。料
理に合わせて使いたい分だけ解凍で
きて便利。

大阪府  

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）

192 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）

193 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）  
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）

194 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
120g 280円(税込302円)通常税込

313円

ECG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

195 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 380円(税込410円)
EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

196 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)

FCG180日 HIL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

197 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。

160g 350円(税込378円)
FBG180日 I

田仲さん達（茨城県･桜川市）

199 つくば茜鶏 蒸し焼き
スライスチキン

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。

鶏肉（茨城県）  
200g 470円(税込508円)通常税込

518円

EBG7日 JKL

ミートパル村山（茨城県･土浦市）

200 村山さんの
チャーシュー

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。

豚肉（茨城県）  

麺120g×3
スープ36g×3 345円(税込373円)通常税込

383円

ECG7日 HJKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

201 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

180g 430円(税込464円)
いちご（九州）  

180g 420円(税込454円)通常税込
464円

桃（長野県）  

新物です!

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

203 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）

204 白桃ジャム
長野県産川中島白桃を使用。清涼感の
ある甘みが特徴。糖度40度の低糖度仕
上げ。原材料にはちみつを含みます。

130g 500円(税込540円)
カシス（ニュージーランド）  

パンに塗って
お召し上がりください

145g 410円(税込443円)通常税込
454円

ごま（ミャンマー、他）  

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。

OK
前日
！

250g 850円(税込918円)
楓樹液（カナダ）  

創健社（神奈川県･横浜市）

205 醗酵カシスの魅力
ニュージーランド産カシスに、甘味料
としてハチミツとオリゴ糖を使い、美
味しく仕上げました。

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。

OK
前日
！

1kg 3700円(税込3996円)
はちみつ（北海道）  

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

206 北海道産純粋はちみつ

8袋 980円(税込1058円)通常税込
1080円

IJKL

  

アサヒグループ食品（東京都・墨田区）

207 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。

◦  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）

6 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）

5 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。

500㎖ 146円(税込158円)
EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

3 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）

4 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)1 1ℓ

178円(税込192円)2 500㎖
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）

202 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5回に
なります

ジャム・蜂蜜
みそ汁

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。

糖度40度

4種
���×2

北海道で採れたクローバー、シ
ナなどのはちみつです。まろやか
な味なので、何にでも合います。

624円/100g104円/100g

510円/100g 440円/100g143円/100g

438円/100g

661円/100g 291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

表紙にあらびきウインナー
増量があります

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）

198 中津肉団子
(甘酢タレ)

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。

豚肉（神奈川県）  

9個入

味
噌
ラ
ー
メ
ン
!!

北海道の味特集4

335円(税込362円)
豚肉（神奈川県）  
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265円(税込286円)通常税込
292円

265円(税込286円)通常税込
292円

255円(税込275円)通常税込
281円 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）

211 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）  

3個 300円(税込324円)
G届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

215 ドッグパン
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

約65g
×6 595円(税込643円)通常税込

653円

FBG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

218 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）  

約40g
×5

FCG180日 L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

219 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）  

210g
(3枚入り)

FL

池田食品（埼玉県･所沢市）

220 ママン 
モチモチ手のばしナン

手のばしで焼き上げたもっちり食
感。自然解凍(1枚あたり約30分)後、
軽くオーブントースターで焼いて。

小麦粉（北海道）  

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）

226 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）

227 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）

228 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

380g 550円(税込594円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

229 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）

230 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）

231 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）

232 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

65㎖×10 178円(税込192円)
  

100g×2 250円(税込270円)EAG15日 I EBG30日 HIK

日本生活協同組合連合会

235 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。

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

236 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

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）

239 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）  

旬
の
里
芋
を
ク
リ
ー
ム
チ
ー
ズ
で
和
え
て

　

ち
ょ
っ
と
お
し
ゃ
れ
な
洋
の
１
品
に

80g×4 298円(税込322円)
豆乳（国内産）  

80g×4 298円(税込322円)ECG30日 HK ECG30日 HK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

237 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。

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

238 豆乳ぷりん 黒ごま
国産大豆100%の自家製豆乳使用。シンプルな原料なが
らも濃厚な黒ごまの風味が活きた黒ごまプリンです。

豆乳（国内産）  
100gECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

240 北海道クリームチーズ

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。

乳製品

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
↓

From 石岡市　鈴木牧場の乳製品 ビンは再利用しますので必ずご返却ください

EA
G届いて10～11日 I

ノンホモの生乳を原料に自家プラ
ントで作ったなめらかでやさしい
味のヨーグルト。

400g 361円(税込390円)224 プレーン

400g 370円(税込400円)225 微糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

生乳（茨城県） ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4 

茨
城
産
有
機
栽
培

バ
ジ
ル
使
用

630円(税込680円)180㎖×2 256円(税込276円)
EAG19日 I

233 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

234 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

バターチャーンで
丁寧に作っています

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。

さといものクリームチーズ和え

4個4個

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

209 8枚

208 6枚

B

B

210 ノースライス 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

原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、茨城県）、自家製
天然酵母、塩�

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）

214 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

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.7

G届いて1～2日 L

212 8枚

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）
パン･ド･ミ(レーズン食パン) 1斤

425円(税込459円)

C

213 ノースライス

415円(税込448円)

※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、レーズン、塩 140円(税込151円) 270円(税込292円)

クーロンヌ地元で愛されるパン屋

半斤3枚 1斤6枚

216 半斤3枚 217 1斤6枚

G届いて2日 AG届いて2日 IL
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

小麦（アメリカ、他）  

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ない味わいに仕
上げました。

外はカリッと中はモチモチ
した食感が楽しめます

3枚

冷 凍 パ ン 凍ったまま電子レンジまたはトースターでOK!

1個入

1個入

167円(税込180円)1個

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  
194円(税込210円)1個FBG30日 JL FBG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

221 プレーンベーグル

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

222 全粒粉ベーグル

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  

いばらきベーグル地元のお店

415円(税込448円) 300円(税込324円)

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

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

275円(税込297円)通常税込
308円

生乳（北海道）  

発芽玄米入りクロワッサンは
わいどに掲示です

素材の味を活かした
製品づくりを心掛けています

リユース
瓶でお届
けします

お得な2個組は1ページ
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200g 225円(税込243円)
EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

250 青大豆 寄せどうふ
青大豆で作ったコクのある甘味の寄
せとうふです。

大豆（国内産）  
300g×3 395円(税込427円)

ECG30日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

245 絹とうふ(充填豆腐)
青森県、秋田県産大豆をブレンド。消
泡剤を使用せず、にがりで固めた日
持ちする充填豆腐。

大豆（青森県、秋田県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.4
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）

246 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）

247 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
100g 208円(税込225円)

FCK

丸和食品（東京都･練馬区）

248 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）

249 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

35g×3 148円(税込160円)
EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

251 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)

EBG7日 K

JAやさと（茨城県･石岡市）

252 本味納豆
(タレ･カラシ無)

茨城県産大豆使用。小粒納豆より少
し大きめの大豆で作りました。タレ、
カラシ無し。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.0
40g×3 140円(税込151円)

EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

253 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

国産の松経木(まつきょうぎ)で包むこと
で、香りを際立たせています。口に入
れると心地いい豆の香りを感じます。

80g 206円(税込222円)EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

254 遊作納豆(タレ･カラシ付)

大豆（茨城県）
40g×2 172円(税込186円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

255 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）  

200g 240円(税込259円)
EDG10日 J

浜食（東京都･調布市）

258 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 368円(税込397円)

ECG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

259 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

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）

260 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　

10枚 235円(税込254円)
ECG25日 L

三立食品（東京都･葛飾区）

261 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

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）

262 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
150g 260円(税込281円)

ECG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

263 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）  
100g 325円(税込351円)

ECG30日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

264 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 275円(税込297円)通常税込
308円

ECG90日 NJKL

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.1

ますだの落花生を使って作っています!

80g 320円(税込346円)ECG90日 KL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

265 ピーナッツみそ 遠忠食品（埼玉県･越谷市）

266 揚げごぼう(甘酢漬)

ごぼう（国内産）  

ご飯のお供に、お茶請け、
おつまみにも

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）

269 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）  
揚げ出し豆腐4個、タレ25g 240円(税込259円)

EG届いて2日 JKL

270 揚げだし豆腐
(大根おろしタレ)

170g
(2合用) 550円(税込594円)

鶏肉（山口県）  
85g 360円(税込389円)ECG90日 JKL ECG180日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

267 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。

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

268 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）  
140g 330円(税込356円)

金沢錦（石川県･金沢市）

271 能登産焼きさば味噌煮
能登で水揚げされる真さばを素焼きしてから加賀味噌、
丸大豆醤油などで味噌煮にしました。

真さば（石川県）  
120g 349円(税込377円)EG60日 JKL EG60日 JKL

金沢錦（石川県･金沢市）

272 いいだこと里芋の煮付
国産の里芋と一口サイズのいいだこを醤油をベースに昆
布だしを効かせてやわらかく炊きあげました。

里芋（国内産）、いいだこ（タイ、ミャンマー、ベトナム）  

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

241 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

242 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）

243 ミニもめん豆腐 244 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

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。

丸 和

450g 110円(税込119円)
EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

256 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）

257 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

日 配 品・
海藻

◦ 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。

昔ながらの「経木」で包む

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。

み
そ
汁
や

う
ど
ん
の

具
と
し
て
も

麺120g×3
スープ36g×3 345円(税込373円)通常税込

383円

ECG7日 HJKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

201 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

湯煎・レンジ調理で夕食のあと１品伝統の職人技が光る「遠忠食品」

レンジで
約2分

1～2分
湯煎して

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。

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。

2合用

4個入

お惣菜
◦ 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。
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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）

283 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）  
3～5枚100g 520円(税込562円)FCG40日 L

あじ（高知県）  

「土佐沖獲れあじ」のフライ

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

284 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。

150g 430円(税込464円)FCG40日 JKL

さば（高知県）  

フライパンで少ない油でも調理できます

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

285 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。

160g 338円(税込365円)
FCG180日 KL

大新（鳥取県･境港市）

286 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）  

400g 560円(税込605円)
FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

287 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!

500g 623円(税込673円)通常税込
693円FIJ

鶏肉（国内産）  

まろやか&スパイスもしっかり♪

秋川牧園（山口県･山口市）

288 骨付きタンドリーチキン
秋川牧園のプレーンヨーグルトをベースにカレー味のソー
スを絡めた手羽元。オーブンかフライパンで焼いて。

18g×15 400円(税込432円)FBKL

豚肉（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

289 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。

18g×25 568円(税込613円)
FDHKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

290 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×20 478円(税込516円)

FCJKL

ドリームフーズ（大阪府･八尾市）

291 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）  

5本200g 391円(税込422円)
FCKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

292 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。

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

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）

293 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）  

湯煎かレンジで

80g(固形量50g)
×4袋 550円(税込594円)

FCG180日 JK

ダイマツ（鳥取県･米子市）

294 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）  

個包装で便利!湯煎でOK!

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）

295 アジア薫るガパオ丼
(鶏肉のバジル炒め)

180g×2 655円(税込707円)
FOJK

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

296 アジア薫る
トムヤムクン

えびの旨味、唐辛子の辛味、ライムの
酸味にココナツミルクがまろやかな、
タイを代表するスープ。湯煎して。

えび（国内産）、ふくろ茸（中国）  

様々な風味が織り成す奥深い味わい

778円(税込840円)通常税込
998円

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）

279 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

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）

281 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）

280 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

1036円(税込1119円)通常税込
1296円

2人前
(約490g)

EG届いて1～2日 HKL

小麦粉（神奈川県）、にら（国内産）

もっちり麺が
ピリ辛スープに絡む

セット内容：カット野菜（に
ら、人参）、麺×2袋、坦々
の素、単品もやし、スープ

518円
（税抜）

1食当り

2人前

食塩相当量：7.87g

調理時間
約6分

準備品
油

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

282 半日分の野菜が摂れる
担々麺

新鮮な野菜とごまの風味たっぷりの担々の素
に、もっちり麺と濃厚なスープがセットになり
ました。

もやしがつき
ます。目安は
200～250g
な の で、1袋
そのままお使
いください

もやしがつき
ます。目安は
200～250g
な の で、1袋
そのままお使
いください

825円(税込891円)通常税込
1075円2人前(約440g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

278 チンゲン菜のスタミナ炒め
新鮮な野菜とスタミナ肉のセットです。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。

チンゲン菜（国内産）、豚肉（鹿児島、宮崎県）

調理時間
約6分

準備品
油

セット内容：カット野菜
(チンゲン菜、赤パプリ
カ、しいたけ)、タレ漬
け豚肉

たっぷり野菜の
スタミナ炒め

2人前

413円
（税抜）

1食当り

食塩相当量：3.1g

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）

274 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

824円(税込890円)通常税込
1037円

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

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）

273 国産野菜の青椒肉絲
ご家庭では手間の多い細切野菜とタケノコと
タレ漬け豚肉のセットです。下処理済なので
フライパン1つでOKです。

玉ねぎ（国内産）、豚肉（鹿児島県）

2人前
(約390g) 770円(税込832円)通常税込

971円

EG届いて1～2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

277 アカイカとたっぷり
野菜あんかけ

国産の柔らかく肉厚なイカに特製タレを合わ
せました。野菜もたっぷりで、ご飯とも相性
抜群です。

アカイカ（国内産）、白菜（国内産）  

肉厚なイカに
あんかけを絡めて

385円
（税抜）

1食当り

セット内容：カット野菜(白
菜、チンゲン菜、人参、
玉ねぎ、きくらげ、水煮た
けのこ)、漬け魚(アカイカ)

食塩相当量：3.9g

2人前

調理時間
約15分

準備品
卵2個、片栗粉大さじ1・油

3人前
(約460g) 698円(税込754円)通常税込

875円

EG届いて1～2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

276 大根の
豚そぼろあんかけ

大根はボイル済みなので短時間で調理でき
ます。醤油だしのあんかけが野菜によく合
い、ご飯が進みます。

大根（国内産）、豚肉（国内産）  

食塩相当量：2.4g

だしの効いた
大根と豚肉 

233円
（税抜）

1食当り

セット内容：カット
野菜(大根、ねぎ)、
豚肉、調味料

3人前
調理時間
約15分

準備品
片栗粉大さじ1・油

2人前
(約370g) 860円(税込929円)通常税込

1079円

EG届いて1～2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

275 豆アジの南蛮風炒め
国産のアジと野菜を使用した南蛮風炒めの
セットです。アジは小ぶりで柔らかくお子様
も食べやすいです。

アジ（国内産）、玉ねぎ（国内産）  

子どもにも
食べやすいアジ 

430円
（税抜）

1食当り

セット内容：カット
野菜(玉ねぎ、ピーマ
ン、人参)、具材入り
添付たれ(あじ他)

食塩相当量：3.2g

調理時間
約10分

準備品
油

2人前

レンジだけでOKなものも

フライパンや
鍋一つで
できちゃう

5～8
枚

3～5
枚

15個入

25個入
20個入

5本入

2袋入

4袋入

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。

2食入

2食入
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180g 350円(税込378円)FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  
150g(5本) 616円(税込665円)FCJKL

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♪

秋川牧園（山口県･山口市）

297 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。

秋川牧園（山口県･山口市）

298 焼き鳥もも串セット
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。

2食
560g 420円(税込454円)通常税込

464円

FCJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

302 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）  
130g×2 590円(税込637円)

FCM

創健社（神奈川県･横浜市）

299 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

200g×5 408円(税込441円)
FBL

シマダヤ（東京都･渋谷区）

300 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）  

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）

301 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）  

4人前
244g 370円(税込400円)通常税込

410円

FJKL

ニッキーフーズ（大阪府･泉佐野市）

303 スープワンタン
国産豚肉をベースに玉ねぎ･ニラを加
え生姜と醤油で味付けした具をつるっ
とした皮で包んだワンタンスープ。

小麦･豚肉（国内産）  
220g 320円(税込346円)

FCG180日 JK

ダイマツ（鳥取県･米子市）

304 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）  

110g 298円(税込322円)FCG180日 JKL

平庄商店（北海道･根室市）

305 さんまぼろぼろ

さんま（北海道）  
8個144g 345円(税込373円)

FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

306 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

150g 436円(税込471円)
FBHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

307 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　

16g×15 410円(税込443円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

308 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×7 377円(税込407円)通常税込
427円

FCOHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

309 点心えびしゅうまい

えび（インドネシア、ベトナム、他）  

6個108g 400円(税込432円)
FCJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

310 ひとくち味噌かつ
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。

豚肉（国内産）  
150g 386円(税込417円)

FCHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

311 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

250g 477円(税込515円)
FCJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

312 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

(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）

313 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）  

レンジかフライパンで温めて

15個300g 357円(税込386円)通常税込
410円

FCG180日 HL

ニッコー（神奈川県･大和市）

314 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

300g 700円(税込756円)
FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

315 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。

  
250g 700円(税込756円)

FJKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

316 阿波鶏のあんかけ唐揚げ 
お惣菜プレート

徳島県ブランドの阿波すだち鶏の唐
揚げ、茄子の揚浸し、ひじきと大豆の
煮物、青菜とちりめんお浸しをセット

鶏肉（徳島県）  

レンジで温めて

400g(2食入) 521円(税込563円)
FCJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

317 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

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）

318 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　

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）

319 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

110g×2 472円(税込510円)通常税込
532円

FJKL

マルマス（北海道･森町）

320 北海道産豚肉の
ごましゃぶ風紙包み

北海道産の豚肉、じゃが芋、南瓜、
コーン、ブロッコリーに胡麻だれたっ
ぷりの紙包み。加工澱粉：約0.1%

豚肉･野菜（北海道）  

レンジで温めて 
袋を開いて皿に盛るだけ!

85g×5個 430円(税込464円)
FCJL

ハマセイ（愛知県･春日井市）

321 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）  
216g(12個入) 433円(税込468円)

FJKL

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

322 ひとくち
みたらしだんご

ツヤ･コシに特徴がある国産米を胴搗
き製粉した上新粉で作った生地でと
ろりと滴るみたらしタレを包みました

米（国内産）  
4個220g 380円(税込410円)通常税込

432円FCJK

黒豆（岩手県）  

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

323 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。

105㎖×3 284円(税込307円)
FCI

日本生活協同組合連合会

324 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）

325 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）

326 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）  
100㎖ 190円(税込205円)FHI

生乳（北海道）･ごま（ミャンマー、南米等）  

久保田食品（高知県･南国市）

327 ごまアイス
黒胡麻の芳醇な香りが魅力のカップアイス。シンプルな
原材料でナチュラルな美味しさ。アルコール分0.4%

100㎖ 220円(税込238円)FHI

久保田食品（高知県･南国市）

328 ほうじ茶
アイスクリーム

生乳･ほうじ茶（国内産）  

厳選した高品質の茶葉を使用

冷 

菓

お弁当に
おかずに

ごまアイス、
食べるのが止
まらないくら
い美味しかっ
た。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの 16ページ
にも

冷菓特集が
あります

ほうじ茶なら
ではの香ばし
さと、さっぱ
りとした後味
が特徴です。

黒胡麻の香り際立つ 
あと口さっぱり

甘さ控えめ ボリュームたっぷり 
レンジか自然解凍で

召しあがりやすい
ひとくちサイズ

辛味ととろみが◎
スープはおじやに

塩味が全体の風味を引き立てます

4個入

5個入 3個入

12個入

6本入 6本入

2食入

439

掲
載
中
で
す

ラ
イ
ス
バ
ー
ガ
ー 

国
産
牛
焼
肉
は

Ｊ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
わ
い
ど　

 

に

掲
載
中
で
す

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。

鍋一つで
本格さぬきうどん

鍋にスープとワンタンを
入れるだけ

あっさりしたコンソメ味

流水解凍でOK

シーズン初

中のプラスチックトレ
イがなくなりました。

変更のお知らせ

茹で時間約1分

5本入

2食入
2食入

2食入 4人前

8個入

6個入

15個入
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。

15個入

7個入

3個入
���×2

2食入

2食入

2枚

お好みの
野菜を

加えても♪
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95g 300円(税込324円)通常税込
335円

G90日 K

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

329 純国産 北海道黒豆の
甘納豆

北海道産の原材料を100%使用。昔
ながらの製法で炊き上げた優しい甘
さと豆の食感をお楽しみください。

光黒大豆（北海道）  

60g 155円(税込167円)通常税込
178円

G120日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

332 純国産 
ポテトチップスうす塩

原材料：じゃがいも(国産･遺伝子組
み換えでない)、こめ油(米(国産))、食
塩(北海道製造)

じゃがいも（国内産）  
55g 155円(税込167円)通常税込

178円

G120日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

333 純国産 
ポテトチップスのり塩

原材料：じゃがいも(国産･遺伝子組
換えでない)、こめ油(米(国産))、食塩
(国内製造)、焼のり(のり(国産))

じゃがいも（国内産）  
150g 210円(税込227円)通常税込

238円

G120日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

334 純国産 芋けんぴ
原材料：さつまいも(九州産)、米油
(米(国産))、てん菜糖(てん菜(北海道
産･遺伝子組み換えない))

さつまいも（九州）  
130g 210円(税込227円)通常税込

238円

G120日 IJL

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

335 純国産 
北海道かりんとう

３度揚げをしたかりんとうで丹念に
揚げることによってサクサクの歯ざわ
りのよい食感に仕上げております。

小麦粉（国内産）  
130g 215円(税込232円)通常税込

248円

G120日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

330 純国産 
さつま芋ちっぷ

国内産にこだわった純国産シリーズです。薄くスライスした
九州産さつま芋をパリッとした食感に仕上げました。揚げ油
には国産のこめ油を使用し、上品な香りが感じられます。

さつまいも（九州）  

2枚
×5包 270円(税込292円)通常税込

302円

G120日 HIL

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

331 純国産 北海道
バタークッキー

原材料：小麦粉、バター、砂糖大根
糖、卵、食塩

小麦･バター（北海道）  

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）

336 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)

160g 270円(税込292円)
CG90日 KL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

337 きらず揚げ しょうゆ
原材料：国産小麦粉、おから(国産大
豆)、粗糖、菜種油、粉末醤油、食塩、
膨張剤(重曹)

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6
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
！

48g(8g×6袋) 210円(税込227円)
G150日 HIK

サンコー（愛知県･豊橋市）

338 きなこぼうろ
国産大豆のきなこを練り込んだ和風
ぼうろ。卵黄を使用し、口溶けのよい
食感に仕上げました。

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
！

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
！

4個 293円(税込316円)
G90日 HJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

339 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

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）

340 ふところ餅
もっちもちで柔らかい、米粉と砂糖
を湯で練った一口サイズの食べやす
い和菓子。温めても、そのままでも。

米（国内産）  

プレーン味、紫芋味、
抹茶味、珈琲味の4種類

160g 270円(税込292円)
G90日 K

ムソー（大阪府･大阪市）

341 きな粉黒みつ寒天
原材料：天草、黒糖、きな粉

天草（国内産）  
155g 270円(税込292円)

G90日 

ムソー（大阪府･大阪市）

342 豆かんてん 
黒糖みつ

国内産寒天と、北海道産赤えんどう
使用の豆かんてんです。黒蜜をかけ
てお召し上がりください。

天草（国内産）  
135g 205円(税込221円)通常税込

232円

CG180日 K

サンコー（愛知県･豊橋市）

343 寒天コーヒーゼリー
原材料：水飴、砂糖、寒天、有機インスタント
コーヒー、オブラート、レシチン(大豆由来)*
レシチンはオブラートに含まれています。

コーヒー（コロンビア）  
85g 100円(税込108円)JL

小麦粉（国内産）  

日本生活協同組合連合会

344 CO国産小麦の
野菜バー 85g

10種類の野菜をさっくり軽い食感の
生地に練り込んで焼き上げたス
ティックビスケット。

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）  

150g 520円(税込562円)通常税込
594円

J

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

347 童仙房茶舗 
有機ほうじ玄米茶

緑茶（京都府）、玄米（国内産）  
2g×30 398円(税込430円)C

ジャスミン（中国）  
2g×30 560円(税込605円)通常税込

626円

ローズヒップ（チリ）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

345 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）

346 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）

348 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。

ランカスター（千葉県･千葉市）

349 ローズヒップティー
(ティーバッグ)

ローズヒップとはドッグローズの花の
実でビタミンが豊富。抽出時間が長
めでも渋味がなく美味しいです。

210g 370円(税込400円)CJ

しそ（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.9
1000㎖ 320円(税込346円)

CG120日 K

マルサンアイ（愛知県･岡崎市）

351 国産大豆の
無調整豆乳

大豆（国内産）  
750㎖ 1520円(税込1642円)

  

三里塚物産（千葉県･成田市）

350 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。

創健社（神奈川県･横浜市）

352 シャルドネ
スパークリングノンアル

350㎖ 266円(税込293円)L

麦芽（フランス）  

OK
前日
！

350㎖ 266円(税込293円)
麦芽（イギリス、ドイツ）、ホップ（チェコ）  

ピルスナービールの
オリジナルホップと
いわれるチェコ･
ザーツ産のアロマ
ホップを使用。麦芽
100%。

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)

エチゴビール（新潟県･新潟市）

358 エチゴビール 
ピルスナー

250㎖ 135円(税込146円)通常税込
151円

  

砂糖類を不使用
果物の甘さを生かした
ジュースです　

250㎖ 135円(税込146円)通常税込
151円

ヒカリ食品（徳島県･上坂町）

353 オーガニック
ぶどうサイダー +レモン

有機JAS認定商品�有機果汁85%以
上�着色料、保存料、酸味料、香料は
使っていません。

ヒカリ食品（徳島県･上坂町）

354 有機アップルサイダー
+レモン250㎖

有機JAS認定商品、有機果汁85%
以上。着色料、保存料、酸味料、香料
は使っていません。

有機りんご（アルゼンチン、セルビア他）  

果汁本来の甘味を
いかした贅沢な
サイダー

OK
前日
！

　ノースカラーズ商品新掲載！
おいしいと
あんしんをひとつに！

4100円(税込4428円)

190g×5 698円(税込754円)
355 5缶

ひこばえ（大阪府･茨木市）
アップルキャロット

190g×30

356 30缶

りんご（青森県）、人参（熊本県）

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。

250㎖
×6

357 6缶

創健社（神奈川県･横浜市）
丹沢サイダー

250㎖
×30

753 30缶

神奈川県中西部に広が
る丹沢山系に湧くおい
しい水からつくりまし
た。甘さ控えめでさわや
かな後味です。

560円(税込605円)通常税込
616円

2775円(税込2997円)通常税込
3046円

  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.1

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
！

お酒 お酒

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
！

ひんやりデザート

2枚
���×5包

お酒

720㎖ 1580円(税込1738円)
ぶどう（長野県）  

林農園（長野県･塩尻市）

360 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）

359 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

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
！

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。

有機栽培のほうじ茶と有
機玄米をブレンドした日本
茶です。香り高い飲み口と
すっきりした後味をお楽し
みいただけます。

シ ャ ル ド ネ 種
100%を使用し
たノンアルコール
有機炭酸飲料。

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。

原材料：小麦粉（小麦（北海道産））、�黒糖
（さとうきび（沖縄県産））、�こめ油（米
（国産））、水あめ（国内製造）、てん菜糖
（てん菜（北海道産・遺伝子組換えでな
い））、全粉乳（生乳（北海道産））、酵母
（国内製造）、食塩（北海道製造）
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400g 470円(税込508円)通常税込
518円

ムソー（大阪府･大阪市）

361 有機てんさい糖

てんさい（リトアニア）  

生クリームや
お菓子作りに！

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
！

500g 750円(税込810円)
岩塩（パキスタン）  

さらさらした、うすピンク色の
お塩です　

OK
前日
！

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。

沼屋本店（茨城県･つくば市）

362 国産丸大豆 
寒仕込みしょう油

1kg 600円(税込648円)
ECG120日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

363 やまこ味噌
(粒･甘口)

国産大豆と茨城県産コシヒカリの麹
で作りました。塩分9%です。原材
料：米、大豆、塩

米（国産）、丸大豆（国産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5
500㎖ 660円(税込713円)通常税込

724円

J

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。

米（京都府）  

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）

364 富士すのもの酢 
360㎖

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。

1.8ℓ 730円(税込803円)J

米（国内産）  
720㎖ 750円(税込810円)J

米（国内産）  

こ
れ
一
本
で

み
り
ん
の
旨
み
、

お
酒
の
風
味
を

併
せ
持
ち
ま
す　

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。

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
！

340g 580円(税込626円)
胡麻（ナイジェリア、他）  

日本生活協同組合連合会

365 CO虹の宴 
料理酒1.8ℓ

お料理の隠し味として欠かせませ
ん。

味の一醸造（埼玉県･狭山市）

366 味の母
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。

九鬼産業（三重県･四日市市）

367 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。

390㎖ 890円(税込961円)
CG100日 HJKL

笛木醤油（埼玉県･川島町）

368 金笛 
胡麻ドレッシング

胡麻（中国）  

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

200㎖ 445円(税込481円)
CG180日 HJKL

リアス（千葉県･船橋市）

369 昆布ドレッシング
北海道産真昆布を使用した海藻専門
店のドレッシングです。遺伝子組換
え原材料不使用。

真昆布（北海道）  

海藻サラダ、チキンサラダ、
パスタなどに

400㎖ 400円(税込432円)
ゆず（国内産）  

330g 475円(税込513円)
なたね（オーストラリア）  

200㎖ 370円(税込400円)JKL H J

  

チョーコー醤油（長崎県･長崎市）

544 ゆず醤油 かけぽん
うすくち醤油をベースにゆず果汁を使
用したぽん酢醤油。かつおのたたき、
海藻サラダ、焼き魚、お鍋などに。

OK
前日
！

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
！

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
！

100g×2袋 220円(税込238円)
G180日 JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

370 鶏と根菜の
黒酢あんかけたれ(2袋)

大麦黒酢とりんご果汁をブレンドし
たさっぱりまろやかな甘みのたれ。1
袋2～3人前。

  
たれ90g×2袋 220円(税込238円)

G180日 JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

371 麻婆なすのたれ
(2 ～ 3人前×2袋)

しょうゆと味噌のコクと風味豊かな
味わいに、ほんのりとした辛みで、お
子様でも美味しく食べられます。

  

化学調味料無添加

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
！

5g×10 420円(税込454円)通常税込
464円

G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

566 かつおぶしパック
かつお節(本枯れ節)をうすく削って、
風味を大切に小袋パックにしまし
た。

かつお（国内産）  

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
30g 390円(税込421円)

昆布（北海道）  
60g 270円(税込292円)

大根（宮崎県）  

G180日 

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
！

コタニ（岩手県･大船渡市）

372 むすび昆布
釧路産のやわらかい棹前昆布を結び
ました。おでん、煮物に。

リアス（千葉県･船橋市）

373 切干大根
宮崎県産。大根の栄養がぎっしりつ
まっています。酢の物、煮物、炒め物、
味噌汁の具にと広く使って下さい。

35g 400円(税込432円)通常税込
443円

わかめ（岩手県） ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

そのまま汁物にいれても美味しい　

コタニ（岩手県･大船渡市）

375 岩手産糸くきわかめ

全型20枚 598円(税込646円)
CG180日 

金庄（千葉県･船橋市）

376 徳用 
千葉産石焼のり

草の目がタテ目に入っているのが千
葉のりの特長。熱した石を使い、低温
で時間をかけてじっくり焼きました。

のり（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

便利なチャック付き

30g 290円(税込313円)通常税込
324円

HKL

和田萬商店（大阪府･大阪市）

598 のりとたまごとごまと
かつおのふりかけ

胡麻専門店が作った無添加のふりか
け。のり、卵、かつおに胡麻をたっぷ
り、少し甘めのやさしい味です。

胡麻（エチオピア、他）、かつお（国内産）  

化学調味料、
保存料不使用

OK
前日
！

30g 120円(税込130円)
ごま（ミヤンマー、他）  

化学調味料無添加

九鬼産業（三重県･四日市市）

599 九鬼ごましお
厳選した黒ごまを独自の技術で焙煎
し、香りとコクを引き出しました。赤
穂産の塩100パーセント使用。

OK
前日
！

挽きたて、すりたてを

お届けしてます !

81g(3g×27) 600円(税込648円)
白ごま（グァテマラ、ニカラグア、モザンビークなど） 

使
い
切
り
の

小
袋
タ
イ
プ
で
す　

山田製油（京都府･京都市）

377 石臼挽きすりごま
小袋(白)

200g×3 340円(税込367円)
CJ

日本生活協同組合連合会

379 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×3 340円(税込367円)

CG180日 J

日本生活協同組合連合会

380 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）  
160g 250円(税込270円)CJ

うるち玄米、有機黒米（山形県庄内地方）

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

381 玄米パックご飯
(黒米入り)

新品種「雪若丸」に、有機栽培の黒米
を混ぜパックご飯にしました。

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　

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
！

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
！

キメが細かく舌
触りがよいてん
さい糖はお菓子
作りにピッタリ。
グラニュー糖の
ように白い結晶
のお砂糖です。

輸入が安定せずに、
しばらくお休み
していましたが、

今回から再開
します !

1ℓ 440円(税込475円)KL

大豆（アメリカ、他）  

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
！

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。

サラサラして
扱いやすく、
おにぎりに使
うと今までに
味わったこと
のないような
仕上がりにな
り ま す。 に
ぎった直後か
らおいしい !

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

HSコーポレーション（愛知県･豊明市）

517 地蔵ノ塩
「地蔵(ちくら)ノ塩」は、何億年も山
の中で熟成されたヒマラヤの岩塩。
ミネラルが豊富でまろやかな味わい。

原料高騰のため10月から値上げになります

京都の棚田で、農薬を使わ
ずにお米を作ってもらい、
その新米だけを原料にお酢
を作っています。
※一般的にお酢の原料米には、古米
やクズ米、米ヌカなどを使うメー
カーが圧倒的に多いそうです。

乳
化
剤
は
使
用
せ
ず
、
コ
ー
ン
油
と
胡
麻
を

ベ
ー
ス
に
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
練
り
上
げ

た
胡
麻
の
風
味
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
で
す
。
魚
介
類
や
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
の
タ

レ
な
ど
に
も
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

いい酢はいい米から

新鮮で軟らか
い茎わかめだ
けを使い、食べ
やすい糸状に
しました。水戻
ししてサラダ
や炒め物に。

汁もの、鍋物に
重宝しています。
大事に使ってい
るのですが、残
り僅かになって
しまいました。

組合員さんの
声

職人が丁寧に炒り上げた胡
麻を石臼でゆっくり挽くこと
で、甘味と香りを引き出した
すりごまです。

From 士別農園

1kg 690円(税込745円)通常税込
756円

ECG180日 JK

士別農園（北海道･士別市）

378 しべつみそ
士別農園で栽培した大豆と米を使用
して仕込みました。大豆の煮汁を加
え風味豊かに仕上げています。

大豆（北海道）  
300g 395円(税込427円)

士別農園（北海道･士別市）

582 士別農園 小豆
北海道士別農園の減農薬栽培あずき
です。皮が軟らかく、ふっくら煮上が
ります。

小豆（北海道）  

OK
前日
！

塩分12%
便利なパック
　　　ご飯です!

おいしいご飯
10個パックは

josoわいど
3ページに
あります。

塩分9%

酒類

2～3
人前
×2袋

2～3
人前
×2袋

10
パック

50g 520円(税込562円)
しいたけ（宮崎県、他）  

リアス（千葉県･船橋市）

570 欠け葉干し椎茸
(小さめタイプ)

原木栽培の干ししいたけ。選別した際
に出る欠け葉の部分ですが、味は形
の整ったものと変わりありません。

OK
前日
！
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味千汐路（新潟県･糸魚川市）

402 緑黄色野菜の
炊き込みごはん

味付けはスパイスミックスで♪

10月からパッケージリニューアルします！

CO-OP MAIL JOSO【2021年9月4回】

20g 250円(税込270円)

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

382 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。

  
70g 380円(税込410円)通常税込

421円

CG180日 

ポールスタア（東京都･東村山市）

383 青森県田子町産100%
みじん切りにんにく

青森県田子町の「福地ホワイト6片」と
いう最高品種のにんにくを使用。塩とク
エン酸を少量添加。みじん切りタイプ。

にんにく（青森県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.2
16g 200円(税込216円)

  

カレーの食後に♪

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

384 王様のチャイ
スパイス(2杯分)

煮だして作るインド風ミルクティ用。
茶葉･スパイス･砂糖が入っているので
あとは牛乳を用意するだけ。

15g 200円(税込216円)

353円(税込381円)

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

385 王様のタンドリー
チキンスパイス

  

今
週
の
別
チ
ラ
シ
に

カ
レ
ー
の
壺
シ
リ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す

ス
ー
プ

  

カ
レ
ー
に
！

7g 200円(税込216円)
  

14g 200円(税込216円)
  

13g 190円(税込205円)通常税込
216円

岩塩（米国）  

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

386 アジアン春雨サラダ
スパイス

戻した春雨にエビ･豚肉･香味野菜な
どお好みの具材でアジアン風味のサ
ラダが手軽に作れます。

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

387 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。

井上スパイス（埼玉県・上尾市）

388 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
喜ばれる絶妙の味です。挽肉500gに一袋。

90g 450円(税込486円)

創健社（神奈川県･横浜市）

389 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。

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!

200g 265円(税込286円)
G180日 L

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

626 国産パン粉
岩手県産小麦粉使用。酸化防止剤、
ショートニング不使用。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

OK
前日
！

400g 340円(税込367円)通常税込
378円

小麦（岐阜県）  
500g 600円(税込648円)

うるち米（山形県）  

美
味
し
い
米
粉
が

コ
ン
セ
プ
ト
で
す　

300g×2 245円(税込265円)J L

小麦（カナダ）  

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
！

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

391 ライスフラワー
(米粉)

お菓子やパン作りに使えるように微
粒粉末に加工しました。通常使われ
るくず米ではないお米を使用。

日本製麻（富山県･砺波市）

632 バーミセリ神戸
(1.4mm)

デュラム小麦のセモリナ100%使
用。1.4mmの細めのパスタです。ゆ
で時間約4分。

OK
前日
！

100g 110円(税込119円)
小麦（カナダ、アメリカ）  

OK
前日
！

100g 110円(税込119円)L L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

629 スクリューマカロニ
デュラム小麦のセモリナ粉を使って
作ったスクリュー型のマカロニ。

ニューオークボ（千葉県･柏市）

630 エルボマカロニ
デュラム小麦の中心だけの粉を使っ
て、麺に負担をかけないよう手打式
で時間をかけて作りました。

小麦（カナダ、アメリカ）  

OK
前日
！

埼玉県の小麦「アヤヒ
カリ」をメインに使い、
もちもちとした食感と
つるりとした喉越しの
うどんにしました。

300g
×2 450円(税込486円)通常税込

508円

L

三上製麺（埼玉県･所沢市）

638 もっちりつるっこ
おいしいおうどん

小麦（埼玉県、他）  ［放］ 137Cs=5.1

OK
前日
！

99.5g×2 296円(税込320円)
CG180日 HKL

創健社（神奈川県･横浜市）

392 醤油らーめん 2袋
国産小麦粉使用の無かんすい麺と、化
学調味料･動物性原料不使用の植物性
原料で仕上げた醤油味のラーメン。

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）

393 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）  

190g(固形量140g)
×2 520円(税込562円)通常税込

584円

さば（長崎県、他）  

料理の素材としても　

70g×3 390円(税込421円)
きはだまぐろ（タイ、他）  

OK
前日
！

140g×3 420円(税込454円)K K

大豆（北海道）  

創健社（神奈川県･横浜市）

394 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。

日本生活協同組合連合会

677 COライトツナフレーク
まぐろ油漬70×3

きはだまぐろを食べやすいように大
豆油と野菜スープに漬け込み、まろ
やかな味に仕上げました。

100g 380円(税込410円)J

有機米（国内産）  

味千汐路（新潟県･糸魚川市）

400 小松菜と人参のお粥
塩など調味料を使用せず国産有機米
と国産有機小松菜、国産有機人参を
煮込んだお粥です。

100g 380円(税込410円)
人参（国内産）  

100g 380円(税込410円)
有機米（国内産）  

100g 380円(税込410円)K JKL KL

人参（国内産）  

味千汐路（新潟県･糸魚川市）

401 ミックス野菜

味千汐路（新潟県･糸魚川市）

403 鶏肉と野菜の五目煮

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

ヨーグルトにこのスパイ
スを混ぜ、鶏肉を漬け込
んでおけば、あとは焼く
だけ。本格的な味です。

おすすめの鶏モモ肉で !
鶏
も
も
肉
２
枚
分

はるさめと653 お豆ミックスと94

茹で時間10分茹で時間4分
茹で時間約4分

いつものカレーをアレンジして！

日本生活協同組合連合会

666 CO大豆ドライパック 
140g×3

北海道産の粒よりの大豆をふっくら
煮上げた素材缶。サラダや五目煮等
に。

OK
前日
！

離
乳
食

12か月頃から7か月頃から

原材料：有
機米、有機
小松菜、有
機人参

原 材 料：有機人
参、有機大根、有
機じゃが芋、有機
さつま芋、有機大
豆、有機キャベ
ツ、有機玉葱、有
機かぼちゃ、有機
ネギ、有機ごぼ
う、昆布、煮干、
鰹節

原材料：有機米、有機
かぼちゃ、有機じゃが
いも、有機人参、有機
キャベツ、有機玉ね
ぎ、有機ほうれん草、
有機大根、有機醤油
(大豆･小麦を含む)、
有機さつまいも、有
機ごぼう、有機ネギ、
昆布、煮干、鰹節

原材料：有機人参、
有機大根、有機じゃ
がいも、有機さつま
い も 、有 機 か ぼ
ちゃ、鶏肉、有機玉
ネギ、有機キャベ
ツ、有機醤油(大豆、
小麦を含む)、有機
ごぼう、有機ネギ、
昆布、煮干、鰹節

塩など調味料を使
用せず国産有機野
菜を栄養たっぷり
の有機野菜スープ
で煮込みました。

国産緑黄色野菜を
国産有機米と有機
野菜スープ、だし
で煮込み、有機醤
油で味付けした炊
き込みご飯です。

国産鶏むね肉と国
産有機野菜を旨み
たっぷりの天然だ
しと栄養たっぷり
野菜スープで煮込
みました。

天然成分100%の衣類用洗剤。万が一、口に
入っても安全で、敏感肌などのトラブル予防に
赤ちゃんから大人まで幅広くお使い頂けます。

1059円(税込1165円)
398 詰替用400㎖

 

まいにち（大阪府･岸和田市）
おとなのふわっしゅ

399 本体600㎖

2119円(税込2331円)
 

大人用と成分は同じですが、抗菌成分を抑
え、赤ちゃんの肌が本来持っているバリア機
能を守ります。

1059円(税込1165円)
396 詰替用400㎖

まいにち（大阪府･岸和田市）
ふわっしゅ 
(赤ちゃん用衣類洗い)

397 本体600㎖

2119円(税込2331円)

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）

395 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

！

8g×10

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
！
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1kg 1825円(税込1971円)通常税込
1998円

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

404 ぶどう(安芸クイーン)
巨峰と巨峰を掛け合わせてできた品種。甘味の強い、大
粒系のぶどうです。減農薬栽培。

山形県 ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.8
2本 480円(税込518円)通常税込

540円

宍戸さん（北海道･士別市）

405 スイートコーン
品種は高糖度の「ゆめのコーン」を主
に作付け。お届け当日に湯通しして下
さい。減農薬栽培。

北海道  
300g 205円(税込221円)通常税込

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）

406 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  

180g 298円(税込322円)通常税込
346円FJKL

きびなご（鹿児島県）  

やまた水産（鹿児島県･阿久根市）

407 生から作った
きびなごフライ

鹿児島県阿久根漁港に水揚げされたきびなごを、高鮮度
のまま衣つけしました。油で揚げてください。

300g
たれ15g、天日塩6g 1380円(税込1490円)通常税込

1598円

FG60日 JKL

ハマヤ（高知県･高知市）

408 藁焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」
一本釣りした脂のりの良い鰹を、四万十川流域の稲藁を
使ってあぶりました。別添の無添加たれ付き。

かつお（三陸東沖太平洋）  
250g 380円(税込410円)通常税込

421円EG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

409 岩手産さしみ昆布
早採りの軟らかい昆布を湯通し塩蔵しました。水に戻し
てすぐに使えます。そのままお醤油をかけて、酢の物、炒
め物、煮物に。

昆布（岩手県）  

※調理例

200g

FCG120日 NJK

中津ミート（神奈川県･愛川町）

410 中津もつの
スタミナ焼き(味噌味)

自社農場の豚のモツを、自家製の味噌だれに漬け込みま
した。お好みの野菜を入れて炒めてどうぞ。

180g(1人前)×2 650円(税込702円)通常税込
726円

I

鶏肉（国内産）  

キャニオンスパイス（大阪府･泉南市）

411 マムのインド風
チキンカレー

国産の鶏むね肉に淡路島の玉ねぎを
たっぷり使った、コクと深みを感じら
れる本格的なチキンカレーです。

300g 292円(税込315円)通常税込
324円F

農事組合法人マルツボ（茨城県･かすみがうら市）

412 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。

さつまいも（茨城県） ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7
10個350g 412円(税込445円)通常税込

470円FHIL

ニッコー（神奈川県･大和市）

413 ミニたい焼き(カスタード)
皮は国産小麦粉、クリームは牛乳と卵を使用したコクの
あるカスタード(グリシンや乳化剤･着色料不使用)。

小麦（国内産）  

食べやすいサイズ レンジで温めて

2g×20

ランカスター（千葉県･千葉市）

414 キャラメルティー
(ティーバッグ)

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）

418 オレンジキャンデー
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。

オレンジ（愛媛県）  

無茶々園の柑橘果汁を
使っています

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）

419 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。

ブルーベリー（カナダ）  

50g×2 375円(税込405円)通常税込
416円

EG21日 J

魚肉（愛媛県）  
110㎖ 190円(税込205円)

FHI

久保田食品（高知県･南国市）

420 バニラ
アイスクリーム

マダガスカル産の最高級バニラビー
ンズをはじめ、PHF卵など素材を厳
選して造った無添加商品です。

生乳（北海道）  

まろやかな口当たりで
奥深い味わい

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造り上げ
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

50g×2 385円(税込416円)EG14日 J

宇和島練り物工房みよし（愛知県･宇和島市）

416 わかめかぶ天

魚肉（愛媛県）、わかめ･めかぶ（宮城県）  

リアス×みよしのコラボ商品

50g×2 385円(税込416円)EG14日 J

宇和島練り物工房みよし（愛知県･宇和島市）

417 ニラ生姜天

魚肉（愛媛県）、ニラ･生姜（高知県）  

250㎖
×6 810円(税込876円)通常税込

906円

G365日 

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

423 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。

しょうが（国内産）  

果糖ブドウ糖液糖を使用して
いません　

1缶
350㎖ 128円(税込138円)通常税込

144円

B

日本ビール（東京都･目黒区）

424 龍馬1865
 (ノンアルコールビール)

ドイツ産麦芽100%にこだわり、香
料、着色料、酸味料などの添加物は
一切不使用。

麦芽（ドイツ）  

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㎖

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。

OK
前日
！

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

組合員さんの

声広場
安芸クイーン、香

りとさっぱりした

甘さが気に入りま

した。美味しかっ

た。種を面倒くさ

がる夫も喜んで食

べていました。

龍馬たたき、こ

れはすごい!ご

ちそうだよ!欠

かさずに注文し

てね。�(主人･談)

子供の小腹に

ちょうど良い。

安心安全

岩手さしみ昆布の

お勧め。下ゆで後、

細切りにしてダシ、

しょうゆで煮る。

最後に梅干しを入

れて少し煮る。さっ

ぱりしてとてもお

いしいですよ!

注釈通り、他の野菜

も入れたら味も丁度

よくご飯が進む一品

になりました。モツ

が大変美味しいので

贅沢な酒のつまみに

もなりますね。

ランカスターの

キャラメルティー

が絶品でした!ぜひ

リクエストさせて

下さい!

スイートコーン、

名前の通り甘く

ておいしかったで

す。トウモロコシ

好きの息子(3歳)

は、ゆでるのを待

ちきれず生のまま

1本食べてしまい

ました。ゆでた方

が甘味が引き立っ

ておいしかったで

すが、生のままで

も新鮮な甘みが楽

しめました。

揚げ物が苦手な

私でも少しの油で

カリっと仕上がっ

て美味しかったで

す。甘口カレーパ

ウダーを少しかけ

たら、子供たちも

喜んで食べまし

た!

マムのインド風チ

キンカレー、とて

もおいしいです。

スパイスがきいて

いて、手軽に本

格カレーを頂けま

す。ご飯でももち

ろんおいしいです

し、パンでもおい

しく頂けます。

ほくほくしていて

美味しいです。電

子レンジで温めて

も、トースターで

焼いてもおいしく

食べることができ

ます。フライドポ

テトのように、塩

やケチャップをつ

けて食べるのがお

気に入り。

長ねぎが鮮度抜

群で美味しいで

す!甘みも風味も

あって毎週利用

しています♪

無農薬

キャラメルのよ
うな甘い香りの
紅茶。あっさり
系のお菓子と一
緒にどうぞ。農
薬無散布。

鮮魚のきびなごをすぐに衣つけ!

しっとりホクホク食感の
紅はるか使用

中辛です　

飲料･冷菓
特集

「宇和島練り物工房み
よし」では、長年の経
験で培った職人技で、
一つひとつ手作業で
じゃこ天を製造してい
ます。宇和海産のホタ
ルジャコをふんだんに
使った『みよし天』は
噛めば噛むほど美味し
さがあふれ出します。
『じゃこ天マイスター』
が真心こめて作った
じゃこ天をぜひご賞味
ください。

じゃこ天

「みよし天」製造の
様子はこちらの
QRコードからも
ご覧いただけます

『じゃこ天マイスター』
が作る

宇和島練り物工房みよし（愛知県･宇和島市）

415 みよし天
宇和海産のホタルジャコや小魚を使
い、でん粉、塩、自家製甘酒のみで味
付けしました。

原材料：魚肉(宇和
海産)、ばれいしょで
んぷん、食塩、米麹
甘酒、食用なたね油

原 材 料：魚肉
(宇和海産)、ば
れいしょでん
ぷん、わかめ、
めかぶ、食塩、
米麹甘酒、食
用なたね油

原材料：魚肉
(宇和海産)、
ばれいしょで
ん ぷ ん 、に
ら、生姜、食
塩 、米 麹 甘
酒、食用なた
ね油

みよし天に高
知県産のニ
ラと生姜を
加えたじゃこ
天です。

みよし天に石巻
十三浜のわかめと
めかぶを加えた
じゃこ天です。

24缶

6本入
6本入

2本入

2食入

10個入

はじめまして！愛媛の練り物工場みよしです

356円(税込384円)通常税込
390円

490円(税込529円)通常税込
540円

豚モツ（神奈川県）  

紅茶･香料（スリランカ）  

みよし天は約90％が
魚肉です!!

シーズン初


