
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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co-op mailjoso2021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

共生食品では、「原料が
持つ素材のチカラ」を
大切に無かんすい･無
着色のたまごつなぎで
こだわりの麺に仕上げて

います。

3品 598円(税込646円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

8 飯野さんの野菜セット
(固定種･在来種)

50g×2 375円(税込405円)通常税込
416円

EG21日 J

宇和島練り物工房みよし（愛媛県･宇和島市）

10 みよし天
宇和海産の魚肉(主にホタルジャコ)
をたっぷり使ったじゃこ天。トース
ターで軽く(3～4分)焼いても。

魚肉（愛媛県）  
150g 375円(税込405円)通常税込

416円

EG21日 JK

宇和島練り物工房みよし（愛媛県･宇和島市）

11 魚団子
新鮮なアジに豆腐を混ぜた柔らか食
感の魚団子です。煮物やお味噌汁の
具材に入れると出汁が良く出ます。

魚肉（愛媛県）  

150g×3 187円(税込202円)通常税込
213円

EBG6日 HL

共生食品（神奈川県･相模原市）

12 内麦焼そば
(ソース無)

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。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

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）

13 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
120g 298円(税込322円)通常税込

397円

ECG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

14 岩手産生わかめ
(カット)

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7
45g 498円(税込538円)通常税込

648円

コタニ（岩手県･大船渡市）

15 徳用 三陸岩手の
カットわかめ

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.5

275g
(5個入) 385円(税込416円)通常税込

432円

FIJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

16 天津包子
(肉まん)

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

小麦（国内産）  

皮はふっくらで具たっぷり♪

55g×5 385円(税込416円)通常税込
432円

FG180日 IL

ニッコー（神奈川県･大和市）

17 天津包子
(あんまん)

国産小麦粉を使用した皮で、北海道
産のあずきに黒ごまを練りこんだ中
華あんを包みました。

小麦（国内産）  

85g×2 590円(税込637円)通常税込
648円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

19 鎌倉バラベーコン
スライス×2

豚バラを塩漬け、くん煙したもので、
独特の美味しさと芳香を持つだけで
なく、だしとしての効果もあります。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.7
50g 410円(税込443円)通常税込

454円

EI

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

20 Artisan  アーモンド
チョコレート

カカオ本来の味わいをお楽しみいた
だけるビターチョコレートにアーモン
ドクランチをちりばめました。

有機カカオマス（オランダ、フランス）  

10.8g
(1.8g×6包) 570円(税込616円)通常税込

626円

G2022年4月20日以降

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

21 Artisan Tea 
(ダージリンティー )

FTGFOP(ファイン･ティッピー･ゴー
ルデン･フラワリー･オレンジ･ペコー)
という上級グレードのリーフ。

紅茶（インド）  

花びんの花柄の
パッケージです　

100g 525円(税込567円)通常税込
594円

紅茶（スリランカ）  
100g 525円(税込567円)通常税込

605円

紅茶（スリランカ）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

22 アールグレイティー
(リーフ)

柑橘系の香りが爽やかなフレーバー
ティー。ホットはもちろん低温でも香
り高いのでアイスでも。農薬無散布。

ランカスター（千葉県･千葉市）

23 セイロン紅茶
オレンジペコ(リーフ)

スリランカ西部の高地ディンブラ地方で採
れる、大きめの茶葉。明るい鮮紅色で爽や
かな香り、色、コクの三拍子揃った紅茶。

注 文 用 紙
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原材料：紅茶
（インド）

原材料：有機カカオマ
ス、有機粗糖、有機コ
コアバター、有機アー
モンドダイス、有機黒
糖、有機バニラ、(一部
に乳成分を含む)

宇和島練り物工房 みよし

コタニ共生食品

つくば市 飯野農園

ニッコー
黒潮と親潮の二大潮流が交錯す
る岩手の海岸は、「わかめ」の成
長には最も適していることで有名
です。きれいな
海水が良く流れ
る場所でたくま
しく育った「岩手
わかめ」の風味
と食感を味わっ
ていただけます。

国産原料を基本とし、顔の
見える生産者から原料をい
ただいています。2011年
から自社農園もはじめ、畑
で育てた野菜の一部を商
品に使用しております。原
料からこだわった冷凍食品
をぜひご賞味ください。

鎌倉ハムクラウン商会
は無塩せきのパイオニ
ア。発色剤や添加物
が入って当たり前の時

代から、一貫して
余分な物は一
切使わない製
品を作り続け
ています。

1971年創業以来、
原料の買い付けから
製造･加工、お届け
まで全て自社で一貫
して行い、納得のい
く商品だけをお届け
しています。

鎌倉ハム プレス･オールターナティブ

飯野農園では、固定種･在来
種を中心にタネを自家採取
し、野菜を育てています。「タ
ネを守ることはもちろんです
が、長らく残り続けた野菜
は圧倒的な“美味しさ”があ
る」と飯野さんは語ります。
今回は3品のお試し野菜セッ
トもありますので、ぜひご
利用ください

手作業で作られるじゃこ天は、
適度な弾力があり、噛むほどに
旨みがあふれ出します。外側はカ
ラッと揚げられていますので、軽
く炙ると香ばしさが食欲をそそ
ります。

無農薬

飯野さんご夫妻

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。

岩手県産わかめ
を、塩抜き後に使
いやすい大きさに
カットし、乾燥さ
せました。肉厚で
やわらかいのが
特長。

5個入
5個入

魚住治人さん

プレスの
田中さん

共生食品
小野寺さん

「地域の困った!の声を、
地域の人たちと一緒に
事業化することで問題
を解決する」コミュニ
ティトレードへと活動
の場を広げ、安心社会
を作っています。

かかえてる
ネコちゃん柄

ランカスター

新型コロナウィル
ス感染拡大の影
響により、つなが

りの場を作ることが困難な
状況です。そのような状況
の中で、常総生協理事会で
検討を重ねて発足した「つ
ながろうプロジェクト2021」。今週は「紙面で生協まつり!」
ということで、各生産者のこだわりや商品を紹介します! ま
た、11月20日(土)は「オンラインで生協まつり」と題し1日を
通して生産者との交流が楽しめます。さらに、

まつりの最後には豪華
景品が当たるビンゴ大
会も…。
ぜひご参加ください!

えない　   こそ

つながろう!
会 今

★特設ページに
飛ぶ QR コード

週末は
オンライン
生協まつり !今年もカタログで

イメージ

三好さん

その土地の風土にあった固定
種･在来種を育てています。農
薬無散布･化学肥料不使用。

野菜の指定はでき
ません。予めご了
承ください茨城県  

小
谷
さ
ん

山﨑さん

林さん

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）

18 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）  
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500g 450円(税込486円)

江川農園（神奈川県･小田原市）

26 江川さんの
キウイフルーツ

樹にならしておき、十分に味をのせて
から収穫、追熟しています。農薬無散
布。

神奈川県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

700g(4～6玉) 798円(税込862円)

木下さん達（愛媛県･宇和島市）

24 紅まどんな(無選別)

愛媛県  
700g(7～12玉) 598円(税込646円)

藤嶋さん達（熊本県･天草市）

25 天草エクセレント
(無選別)

熊本県  

ほどんど市場に出ていない柑橘です

3玉入り
(900g以上) 698円(税込754円)

はなうた家（長野県･麻績村）

29 りんご(サンふじ)
ジューシーさと濃厚な甘味が、幅広
い層に人気です。ネオニコチノイド系
農薬･除草剤等不使用。

長野県  

3玉 420円(税込454円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.8

3玉(750g以上) 698円(税込754円)
青森県  

2～4玉(約1kg) 750円(税込810円)
長野県  

3房入り(1房当り
200～300g) 1600円(税込1728円)

長野県  
約450～600g 310円(税込335円)

A

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

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

ペルー（トゥンベス地域）又はメキシコ  
約100g 220円(税込238円)

おきたま興農舎･本田さん達（山形県･高畠町）

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

成田農園･成田さん（青森県･板柳町）

39 りんご(王林)
やや酸味が強いものの甘味も十分
で、コクのあるまろやかな酸味が楽
しめます。減農薬栽培。

吉原さん達（長野県･須坂市）

40 りんご(名月)
果肉の色は淡黄色、糖度は15度にま
でなる極甘品種です。減農薬栽培。

波動農法研究会･高田さん達（長野県･須坂市）

41 ぶどう
(スチューベン)

冬に食べられる甘いぶどうです。減農
薬栽培。

樫谷さん達（熊本県）

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

熊本県  

100g 165円(税込178円)
高知県  

料理の薬味にどうぞ

10枚 145円(税込157円)
熊本県  

麺類、お刺身、お肉にも♪

1束(約100g) 130円(税込140円)
栃木県  

250g 52円(税込56円)A A E
茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

鮮度が良いシャキシャキの
歯ごたえ

40g 160円(税込173円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

土耕栽培なので
水洗いしてから
お召し上がり
ください　

3本 230円(税込248円)

大紀コープファーム･しょうが生産者グループ（奈良県）

44 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。

作本さん達（熊本県･熊本市）

45 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。

上野さん達（栃木県･上三川町）

46 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。

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

47 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。

中村農芸･中村さん（茨城県･取手市）

48 中村さんの
ベビーリーフ

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

藤嶋さん（熊本県･天草市）

49 きゅうり
ハウス栽培にて農薬をできるだけ減らして
栽培しました。そのまま、またはぬか漬け、
三五八漬けなどでどうぞ。減農薬栽培。

熊本県  

約180g 276円(税込298円)
北海道  

パ
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300g 368円(税込397円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.3

450g 570円(税込616円)約150g 220円(税込238円)
熊本県  

右田さん達（熊本県･芦北町）

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

今村さん達（北海道･栗山町）

51 初恋スマート
ミニトマト

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

大木さん（茨城県･常総市）

52 大木さんの
中玉トマト

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

広瀬さん達（熊本県･八代市）

53 トマト(麗旬系)
籾殻、鶏糞、米糠に島本微生物の酵
素資材を加えたものを使用。減農薬
栽培。

熊本県  

1束(約150g) 150円(税込162円)
茨城県  

1束(約200g) 176円(税込190円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5

1束 約200g 190円(税込205円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7

1束 170円(税込184円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.3

1株 160円(税込173円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

150g 155円(税込167円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

56 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。

微生物農法の会･長島さん達（茨城県･行方市）

57 長島さんの小松菜
貝化石等資材を工夫しています。農
薬無散布。

浅野さん（茨城県･常総市）

58 浅野さんの
ほうれん草

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

木村農園（茨城県･つくば市）

59 木村さんの春菊
特有の風味、香りで鍋物には欠かせ
ません。和え物にも。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

60 木村さんのターサイ
クセがなく、下茹でせずに使える青
菜。サイズが小さい時は2株になる場
合もあります。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

61 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。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6

温州みかんだけじゃない! 希少な極甘柑橘がシーズンスタート

トロける食感♪

ジューシーで
溢れる果汁!

まさにゼリーを食べるような
食感と甘さ

愛媛生まれの高級柑橘とし
て誕生した新品種です。甘さ
良し、香り良し、果汁も多
く、メディアでも取り上げら
れました。大小無選別でお買
い得ですので、ぜひ一度ご賞
味ください。減農薬栽培。

生産者の木下さん

昨年購入して、
即リピートです!
プルプルの果肉
はまるでゼリー
みたいです♪
(土浦市：I さん )

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

天草エクセレン
ト、とっても美
味でした。シャ
キッとした食感
の中に甘さジュ
ワッと ! 今回も
又注文しまし
た。� (N さん )

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

生産者の藤嶋さん

つぶが弾けるような
プリプリの食感 種なし

品種の名前が「天
草 エク セレン
ト」。しらぬいを
手掛ける藤嶋さ
んが「あのしら
ぬいを超える柑
橘だ!」と太鼓判
を押す柑 橘で
す。皮が剥きづ
らいほどパンパ
ンに詰まった果
肉です。

「みかんを作る事は里山を、
故郷を守る事につながりま
す」と語る江川さん。この小
田原･沼代の地を守る為、みか
ん畑を共同管理、農薬や化学
肥料を極力使いません。今年
は天候不順や獣害などがあり
ましたが、シーズンスタート
を迎える事ができました。ぜ
ひご賞味ください。

りんご(サンふじ)は太陽の光
を直接当てて育ったりんごで
す。若干の色ムラはあります
が、たっぷり太陽の光を浴び
て甘みがのっています。

プリップリの果肉に驚き!

あの"デコポン"を超えると呼ばれ
る新品種。タネがなく、多汁、甘
さも抜群です。減農薬栽培。

1550円(税込1674円)28 5kg
神奈川県 ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.2

江川農園（神奈川県･小田原市）
江川さんのみかん

円( 円)315円(税込340円)27 1kg
品種は早生でも糖度が高く
濃厚な味わいの興津、宮
川。十分に味をのせてから
の収穫を心がけています。
減農薬栽培。

江川農園From 
小田原 はなうた家From 

長野県

シーズン初
   です!

シーズン初

シ
ー
ズ
ン
初

無農薬

はなうた家：
谷口さんご夫妻

555円(税込599円)

1498円(税込1618円)31 3kg
愛媛県  

甘いだけでなく、甘みと
酸味のバランスのとれ
た濃厚な味わいが特
長。農薬0～3回。

濃厚な味わいが
　特徴です！

無茶々園（愛媛県･西予市）
無茶々園の温州みかん

30 1kg

愛媛From 

農薬を出来るだけ
減らし、生産者に
も消費者にも安全
なみかん作りを心
がけています。減
農薬栽培。

約800g
(7～13玉) 398円(税込430円)
32 約800g

780円(税込842円)
33 2kg

静岡県 ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0

渥美農園（静岡県･浜松市）
渥美さんの温州みかん

静岡From 
まろやかな
　　味わい♪

410円(税込443円)

824円(税込890円)37 1kg

松永農園（静岡県･静岡市）
松永さんのレモン

36 400g

親子3代にわたり農薬を
使用せずレモンを作り
続けています。皮ごと安
心してご利用下さい。農
薬無散布。

無農薬

安心の
無農薬栽培レモン

静岡県 ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

果実は大きく、歯ざわり
の良さとその甘さで人気
の柿。減農薬栽培。

461円(税込498円)

420円(税込454円)

35 わけあり
1.8kg

奈良県  

34 約900g

大紀コープファーム（奈良県･五條市）
富有柿

小玉やキズ、スレ、変形、
日焼、虫害等、見た目は良
くありませんが、味は通常
品と変わらないものを徳
用価格で。減農薬栽培。

シーズン最終

無農薬無農薬

無農薬

無農薬 無農薬無農薬

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

3玉

7～12
玉

4～6
玉

1玉 250円(税込270円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

54 長島さんのレタス

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8
1玉 170円(税込184円)

55 長島さんの
サニーレタス

茨城県  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6

完熟、分解された
堆肥等を使い、地
力を高めること
で、農薬を使用せ
ずに栽培していま
す。農薬無散布･
無化学肥料栽培。

無農薬
無農薬

シ
ー
ズ
ン
初

小さいサイズ 大きいサイズ冬もJOSOトマトでリコピンチャージ



3

山田さんのしめじは
　　　に掲載中です67

現在は「金
澄20号」と
いう品種が
全国的に最
も多く作ら
れていますが、食感や食味の良
さ、そしてここ行方という土地に
あっていることから、高柳さんは
この「金澄34号」に惚れ込み、
20年以上作り続けています。

現
在
は
「
紅
は
る
か
」
か
ら
「
シ

ル
ク
ス
イ
ー
ト
」
に
品
種
リ
レ
ー

し
て
い
ま
す
。
繊
細
な
食
感
で
甘

み
が
際
立
つ
品
種
で
す
。

400g 460円(税込497円)通常税込
518円

茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.5

素材の味とムチムチ
の

食感が大好評!

500g 235円(税込254円)通常税込
270円

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6
1本 172円(税込186円)通常税込

193円

茨城県  
約500g 320円(税込346円)通常税込

378円

茨城県  
1kg 230円(税込248円)通常税込

270円

微生物農法の会･高柳さん（茨城県･行方市）

62 高柳さんのれんこん
歯ざわりが良く、それでいてムチッと
した食感を楽しめるれんこんです。
初期に殺虫剤を1回使用。

微生物農法の会･大和田さん（茨城県･行方市）

63 大和田さんの
さつまいも

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

ダニエル有機農園（茨城県･石岡市）

64 ミニ大根
冷蔵庫にも入りやすい短い大根で
す。有機JAS認定作物。農薬無散布･
化学肥料不使用。

木村農園（茨城県･つくば市）

65 木村さんの
下仁田ねぎ

軟白部は太くやわらかくて甘いねぎ
です。寒くなるほど甘味が強くなりま
す。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

66 木村さんの
黒田五寸人参

収量が少なく作付けする農家が減っ
ている品種です。やわらかくて美味し
いと好評です。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.8 ＜0.8
200g 242円(税込261円)通常税込

270円

EA

山田さん（茨城県･つくば市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.6

1個 250円(税込270円)
北海道  

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

1個 198円(税込214円)

徳弘さん（北海道･富良野市）

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

井上さん（埼玉県･美里町）

71 深谷ネギ
(根深白ネギ)

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

木村農園（茨城県･つくば市）

73 木村さんの白菜
漬物、鍋物、煮物等冬の食卓に欠か
せません。豚バラ肉等との重ね蒸し
焼きも美味。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

1玉 183円(税込198円)
茨城県  ［放］不検出 ＜0.6 ＜0.6

1束(4～5玉) 183円(税込198円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.2

800g 298円(税込322円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.0

400g 198円(税込214円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜6.9

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◎

木村農園（茨城県･つくば市）

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

木村農園（茨城県･つくば市）

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

木村農園（茨城県･つくば市）

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

木村農園（茨城県･つくば市）

77 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。

上村さん達（青森県･八戸市）

78 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。

80g 150円(税込162円)
長野県  

1～2玉約280g 230円(税込248円)
北海道  

600g前後 450円(税込486円)
北海道  

1玉 398円(税込430円)

波動農法研究会･畑さん達（長野県･長野市）

80 ぎんなん
古くから中国ではスタミナ食や薬用
として知られています。殻を割って茹
でてどうぞ。農薬無散布。

まごころの里･山本さん達（北海道･栗山町）

82 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。

宍戸さん達（北海道･士別市）

83 かぼちゃ (カット)
品種は栗系の粉質のものを選定。サ
ラダやコロッケ、スープに。農薬無散
布。

士別農園（北海道･士別市）

84 士別のかぼちゃ
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。

北海道  
150g 598円(税込646円)

G60日 

あゆみの会･白鳥干しいも生産組合（茨城県･鉾田市）

85 干しいも
ねっとり食感と甘味の強い紅はるか
を使って、丁寧に干し上げました。
※原料の干しいもは農薬無散布。

さつまいも（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.9

100g 248円(税込268円)

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
100g 261円(税込282円)

三重県  
70g 115円(税込124円)

福島県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.3
100g 196円(税込212円)E EA EA

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

91 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。

安田さん（福島県･郡山市）

92 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）

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

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.3

100g 322円(税込348円)E

江藤さん（大分県･玖珠町）

96 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

たどり着いた品種
「金澄34号」

微生物のチカラで
育てるさつまいも

クセが少なく
どんな料理にも♪

鍋にバッチリ
とろける旨み

生食でも食べられる
伝統品種

貴重な
ひらたけしめじ

辛味が比較的少なく、クセのな
い食感なので煮物、大根おろし
など様々な料理に使えます。

白根の長さは20㎝あまりで直径
が大きいもので6～9㎝にもなり
ます。火を通すと特有の甘みやと
ろみがでます。

最
も
濃
く
、
中
心
部
ま
で
濃
紅
橙

色(

紅
心)

で
す
。
肉
質
は
比
較
的

柔
ら
か
く
、
生
食
で
も
美
味
し
く

食
べ
ら
れ
ま
す
。

今は「ぶな
しめじ」が
主流になっ
ていますが、
ひらたけし
めじは苦み
が少なく旨
み出汁が良
くでるのが特徴です。歯ごたえが
良く風味豊かな味わいをお楽し
みいただけます。

※�冷蔵庫に入
るサイズの
大根です

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

CO-OP MAIL JOSO【   2021年12月1回】CO-OP MAIL JOSO【2021年12月1回】

お祭り特価市！お祭り特価市！

　

丸金（長野県･長野市）

94 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）

95 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。シャキっとした歯ごたえと風
味をお楽しみください。

97 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)

98 B品

100g 210円(税込227円)

EA

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

はなうた家

800円(税込864円)
北海道  
87 3kg

280円(税込302円)86 1kg

煮物、サラダ、じゃ
がバター等で。農
薬無散布。

渡部さん（北海道･上士幌町）
じゃがいも

無農薬

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

210円(税込227円)
88 1kg

598円(税込646円)
89 3kg

北海道

まごころの里
（北海道･栗山町）
玉ねぎ

シーズン初

1本(900g以上) 198円(税込214円)
千葉県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.2

三須さん達（千葉県･富里市）

81 大根
煮物、大根おろし等に。農薬無散
布。

無農薬無農薬

220円(税込238円)500gA

上野さん達（栃木県･上三川町）

72 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

お鍋、炒め物にも
どうぞ♪

カットしてお
届けする場合
がございます

無農薬

A 4品目 750円(税込810円)

やさとの仲間（茨城県･石岡市）

69 田中農園の
野菜セット

八郷の有機農業生産者（田中さん）
より旬の野菜をお届け。農薬無散布・
無化学肥料栽培。

茨城県  

無農薬

※イメージ

畑
の
状
況
で
内
容
は

毎
回
変
わ
り
ま
す

3品
約180g 230円(税込248円)

田中農園（茨城県･石岡市）

68 田中農園の"大人"の
サラダセット

ルッコラ、赤からし菜、わさび菜を
セット。オリーブオイルと塩でどう
ぞ。農薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県  

無農薬

田中農園From 
石岡市

1粒で栄養たっぷり 調理例無農薬 無農薬 無農薬シ
ー
ズ
ン

最 

終

高柳さん ダニエルさん
ご夫妻

木村さん

山田さん

大
和
田
さ
ん

500g 174円(税込188円)

浅野さん（茨城県･常総市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.5
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500g 327円(税込353円)
かぼちゃ（北海道）  

300g 262円(税込283円)
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)
とうもろこし（北海道）  

250g 296円(税込320円)FA FBK FB FBK

イズックス（東京都･中央区）

99 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。

日本生活協同組合連合会

100 5種のお豆ミックス
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。

日本生活協同組合連合会

101 北海道つぶコーン
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。

日本生活協同組合連合会

102 北海道のそのまま枝豆
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。

枝豆（北海道）  

ビールのおつまみ、おやつにも♪

500g 1550円(税込1674円)
梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

100g×2 320円(税込346円)
大根（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.0

120g 230円(税込248円)
れんこん（茨城県）、唐辛子（中国）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8

120g 165円(税込178円)G180日 ECG90日 JKL EG60日 JKL EG30日 J

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

103 徳用 梅干し

八幡屋（茨城県･古河市）

104 福神漬(2個組)

浜食（東京都･調布市）

105 ピリ辛れんこん醤油漬

月山農場（山形県･酒田市）

106 月山赤かぶ漬(スライス)

赤かぶ（山形県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜4.1

150g 324円(税込350円)
ECG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

107 煮豆 とら豆
北海道産のとら豆。今では高級煮豆
店で取り扱っている希少の豆で、しっ
かり豆のコシを残した直火炊きです。

とら豆（北海道）  
200g 370円(税込400円)

EG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

110 趙さんの味 
熟成カクテキ

1年以上熟成、発酵させた鮭の魚醤を使い旨味を引き出し
た濃厚でこってりとしたキムチ。こだわりの唐辛子やあみ
えびの塩辛など数種類の薬味と大根を漬けこみました。

大根（国内産）  

130g 220円(税込238円)
EG90日 JKL

菊田商店（東京都･練馬区）

108 昆布豆
秋田県産大豆、北海道産昆布使用。直
火、とろ火で長時間煮ました。程よく煮
締まり、ふっくらと仕上がっています。

大豆（秋田県）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜3.2
350g 535円(税込578円)通常税込

589円

こだわりの唐辛子やあみ
えびの塩辛など数種類の
薬味と、白菜を漬け込ん
だ本格発酵キムチ。

ECG14日 OJ

白菜（国内産）  

趙さんの味（宮城県･仙台市）

109 趙さんの味 はさみ込みキムチ

200g 365円(税込394円)
EBG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

111 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）  

・最新の検査結果は、毎週配布している「放射能検査結果一覧」にてご確認ください。

2021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 コシヒカリ 0.2Bq/kg 0.3Bq/kg

山形県 おきたま興農舎
ひとめぼれ

検査中 検査中
つや姫

宮城県 黒澤さんのお米 ひとめぼれ 検査中 検査中

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

山形・おきたま興農舎

おきたま興農舎（山形県・高畠町）

ひとめぼれは、初期除草剤1回のみ使用(ネオニコチノ
イド系農薬不使用)。化学肥料も使わず育てました。
つや姫は、無農薬･無化学肥料栽培です。

 　5kg2750円(税込2970円)ひとめぼれ（白米）BJ 
　502044

 　2kg 1630円(税込1760円)つや姫（白米）BJ 無農薬 
　502041
 　2kg1565円(税込1690円)つや姫（玄米）BJ 無農薬 
　502042
 　2kg 1690円(税込1825円)つや姫

（胚芽精米） CJ 無農薬 
　502043

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)。

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

300g 670円(税込724円)CJ

庄内協同ファーム･冨樫さん（山形県･鶴岡市）

502071 白山紫黒
(有機栽培紫黒米)

山形県  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.1

炊く時にお酢を少し加えると
鮮やかな紫色に
ミネラル補給の為に塩
を散布したり、ヒノキ
エキスなど天然の素
材を使った自家製忌
避剤を使用。3合のお
米に、大さじ1杯から
どうぞ。農薬無散布。

AJ

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）。

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

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

新米

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

 
　 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
新米

新米

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

 
　 1998円(税込2158円)白米 5kg 
　502031
 
　 1888円(税込2039円)玄米 5kg 
　502032

新米

無農薬

◦�塩漬け…ミネラルたっぷり
塩湖の塩で、季節により塩
加減を変え、葉1枚1枚に
丁寧に塩をふります。
◦�蔵王のラ･フランス…寒暖
の差が激しいみやぎ蔵王の
麓で育ったラ･フランスを
使いフルーティーな香りと
自然な甘さを出していま
す。
◦�鮭の魚醤…宮城の江合川で
捕れた鮭を、1年以上かけ
じっくり発酵させた魚醤を
ヤンニョムの材料に使って
います。魚臭さがなく香ば
しい味をかもしだしてくれ
ます。

ここが
　ポイント! 講習会を

開催しました!
ケイミーオフィスの青木さんを講師
に、ぬか床のお手入れの仕方や美
味しく漬けるポイントなどを教え
て頂きました。今週配布のJOSO
エールで足しぬか用米ぬかも
企画しています。

無農薬栽培された米のぬか
と海水塩で作ったぬか床で
す。ぬか漬けの手引きが付
きます。

ECG90日 J

735円(税込794円)112 500g

勅使川原精麦所（栃木県･佐野市）
うれしいぬか床

1350円(税込1458円)113 1kg
米ぬか（栃木県･茨城県・群馬県）

ビギナーにも安心の
説明リーフレット付♪

お届けは
12月2回に
なります

趙さんのキムチは

農産加工品
農産物の味わいを

そのまま冷凍・冷蔵保存
しました

昔ながらの天日干し梅
干しの徳用品。梅は石
灰イオウ合剤を1～2回
使用、しそは低農薬栽
培。塩分16～18%。サ
イズ無選別。

国内産の大根、茄
子、蓮 根、しその
葉、生姜、なた豆、
ごまを、砂糖、醤
油、食塩、酢、みり
ん、かつおだしで漬
込み。

茨城県産のれんこ
んを醤油漬にしま
した。ピリ辛味が
クセになります。
ごはんのおともや
おつまみにも。

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。

10/30(土)に
青木さん

詳しくは
今週配布の

ニュースレターを
ご確認
ください
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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
200g 430円(税込464円)

FCG90日 

まるたか水産（宮城県･石巻市）

116 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

3切
180g 368円(税込397円)通常税込

430円

FCG180日 JKL

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

117 三陸産天然ぶり
生姜醤油漬

三陸産のぶりを黒糖とすりおろし生
姜を加えた特製の醤油たれに、低温
でじっくり24時間漬けこみました。

ぶり（三陸南部沖）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜2.9
180g 365円(税込394円)通常税込

410円

FCO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

118 えび･いかミックス
むきえびとアカイカのミックスです。
かき揚げ、炒め物、カレーなど幅広く
利用できます。

えび（インド）、アカイカ（北太平洋）  

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）

119 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

6～8個
140g 380円(税込410円)通常税込

430円

FG180日 L

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

120 さんま梅サンド
腹骨を除いたさんまに梅肉ペースト
をはさみ、国産小麦粉をまぶしまし
た。梅肉がさわやかです。

さんま（国内産）  

100g 555円(税込599円)通常税込
621円

EG3日 

かき（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4

まるたか水産（宮城県･石巻市）

121 荻浜湾で育った
二年子生かき(生食用)

牡鹿半島の外洋に面した荻浜産中心にお
届け。水無しパックなので、かき本来の甘
み、食感が楽しめます。

7～12尾
150g 298円(税込322円)通常税込

346円

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド、カナダ）  

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

122 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。

4枚210g以上 548円(税込592円)
FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

123 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）  
2枚160g 398円(税込430円)FDG180日 FC

真あじ（九州）  

ヤマフ（佐賀県･唐津市）

124 九州産真あじの生開き干し
厳選した九州産の鯵(あじ)を鮮度の良いうちに開き、生干
し加工しました。半解凍後、焼いて下さい。

2枚170g 398円(税込430円)
FCG120日 

カネヘイ下谷商店（千葉県･銚子市）

125 さんま開き2枚
北海道産の脂のりの良い大型さんま
のみを厳選。手開きして塩のみで味
付けし、干物にしました。

さんま（北海道）  
約350g 630円(税込680円)FCG30日 

縞ほっけ（アメリカ）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

128 甘塩縞ほっけ開き
脂の乗りがよい縞ほっけを原料に丁寧に甘塩で仕上げま
した。焼き物に最適です。

220g(2枚) 398円(税込430円)通常税込
443円

FG180日 J

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

129 メバル塩麹漬

キタノメヌケ（アメリカ）  

塩麹で身もふっくら!

3切210g 415円(税込448円)FCJKL

しまほっけ（アメリカ）  

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

130 しまほっけ黒糖みりん漬
脂がのったアメリカ産のしまほっけを、黒糖とすりごまを
ブレンドした特製の調味液に低温で漬け込みました。

200g
(片身2枚入) 465円(税込502円)通常税込

518円

ごま油の香りをきかせたさ
ばの味噌漬けです。野菜を
たっぷり加えてホイル焼き
も美味。

FCG30日 JK

さば（長崎県、佐賀県）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

131 香ばし味噌のさばフィーレ

5～6切170g 645円(税込697円)FCG30日 JK

ぶり（長崎県）  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

132 香ばし味噌のぶり切身
九州沖の天然ぶりを使用し、ごま油の香りをきかせた味
噌漬け。冷めても柔らかいのでお弁当にも。

片身5～8枚前後
200g 440円(税込475円)

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

133 真あじフィーレ
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。

真あじ（長崎県）  

4切260g 450円(税込486円)
FCG120日 

ダイマツ（鳥取県･米子市）

134 氷温造り 
甘塩さば切身4切

ノルウェー産のさばを、甘塩タイプの
塩さばにしました。脂質20%以上
で、脂がのっています。

さば（ノルウェー）  
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）

135 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）

136 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）  
300g(3～5切) 430円(税込464円)F

紅鮭（アメリカ）  

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

137 紅鮭かま(甘塩)
6～8月にアラスカ湾で漁獲した紅鮭のかま部分です。脂
のりも程よいです。甘塩タイプ(塩分2～3%)。

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）

138 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。

2切140g 350円(税込378円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

139 氷温造り 生姜焼き用
シルバー切身

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)を生姜
醤油に漬けて氷温熟成させました。

シルバー（主にニュージーランド）  

ブリに食感が似て、身離れが
よい魚です

3個300g 450円(税込486円)
めばちまぐろ（太平洋）  

3～6枚230g 410円(税込443円)FCG60日 FD
するめいか（岩手県、青森県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9

炒め物や煮物にどうぞ!

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

140 めばちまぐろカマ

共和水産（岩手県･宮古市）

141 三陸産するめいか つぼ抜き
三陸北部沖で漁獲された小型のするめいかの内臓と下足
を除去してつぼ抜きにしました。

70g 450円(税込486円)通常税込
508円

FC

松岡水産（千葉県･銚子市）

142 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。

紅鮭（アラスカ）  

トクスイコーポレーション
世界の海から食卓へ“美味しい”を届ける世界の海から食卓へ“美味しい”を届ける

千倉水産加工販売
南房総と女川からこだわりの水産加工品をお届け南房総と女川からこだわりの水産加工品をお届け

水産品全般を扱っています
が、特にエビは現地の工場と
船を持ち、漁獲から輸入～加
工までを一貫管理できる体制
を整えています。

千倉の自社工場では、しめさ
ばを中心とした水産加工品の
製造を、宮城県女川町の自社
工場では、前浜という利点を
活かし、サンマやサバを中心
とした色々な魚種で加工品を
製造しています。

梅肉がさわやか

ほぐしてご飯に
　　　混ぜても◎

3枚
3切

6～8
個

師資田さん

あんかけ焼きそば

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。

香ばし味噌シリーズ

5～6
切

たっぷりの野菜といっしょに
ホイル焼きにも

5～8
枚

3切

主原料産地欄もあわせてご
参照下さい。

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

水産品の
放射能検査について

甘塩中辛

お届けは
12月2回に
なります

7～12
尾

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)

126 2枚
脂のりの良いノルウェー産のさばを一夜干しに仕上げました。

127 3枚

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

FBG120日 FBG120日 

ベーリング海
で漁獲したキタ
ノメヌケを塩麹
にじっくりと
24時間漬け込
み仕上げまし
た。

遠洋まぐろ延縄
船の日本船のめ
ばちまぐろのカ
マを1個100g
位でカットしま
した。塩焼き、
煮付けなどで。

鮮魚
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※イメージ三陸の宮古市
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。
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100g 398円(税込430円)通常税込
451円

ほたるいか（兵庫県）  
100g 370円(税込400円)通常税込

410円FG90日 FJKL

ほたるいか（兵庫県）  

山米（兵庫県･新温泉町）

143 釜揚げほたるいか(ボイル済)
旬のホタルイカを高鮮度のうちに茹でて急速凍結。流水
解凍して酢味噌などでどうぞ。

山米（兵庫県･新温泉町）

144 ほたるいか沖漬け
高鮮度のうちに特製の醤油だれ(天然醸造醤油、三河み
りん、料理酒「蔵の素」)に漬け込みました。

2枚210g 480円(税込518円)通常税込
538円

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

147 しめさばかぶら漬
国内産(主に三陸沖)の真さばを三枚
におろし独自の調味酢に漬け、かぶ、
人参、生姜をのせ、かぶら漬に。

真さば（国内産）  

見た目にも鮮やかな
一皿に

105g 380円(税込410円)通常税込
430円

FCG60日 

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

148 高橋徳治商店の
蒸しかき

旨味成分グリコーゲンを多く含む牡
蠣。加熱済なので身が縮むことなく
大ぶりのまま味わえます。

かき（宮城県）  

おでんに入れても◎

240g(蛸100g 
液140g) 640円(税込691円)通常税込

713円

FG90日 JKL

カネキ水産（兵庫県･神戸市）

149 明石蛸たこめしの素
(2合用)

年間を通じて旨味のある、明石浦産
の真だこを使用。お米と一緒に炊き
込むだけで召し上がれます。

真だこ（兵庫県）  

炊き込むだけで絶品の
たこめし!

※調理例

100g5～7尾 298円(税込322円)
はたはた（兵庫県）  

※調理例

150g 268円(税込289円)FCG90日 FCG90日 
山かれい（兵庫県）  

山米（兵庫県･新温泉町）

145 はたはた下処理済み
山陰浜坂産のはたはたを水揚げ後、すぐに下処理しまし
た。そのまま焼いて。天ぷらの具材にも。

山米（兵庫県･新温泉町）

146 山かれい切り身
浜坂の地魚「山かれい」を水揚げ後すぐに切身加工しまし
た。上品な白身で地元で人気です。

60g 340円(税込367円)
FCG30日 J

湊水産（宮城県･石巻市）

150 無添加たらこ
(切子込み)

すけそうだらの卵を着色料や化学調
味料を使わないで味付け。魚醤、鰹
節、昆布の風味をお楽しみください。

すけそうだらの卵（ロシア、アメリカ）  
60g 340円(税込367円)

FCG30日 J

湊水産（宮城県･石巻市）

151 無添加明太子
(切子込み)

着色料や化学調味料不使用。魚醤、
鰹節、昆布、唐辛子のシンプルな味
付けです。

すけそうだらの卵（ロシア、アメリカ）  
160g(2パック) 498円(税込538円)

FG30日 JKL

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

152 焼津港のまぐろ漬け丼
焼津港に水揚げされた鮮度の良いきはだまぐろをスライ
スし、無添加の醤油ダレに漬けました。

きはだまぐろ（太平洋）  
100g 565円(税込610円)FCG30日 

ヤマボシ（静岡県･焼津市）

153 焼津港のめばちまぐろ中落ち風
めばちまぐろの中落ちに近い部分をスライスしました。
※表面の酸化防止のため若干のなたね油、食塩を使用。

めばちまぐろ（太平洋）  
80g 448円(税込484円)

FBG180日 

共和水産（岩手県･宮古市）

154 三陸岩手 
いかの糸造り

するめいか（三陸）  

110g 398円(税込430円)通常税込
448円

FG180日 OJKL

共和水産（岩手県･宮古市）

155 海鮮いかキムチ
岩手県産のするめいか、めかぶ、オキアミを使用してキム
チにしました。冷蔵庫でカップのまま約2時間で解凍でき
ます。急ぎの時は流水解凍で。

するめいか（岩手県）  
50g 330円(税込356円)FCG30日 O

しらす（遠州灘～伊勢湾）  
70g×2 560円(税込604円)通常税込

626円

いわし稚魚（愛知県）  
20g×3 450円(税込486円)FCG180日 FBG120日 

しらす（遠州灘～伊勢湾）  

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

156 魚屋さんの混ぜちりめん
国産の小魚と7種類の海藻をブレンド。混ぜご飯のほか、
おにぎり、汁もの、パスタなど幅広く使えます。

ヤマタ水産（愛知県･名古屋市）

157 篠島産釜揚げしらす 2個組
篠島産の大きめで味の良いいわし稚魚を釜揚げしまし
た。酢のもの、大根おろし、チャーハンなどに。

海泉水産（静岡県･浜松市）

158 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。

5枚100g 258円(税込279円)EG30日 JK

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

159 長崎 彩り茎わかめ天

スケトウダラ･茎わかめ（国内産）  

2枚 368円(税込397円)
ECG8日 OJ

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

160 長崎 もずく天
白身魚(タラ、エソ、タチウオ)のすり
身にもずくをたっぷり入れました。生
食はもちろん、軽く温めても。

魚肉（国内産･タイ）、もずく（国内産）  
100g 290円(税込313円)

ECG7日 H

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

161 長崎 漁師揚げ
あじ、さわらなど長崎近海の魚
100%を主原料に、食感に弾力を出
し、薄く揚げた蒲鉾。

雑魚（長崎県）  
25g×5 368円(税込397円)

ECG7日 HJ

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

162 長崎甘鯛入り
さつま揚げ

長崎の県魚とされている甘鯛が主原
料。ほんのり甘みがありソフトな食
感。そのままでも、軽くあぶっても。

甘鯛（長崎県）  
100g 315円(税込340円)

FBG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

165 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175g 312円(税込337円)
FCG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

166 おとうふ揚げ(五目)
おとうふ揚げの食感と風味･甘味はそ
のままに5種の野菜(人参･筍･ごぼう･
椎茸･枝豆)を練りこみました。

すけそうだら（北海道）  

カット面が彩り鮮やか 
お弁当にも♪

5個150g 288円(税込311円)通常税込
324円

FG60日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

167 いわしだんご
三陸産の真いわしと北海道産のタラ
のすり身を合わせ、ねぎと味噌を練り
込んだ柔らかい食感のだんごです。

いわし（宮城県）  

汁物に入れると
　美味しいダシが
　　　     出ます

50g×2 385円(税込416円)
魚肉（愛媛県）、わかめ･めかぶ（宮城県）  

50g×2 385円(税込416円)EG14日 J EG14日 J

宇和島練り物工房みよし（愛媛県･宇和島市）

163 わかめかぶ天

宇和島練り物工房みよし（愛媛県･宇和島市）

164 ニラ生姜天

魚肉（愛媛県）、ニラ･生姜（高知県）  
7本224g 360円(税込389円)

FCG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

168 焼ちくわ
石巻港水揚の小魚と北海道無リンス
ケソウタラすり身を混ぜ、しなやかな
弾力と旨味のしっかりしたちくわ。

スケソウタラ（北海道）  

蒲焼にも♪解凍後
そのまま食べても　

「東北人でしか作れないおでん種」がコンセプト

2合用

毎日漁港へ目利き一筋！ ～ 山米のうまいもん ～毎日漁港へ目利き一筋！ ～ 山米のうまいもん ～
酢味噌はもちろん、
パスタの具にも!

5～7
尾

解凍は流水で。解
凍後、ラップをして
2～3時間冷蔵庫
で熟成させると旨
みがUPします!

ひと手間で
さらに美味しく

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。

使う技には100年を
超える歴史があります 
使う技には100年を
超える歴史があります 高橋徳治商店

単なる作り手としてだけで
なく、食べる「もの」、食
べることを通じて身体と心
の最良な環境づくりに励ん
でいます。

6種10品326g 602円(税込650円)通常税込
670円FG60日 HJK

すけそうだら（北海道） 

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

169 三陸おでん種セット

鍋に入れても
出汁が出て美
味しかったで
す !

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからのセット内容：ごぼ
う丸天×2、ぼた
んちくわ×2、わ
かめはんぺん、
さんまつみれ×
2、いわしだんご
×1、おとうふ揚
げ(椎茸)×2

宮城県産のいわし、さんま、サメ、
岩手県産のわかめ、豆腐など東北
の食材にこだわって作りました。

具材に枝豆、茎わかめ、豆腐、に
んじんを加えた彩り豊かな揚げ
かまぼこです。

茎わかめのシャキ
シャキ食感が新感
覚。海藻が得意で
はないお子様にも
おすすめです♪

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

宇和海産の魚肉(主
にホタルジャコ)に
三陸産のわかめと
めかぶを練り込ん
だじゃこ天です。

宇和海産の魚肉
(主にホタルジャコ)
に高知県産のニラ
と生姜を練り込ん
だじゃこ天です。

使い切りパックで便利　

高橋徳治商店の皆さん
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300g 455円(税込491円)通常税込
502円

FAG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

170 茨城県産ローズポーク 
挽肉

赤身率は8割です。

茨城県  

300g 350円(税込378円)通常税込
400円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

172 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 470円(税込508円)通常税込

529円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

173 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  
500g 630円(税込680円)通常税込

713円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

174 つくば茜鶏 挽肉
各部位からなるバラ凍結品。

茨城県  

4本500g 1150円(税込1242円)通常税込
1247円EG6日

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

176 茨城県産ローズポーク スペアリブ
バーベキューには欠かせません。部位は味の濃いローズ
ポークの豚肩バラ。

茨城県  
200g 407円(税込440円)通常税込

448円

EG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

177 茨城県産ローズポーク 
モモ赤身カレー用

赤身主体のモモ肉をカレー用にカッ
トしました。

茨城県  

500g 1030円(税込1112円)
EBG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

178 茨城県産ローズポーク 
モモブロック

モモ肉を焼き豚、煮物、カツ等に使え
るようにブロックでお届け。

茨城県  
300g 850円(税込918円)通常税込

929円

EG届いて3日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

179 茨城県産ローズポーク 
ロースしゃぶしゃぶ

きめが細かく脂が程よく入ったロー
ス肉を、しゃぶしゃぶ用に厚さ1mm
前後にスライスしました。

茨城県  
250g 551円(税込595円)

580円(税込626円)

EBG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

180 茨城県産ローズポーク 
バラスライス

厚さ3～3.5mm。

茨城県  
250g 528円(税込570円)

EBG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

181 茨城県産ローズポーク 
モモスライス

赤身主体部位。厚さ3mm。

茨城県  

200g
×2 605円(税込653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

182 茨城県産ローズポーク 
徳用小間切

小間切徳用タイプ。

茨城県  
150g×2 460円(税込497円)

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

183 茨城県産ローズポーク 
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  

300g 325円(税込351円)通常税込
356円

FCG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

184 茨城県産 豚レバー
ビタミン、鉄分豊富なレバー。

国内産  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.2
200g 445円(税込481円)

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

185 中津豚モモ
しゃぶしゃぶ用

脂身の少ないモモのしゃぶしゃぶ用
スライスです。厚さ2mm。

神奈川県  
200g 471円(税込509円)

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

186 中津豚肩ロース
スライス

脂身が適度に入り旨みがあります。厚
さ3mm。

神奈川県  
200g 485円(税込524円)

FBG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

187 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 498円(税込538円)

FBG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

188 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  
200g 360円(税込389円)

EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

189 中津豚小間切
各部位から集めています。

神奈川県  

美味しい唐揚げ
を

　食べませんか
?

400g 650円(税込702円)
FAG90日 

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

190 豚挽肉(バラ凍結)
赤身率8割です。

茨城県  
200g(5～6切) 735円(税込794円)

神奈川県  
200g 454円(税込490円)ECG4日 ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

191 中津豚ヒレ一口カツ用
希少なヒレ肉を一口カツのサイズにカットしました。

中津ミート（神奈川県･愛川町）

192 中津豚モモ一口カツ用
赤身主体のモモを一口カツ用にカット。旨味がたっぷりな
ので、そのまま塩焼き等でもおいしいです。

神奈川県  

250g
×2 920円(税込994円)通常税込

1058円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

193 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  
300g 560円(税込605円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

194 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  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

195 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）

196 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  

126円/100g 169円/100g 136円/100g

164円/100g

220円/100g

222円/100g

117円/100g

238円/100g

255円/100g

176円/100g

163円/100g

269円/100g

212円/100g

245円/100g

306円/100g

241円/100g

228円/100g

262円/100g

202円/100g

397円/100g

166円/100g

195円/100g

212円/100g

248円/100g

名前の由来は筑波山の夕焼け
のびのび育てるこだわり養鶏
名前の由来は筑波山の夕焼け
のびのび育てるこだわり養鶏 つくば茜鶏

 大特価
   掲載です!

今回は
ムネ、モモ、
挽肉、唐揚げ用
2パックのみ

220gJ

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

171 カレーの壺
(オリジナル)

スパイス（スリランカ、他）  

たっぷり使用したト
マトとレモングラス
の風味が魚介の風
味を引き立てます。
約22皿分。

幅広く使える便利な
ペーストタイプ

◆作り方
❶　�たまねぎはみじん切り、じゃがいもは丸ごと茹でて、茹で上
がったら皮を剥いてつぶしておく。

❷　フライパンに油を熱し、ひき肉を炒める。
❸　�色が変わってきたらたまねぎを加えて炒め、カレーの壺ペース
トを加えてスパイスの良い香りがするまで炒める。

❹　�つぶしておいたじゃがいもに③を加えて混ぜ、塩こしょうで味
を調える。

❺　�ピンポン玉大に丸めて、★印の衣の材料をつけ、たっぷりの油
で揚げる。

❻　�揚げたコロッケをお皿に盛り付けて、くし切りにしたレモンを
添える。

コロッケ
カレーの壺を使用したカレーの壺を使用した

カレーの壺ペーストは、オリジ
ナル･マイルド･スパイシー
(P14にもあります)からお好
みでお使いください。

◆材料(4人分)
カレーの壺ペースト(オリジナル)
�������� �大さじ1～2
じゃがいも������� �大2個
たまねぎ� ������� �1個
豚ひき肉� ������ �200g
塩����������� �適量�
こしょう��������� �適量�
　卵���������� �1個
　小麦粉� ������� �適量
　パン粉� ������� �適量�
油����������� �適量
揚げ油� �������� �適量
レモン� �������� �適量

★

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
村山では厳選して自分の目
で判断しています。

豚 肉

約150g 220円(税込238円)
熊本県  

右田さん達（熊本県･芦北町）

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

199円/100g

2
パック

お得

どうも!村山です!今回新商品で
ローズポークのロース切り身を
出させていただきます!組合員の
皆様これからもどうぞ宜しくお
願いいたします!

ミートパル村山の皆さん

野口さん

ミートパル村山

2枚200g 533円(税込576円)通常税込
586円EG6日 

JA全農いばらき（茨城県）･ミートパル村山

175 茨城県産ローズポーク 
ロース切り身

茨城県  

288円/100g
赤身の中に適度な
脂が入り交じる美
味な部位。とんか
つやソテー等に。
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400g 525円(税込567円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

197 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  
400g 525円(税込567円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

198 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  
200g 825円(税込891円)通常税込

896円

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

201 茨城県産(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 240円(税込259円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

199 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  
300g 595円(税込643円)

FCG180日 

秋川牧園（山口県･山口市）

200 若鶏手羽中ハーフ
(バラ凍結)

非遺伝子組み換えの飼料を与え、無
投薬で育てた若鶏の手羽中。ほしい
分だけ簡単に取り出せるバラ凍結。

山口県･島根県･福岡県･熊本県  
250g 688円(税込743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

202 茨城県産(山方牛)
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  
300g 1690円(税込1825円)

FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

203 鹿児島 坊津黒牛
焼肉用(モモ、バラ)

モモとバラ肉を焼肉用にスライスし
ました。徳用規格でお届け。

鹿児島県  
100g 280円(税込302円)通常税込

324円

FG180日 

204 1パック
指定農場の豚肉を、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。どうしても出てしまう端材を、徳用パックで切り
落としにしてお届けです。

100g
×4 1110円(税込1199円)通常税込

1296円

FG180日 

205 4パック

170g×2 1810円(税込1955円)
FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

206 鹿児島 坊津黒牛
サイコロステーキ用×2

モモ･肩肉をダイス状にカットしまし
た。お得な2パックでお届け。

鹿児島県  
170g 550円(税込594円)

FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

207 国産牛モモスライス
モモ肉を2～3㎜程度にスライス。

福岡県、大分県  
160g 445円(税込481円)通常税込

491円

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

208 国産牛小間切
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県  
200g 390円(税込421円)通常税込

432円

FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

209 国産牛挽肉
ホルスタイン種を100%使用。赤身
の部位を多く使用しました。

福岡県、大分県  
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）

210 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×3 265円(税込286円)通常税込
297円

EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

211 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）

212 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×5 360円(税込389円)通常税込

400円

ECG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

213 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 287円(税込310円)

EBG7日 KL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

214 中津皮なし
和風ミニウインナー

温めると醤油の控え目な旨味が広が
ります。食べやすい皮なし。

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）

215 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）  
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）

216 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）  

180g 416円(税込449円)通常税込
460円

ECG60日 JKL

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

217 近江牛のしぐれ煮
ブランド牛の近江牛を時間をかけ柔らかく炊き上げまし
た。湯煎で約5分程度温めてお召し上がりください。

牛肉（滋賀県）  
140g×2 583円(税込630円)通常税込

664円

ECG60日 JKL

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

218 近江牛のこだわり牛丼
ブランド牛の近江牛を時間をかけ丁寧に煮込み肉質を柔
らかく仕上げました。湯煎で5分程度温めて。

牛肉（滋賀県）  

245g 430円(税込464円)
杏（長野県）  

OK
前日
！

180g 370円(税込400円)通常税込
410円

りんご（長野県）  

森食品（長野県･千曲市）

616 完熟杏ジャム
木で完熟した杏を使用。杏特有の酸味と甘さを
いかした風味です。人工的にペクチンを使わな
いので軟らかめでさらさらとしたジャムです。

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

219 紅玉ジャム
長野県産の紅玉りんごを使用。あっ
さりとした甘さが味わえます。原材料
にはちみつを含みます。

180g 1100円(税込1188円)
はちみつ（国内産）  

350g
ポリ容器 2300円(税込2484円)通常税込

2506円

はちみつ（秋田県、他）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜2.6

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

220 国産リンゴの
花はちみつ

りんご農家との契約で一部の養蜂家
だけがとれる蜂蜜。ほのかなりんごの
花の香りとまろやかな味が特長です。

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

221 国産純粋はちみつ 
アカシア

アカシアの花から採った天然100%
純粋はちみつ。色、香り共に淡く、
あっさりした味で、人気のはちみつ。

10g×4 560円(税込605円)
JKL

創健社（神奈川県･横浜市）

222 けんちん汁
みそ仕立て

岩手県産の丸大豆と国内産米で仕込
んだ味噌を使用。野菜たっぷり、味
噌の風味豊かなけんちん汁です。

大豆（岩手県）  

◦ 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 中津ミート養豚から加工までの一貫生産
飼料にもこだわった加工品
養豚から加工までの一貫生産
飼料にもこだわった加工品

神奈川県愛川町の高原の
澄んだ空気の中、こだわ
りの飼料と飼育方法で自
社ブランド「丹沢高原
豚」を育てています。ア
ニマルウェルフェアの精
神に則り、ストレスをか
けずに健康で美味しい豚
肉に仕上げています。

中津ミート（神奈川県･愛川町）
徳用 中津ハム切り落とし

◦ 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

表紙に鎌倉ハムクラウン商会を
一部掲載しています。

◦  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

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 257円(税込278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

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

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。

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）

223 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
12月2回に
なります

契約者、募集中です!今週から値上げしています

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

142円/100g

214円/100g

349円/100g

446円/100g

608円/100g

211円/100g

297円/100g

301円/100g

142円/100g

104円/100g

575円/100g

2食入

豚肉（神奈川県）  

太田さん
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約65g×6
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1斤 611円(税込660円)通常税込
665円

AG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

231 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）
1個 610円(税込659円)通常税込

664円

BG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

232 フルーツナッツ
カンパーニュ

第三世界ショップ・プレスオールター
ナティブさんのドライフルーツ･ナッ
ツがたっぷりのパンです。

小麦（北海道、神奈川県）  

1個 162円(税込175円)通常税込
180円

FAG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

233 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 189円(税込204円)通常税込

210円

FAG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

234 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 205円(税込221円)通常税込

227円

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

235 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）  

1個 217円(税込234円)通常税込
240円

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

236 ほうれん草ベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、玄米粉(茨
城県)、ほうれん草(浅野農園)、粗精
糖、天日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、ほうれん草（茨城県）  
1個 217円(税込234円)通常税込

240円

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

237 かぼちゃベーグル
原材料：国産小麦(北海道)、玄米粉
(茨城県)、かぼちゃ、粗精糖、天日
塩、天然酵母

小麦（北海道）、かぼちゃ（茨城県）  
1個 189円(税込204円)通常税込

210円

FG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

238 抹茶ベーグル
原材料：小麦粉、玄米粉、抹茶、粗製
糖、天日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、抹茶（京都府）  
605円(税込653円) 290円(税込313円)通常税込

324円

380g 550円(税込594円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

250 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）

251 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）

252 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）

253 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）

254 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
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）

255 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）

256 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）  
180g 296円(税込320円)

ECIK

創健社（神奈川県･横浜市）

257 べに花ハイプラス
マーガリン

べに花油を主原料に着色料、香料、
酸化防止剤を使用せずに作った、ま
ろやかでコクのあるマーガリンです。

  

天然酵母パンですが、ク
セが少なく材料は「小
麦、水、塩」のみで油や
砂糖は基本使いません。
ドイツパン･フランスパン
を研究した玉山さんのパ
ンはずっしり重く、小麦
の香ばしい味と香りが美
味しく感じられます。

パ ン
◦ 原則として国産の粉、天然

酵母を使用します。国産で
は入手が困難な粉について
は、残留農薬やポストハー
ベストが不検出又は基準値
内の原料を使用します。

◦ イーストフードと合成防腐剤
は使用しません。

Le･Lourdes (レ･ルルド)

国産小麦を使用した身体に優しいパン国産小麦を使用した身体に優しいパン

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

225 8枚

224 6枚

270円(税込292円)A

270円(税込292円)A

226 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

※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�

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8 生産者の玉山さん

プレスオールターナティブのフルーツと
ナッツを使用

1斤 300円(税込324円)
AG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

229 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)

BG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

230 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

227 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)

A

228 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

小麦（アメリカ、他）  

140円(税込151円)

270円(税込292円)

265円(税込286円)

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

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。

240 1斤6枚

239 半斤3枚

241 ノースライス

原材料：小麦粉
(国内製造)、砂
糖、ラード、脱脂
粉 乳 、パン酵
母、塩(小麦、豚
肉、乳成分含む)

クーロンヌ地元で愛されるパン屋

FAG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

242 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

約40g
×5

FBG180日 L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

243 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)

FBL

池田食品（埼玉県･所沢市）

244 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）  

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!

415円(税込448円)
小麦（カナダ、他）  

1個入

1個入

1個入

1個入

1個入

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

浅野さんのほうれん草を
使いました

これからの時期は常備したい
様々なメニューに大活躍

今週のおすすめ

100g×2 520円(税込562円)通常税込
616円EG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

258 北海道チャーンバター
2個組

生乳（北海道）  

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。長期保存は冷凍で。

供給部
磯野の
おすすめ

シチューにグラタン、ラーメン

にケーキ、トーストやホイル焼

き、じゃがバターetc…様々な

料理に活用できます。賞味期限

も長く、冷凍すれば長期保存

も可能なので２個セットでお

買い得の今回が買い時です。

私のおすすめは「バター醤油

炒め」、どんな食材も美味しく

してくれる万能の味付けです。

バターチャーン

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）

247 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）

248 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）

249 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

乳製品
デザート

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)245 プレーン

400g 370円(税込400円)246 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

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

4個
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220g 235円(税込254円)
ECG21日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.1
3種 490円(税込529円)通常税込

583円

EG届いて4～6日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

264 丸和の元気セット

大豆（国内産）  
100g×2 398円(税込430円)通常税込

449円FCK

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
　

丸和食品（東京都･練馬区）

265 きざみ揚げ(冷凍) 2袋
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。

200g 180円(税込194円)EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

266 ごま入り寄せ豆腐
寄せ豆腐の中に練りごまを加え、栄養価と風味をアッ
プ。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.3

ごまの程よい甘みが美味しい!

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）

267 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
10枚×2 780円(税込842円)通常税込

853円

ECG90日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

268 味付いなり揚げ 
2個組

肉厚の油揚げを、かつおだしをしっか
りきかせて家庭煮の味付けに。湯せ
んで温めると口が開けやすいです。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0
2個 255円(税込275円)通常税込

286円

EG届いて5日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

269 きのこがんも

ぶなしめじ（茨城県、他）  ［放］不検出 ＜2.1 ＜2.2

旬のきのこがたっぷり♪

230g 205円(税込221円)
ECG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

270 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

35g×3 148円(税込160円)
EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

271 八郷小粒納豆3連
(タレ･カラシ付)

茨城県産小粒大豆使用。口当たり、
糸ひきがよく、風味のよい納豆で
す。

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

EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

272 水府納豆ミニ3個
(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）

273 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）
40g×2 172円(税込186円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

274 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）  
450g 110円(税込119円)

EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

275 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）

276 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
200g 240円(税込259円)

EAG10日 J

浜食（東京都･調布市）

277 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）  
150g 398円(税込430円)通常税込

443円

ECG90日 

武田食品（兵庫県･洲本市）

278 淡路島 天然わかめ
(塩蔵)

淡路島･由良地区でとれた天然わか
め。食感が良く、自然な味わいです。

わかめ（兵庫県）  
100g 244円(税込264円)通常税込

270円

あかもく（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.0

人気!注目のフコイダンがたっぷり

40g×3 311円(税込336円)通常税込
356円FC FC

あかもく（国内産）、めかぶ（三陸）  

リアス（千葉県･船橋市）

279 松島湾産おさしみあかもく
ぬめり成分フコイダンが豊富。サクサクの食感なので和え
物、酢の物、麺類の具などにどうぞ。

リアス（千葉県･船橋市）

280 国産あかもくめかぶ
ミックス

あかもくのシャキシャキした食感と、めかぶのコリコリ食
感に粘りが加わり食べやすい。お好みのたれで。

ニューオークボ

260g
(130g×2) 310円(税込335円)通常税込

356円

EG届いて6～8日 L

小麦（カナダ、アメリカ）  

生パスタ独特の

　もちもちとし
た

　　食感がやみ
つきに　

100g 580円(税込626円)
ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

285 しらすくるみ
瀬戸内海産しらすを直火釜で焚き、カリフォルニア
産くるみ(有機JAS認定)を加えました。えぐ味の
少ないくるみとしらすが後を引くおいしさです。

しらす（瀬戸内海）  
80g 600円(税込648円)

ECG90日 JKL

武田食品（兵庫県･洲本市）

286 いかなご釘煮
朝一番に水揚げされた新鮮ないかな
ごを使用。ほんのりとした苦味と、素
材の旨みを活かし、味付けしました。

いかなご（兵庫県）  

麺120g×3
スープ30g×3 350円(税込378円)

ECG7日 HKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

281 内麦生ラーメン
醤油(3食入)

国産小麦粉を使った、無着色、無かん
すい、卵つなぎ麺。スープはあっさり
タイプなので具材で補って。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

260g
(130g×2) 310円(税込335円)通常税込

356円

EG届いて6～8日 HL

ニューオークボ（千葉県･柏市）

283 生スパゲティ

小麦（カナダ、アメリカ）  

260g
(130g×2) 350円(税込378円)通常税込

400円

EG届いて6～8日 L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

284 ほうれん草入り 
生フェットチーネ

ほうれん草（北海道）  
90g 461円(税込498円)

ECG90日 KL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

287 国産味付メンマ
国産(愛媛県)のたけのこを使用し、
食感を生かした歯ごたえのある味付
けメンマです。ラーメンや箸休めに。

たけのこ（愛媛県）  

貴重な国産たけのこを使用

90g 461円(税込498円)
ECG90日 KL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

288 国産山くらげ
たまり漬

国産(茨城県)で栽培･収穫された山く
らげを醤油だれで漬け込みました。
コリコリとした食感が特徴です。

山くらげ（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.5

コリコリした食感がやみつきに!

4個(タレ無) 206円(税込222円)
EBG10日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

289 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

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。

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。

日 配 品
海藻・麺類
◦ 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。

内麦焼そばは

表紙で
　　　ご案内しています

茹で時間3分

デュラム小麦の中
心部分の粉を使っ
て麺に負担をかけ
な い 手 打 方 式 で
作った生麺。茹で時
間3分。原材料：小
麦粉、食塩、卵白粉

茹で時間3分

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

こだわり製法の生スパゲッティ
茹で時間3分

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

ニューオークボ（千葉県･柏市）

282 生フェットチーネ

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

261 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

262 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）

259 ミニもめん豆腐 260 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

日本の国産農産物を支える
“食べものづくり”
日本の国産農産物を支える
“食べものづくり” 丸和食品

「丸和食品」では原料に徹底的にこだわって商
品を作っています。使用する大豆はもちろん国
産のみ、がんもどきなどに使用する野菜も全て
国産です。

定番商品の有機国
産 大 豆 寄 せ 豆 腐
100g×2、一口京
がんも10g×10、油
揚げ2枚のお得な
セット。

丸和食品の皆さん

2
 個組

お得

がんもどきの中に、旬のし
めじ、椎茸を加えました。
だし汁で薄味をつけてい
ますので、そのままでも、
煮物にも。

3個入

4個

今週から値上げしています
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6～8個
150g 395円(税込427円)

さんま（国内産）  

6～11枚150g
+タレ50g 375円(税込405円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

301 フライパンでできる
あじ南蛮漬(タレ付)

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

真あじ（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.7

6～12枚180g
+タレ50g 398円(税込430円)

FCG180日 JKL

つかさ食品（千葉県･南房総市）

302 いわし蒲焼用
(タレ付)

国内で漁獲された真いわしを三枚に
おろして腹骨を取り、国産小麦粉を
まぶしました。別添タレ付き。

真いわし（国内産）  
120g 380円(税込410円)通常税込

420円

調理例

FCG180日 IL FJKL

鶏肉（山口県、他）  

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

300 さんまチーズサンド
開いたさんまによつ葉のチーズをはさみ、国産小麦粉を
まぶしました。凍ったままフライパンで焼いて。

秋川牧園（山口県･山口市）

303 鶏レバー甘辛焼き
開放鶏舎で健康に育った若鶏のレバーを蒸気でふっくら
焼き、甘辛いたれをからめました。湯煎かレンジで。

18g×15 400円(税込432円)FBKL

豚肉（国内産）  
18g×10 385円(税込416円)

FCOJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

305 えびにら餃子
にらとえびの旨みがマッチした餃子。
ごま油の風味がきいています。皮は
国産小麦粉使用。焼いて。

えび（インドネシア、ベトナム、他）  

皮がもっちり

100g 472円(税込510円)通常税込
540円FO

えび（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

304 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。

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

306 殻まで丸ごと えびのアヒージョ
アヒージョとはオリーブ油とにんにくで素材を煮込むスペ
イン料理。唐辛子入。湯煎またはレンジ加熱で。

180g
(2種各3本) 639円(税込690円)

FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

307 やきとりセット
秋川牧園の若鶏を使用した、もも･つ
くねの各3本組セット。湯煎またはレ
ンジで。

鶏肉（山口県、他）  

220g 335円(税込362円)
FCG180日 J

ダイマツ（鳥取県･米子市）

308 氷温造り さわらの
雪見おろし(南蛮柚子)

国産(一部韓国産)のさわらを米油で
調理。酢とゆず果汁を加えた大根お
ろしで和えました。

さわら（国内産、韓国）  

少し唐辛子が入っています

75g×2 398円(税込430円)
FJKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

309 骨までやわらか 
さんまみぞれ煮

加圧処理済みで湯煎10分で骨まで
食べられます。粗目の大根おろしを
加えたタレでみぞれ煮にしました。

さんま（国内産）  
80g 630円(税込680円)

FCG90日 JK

まるたか水産（宮城県･石巻市）

310 がぜみそ
(うに味噌漬)

旬の時期(6月～8月)の宮城県産天然
きたむらさきうにを使用。仙台味噌、
砂糖、日本酒で味付けしました。

きたむらさきうに（宮城県）  
70g×2、たれ･山椒付 1850円(税込1998円)通常税込

2138円

FAJKL

大黒淡水（静岡県･焼津市）

311 うなぎ蒲焼 70g×2

うなぎ（愛知県）  
150g×2 870円(税込940円)通常税込

994円FCJKL

  

本場の味付けが手軽に味わえます

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

312 冷凍ナムルセット(2個組)

や湯煎でOKなものも
フライパンや
鍋一つで
できちゃう

レン
ジ

濃厚なえびの旨味に舌鼓!
煮汁はパンやパスタに

鶏肉の美味しさと醤油タレの
優しい風味がよくマッチ♪

◦ヨコハマの餃子
◦パクパクなぎょっと
◦タンドリーチキン
◦黒豆塩大福

まつり特価

16ページで
���お祭り特価!

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）

298 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

1090円(税込1177円)通常税込
1296円

2人前(約490g)
＋もやし250g

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

545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）

299 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

850円(税込918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）

293 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 

425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

2人前(255g)
＋もやし250g 832円(税込899円)通常税込

1015円

EG届いて1～2日 KLO

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

296 海鮮オムレツ
新鮮な野菜と本格海鮮ソース、味が決まる
ガーリックソースがセットになっています。

玉ねぎ（国内産）、えび（ベトナム） 

2人前

416円（税抜）
1食当り

卵を加えて 

調理時間
約4分

準備品
油、卵3～4個

セット内容：カット野菜(玉
ねぎ、人参、ピーマン)、海
鮮炒めソース、ガーリック
ソース�、単品もやし

食塩相当量：3.3g

2人前

2人前(約330g) 760円(税込821円)通常税込
971円

EG届いて1～2日 KL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

297 ブイヨン水餃子スープ
国産野菜、餃子、だしが一緒になったセット
です。餃子の原材料は国内産を使っていま
す。

玉ねぎ（国内産）、豚肉（国内産） 

380円（税抜）
1食当り

ブイヨンが効いた
優しい味わい 

調理時間
約10分

準備品
水700cc 

セット内容：カット野菜
（玉ねぎ、人参、ピーマ
ン、ぶなしめじ)、水餃
子12個、欧風だし

食塩相当量：6.3g

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）

292 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

2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）

295 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 

349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

2人前
調理時間
約15分

準備品
片栗粉大さじ1・油

2人前(約630g) 720円(税込778円)通常税込
821円

EG届いて1～2日 JKL

やさと農業協同組合（茨城県･石岡市）

294 小松菜とたっぷりねぎの
和風炒め

醤油ベースの美味しさと豚肉の甘み、ねぎの
香ばしさを楽しめます。

小松菜（国内産） 

調理時間
約10分

準備品
油

セット内容：カット野菜
(小松菜、ねぎ、玉ねぎ、
人参)、豚肉、たれ

360円（税抜）
1食当り

食塩相当量：2.1g

シャキシャキ野菜が
たっぷり

2人前

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）

291 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）

290 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）

お届けは
12月2回に
なります

2
 個組

お得

6～8
個

6～11
枚

6～12
枚

15個入

10個入
2種

���×各3本

もやし･小松菜･ぜんまい･大
根の4種。冷蔵か流水解凍
後、ほぐし和え直してから盛
付け。ぜんまいは中国産。

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。

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
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180g×2 599円(税込647円)
FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

313 チャプチェ
プルプルの春雨とコチュジャンを使
い、コクのある甘辛味に仕上げまし
た。湯煎して。

春雨（国内産）  

手軽に本格的なチャプチェを
楽しめます

4人前 610円(税込659円)通常税込
670円

キムチ、トック(韓国
風の餅)、スープ、コ
チュジャンをセット
にしました。豚肉や
長ねぎ、豆腐など加
えてどうぞ。

キムチ鍋

EG14日 OJKL

白菜（国内産）

趙さんの味（宮城県･仙台市）

314 趙さんの
キムチ鍋セット

250g×2 617円(税込666円)通常税込
698円FJKL

米･牛肉（国内産）  

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

315 食べるユッケジャンスープ
(トック入)

国産の牛肉･野菜･トック(餅)が入った辛味のあるスープ。
様々な素材の旨味が絡み濃厚な味わい。湯煎で。

180g 335円(税込362円)
FCG120日 JL

大新（鳥取県･境港市）

316 いわしごぼうつみれ
国産いわし、トビウオのすり身に、ご
ぼうを加えました。

いわし（国内産）  

320g(4個入) 640円(税込691円)
FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

317 鶏五目中華ちまき
国産もち米に鶏肉･牛蒡･人参･椎茸等
を混ぜ、醤油･オイスターソースで味
付したおこわを竹皮で包みました。

もち米･鶏肉（国内産）  

レンジで温めて

230g 685円(税込740円)通常税込
756円

鶏ひき肉･れんこん（徳島県）  
8切300g 446円(税込482円)

FCHJKL

ポーラスター（石川県･白山市）

319 太巻寿司
干ぴょう煮、厚焼き卵、椎茸煮、桜で
んぶ、三つ葉の具を太巻に。レンジで
解凍して。椎茸、干ぴょうは中国産。

米（国内産）  
2食520g 320円(税込346円)

小麦（国内産）  

鍋かレンジで

大進食品（神奈川県･横浜市）

318 阿波鶏と徳島蓮根ハンバーグ 
お惣菜セット

徳島県産蓮根と鶏肉のハンバーグ･茄子の揚浸し･ひじき
と大豆の煮物･青菜とじゃこのお浸しを詰めました。

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

320 関西風きつねうどん
国産小麦粉使用のうどんに味付油揚げを添え、サバ･カツ
オの出汁を効かせたつゆをセットにしました。

200g
×5 408円(税込441円)FJKL FCOJKL FBL

小麦（国内産）  

シマダヤ（東京都･渋谷区）

321 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%

12個180g 395円(税込427円)FHJKL

鶏肉･豚肉（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

322 照り焼き
ミートボール

8個144g 345円(税込373円)
FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

323 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

4個260g 430円(税込464円)
FCL

ニッコー（神奈川県･大和市）

324 野菜かき揚げ
国産野菜、国産小麦粉のみを使用し、
非遺伝子組み換えの菜種油で揚げま
した。レンジで加熱後トースターで。

玉ねぎ･ごぼう･人参･いんげん（国内産）  

国産野菜･小麦使用
トースター仕上げでサクサクに

3本入 426円(税込460円)
FOJL

菅原食品販売（宮城県･塩竃市）

325 海老天ぷら
塩竃の天ぷら専門メーカーが国産小
麦の天ぷら粉と米油を使い、作りま
した。

海老（ベトナム、インドネシア）  

200g(2人前
5種×2個) 550円(税込594円)

FCJKL

菅原食品販売（宮城県･塩竃市）

326 天ぷらセット
(濃縮たれ付)

5種の野菜(南瓜、さつま芋、舞茸、
茄子、野菜かきあげ)を米油で揚げた
天ぷらセット。たれは希釈して。

かぼちゃ、さつまいも（国内産）  

レンジかトースターで温めてレンジで温めトースターで
仕上げれば さっくり食感に

4個152g 380円(税込410円)通常税込
427円

FCOHJKL

えび（インドネシア、ベトナム、タイ）  
150g 447円(税込483円)

FBHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

328 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　

500g 298円(税込322円)
FCJ

じゃがいも（北海道）  

レンジかトースターで

ニッコー（神奈川県･大和市）

327 エビカツフライ
魚のすり身を一切使わず、新鮮なえびの身を使った本物
のエビカツ。電子レンジで温めて。

パイオニアフーズ（北海道･京極町）

329 ミニポテト
オーブントースター用

北海道のじゃがいも使用。シュレッド
したポテトの食感がたまりません。
ほんのり塩味がきいています。

27g×8 355円(税込383円)FCHJKL

鶏肉（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

330 鶏ごぼうシュウマイ
削り節の煮出し汁でごぼうを煮、産直の鶏肉をミンチにし
て混ぜ合わせた、味わい深い仕上がりのシュウマイ。

120g(4個) 368円(税込397円)
FCHIJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

331 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

300g 852円(税込920円)通常税込
950円FCHIJL

鶏肉（国内産）  

骨がなくて食べやすい

秋川牧園（山口県･山口市）

332 フライドチキン(骨なし)
塩麹で若鶏むね肉に柔らかさと旨みを加えコーンフレー
クの衣でサクサク食感をプラス。骨なしタイプ。

160g 404円(税込436円)
FCHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

333 スパイシー
ささみカツ

開放鶏舎で植物性飼料で育てた若鶏
のササミを、スパイシーなカレー味
のカツにしました。フライ済。

鶏肉（山口県、他）  

オーブントースターか
レンジで　

160g×2枚 536円(税込579円)
FCHKL

美雷（大分県･宇佐市）

334 関西風お好み焼き
国産小麦使用ミックス粉にキャベツ･
卵･豚肉･天玉を加えたカツオ風味の
お好み焼。レンジで温めて。

小麦（北海道）、キャベツ（福岡県）  

ふっくら仕上げ
1枚ずつの手焼きです

10個
400g 384円(税込415円)通常税込

432円FCL

ニッコー（神奈川県･大和市）

335 ミニたい焼き
(あずき)

国産小麦を使用し、北海道産小豆を製餡して、ミニタイプ
に仕上げました。小さなお子さんのおやつに。

小豆（北海道） ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.3

レンジで温めて

3個 778円(税込840円)通常税込
861円

FCG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

336 アーモンド
クッキーシュー

卵･生乳（国内産）  

冷蔵庫にて十分に(冬場4時間
夏場3時間)解凍して

2個 507円(税込548円)FCG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

337 エクレア
食べ応えあるシュー皮にカスタードクリームを詰めクーベ
ルチュールチョコをかけました。冷蔵庫で解凍して。

生乳（北海道）･小麦粉（国内産）  

高品質なマダガスカル産
バニラ･ビーンズを使用

80㎖ 100円(税込108円)FI

生乳（北海道）  

久保田食品（高知県･南国市）

341 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。

2個 870円(税込940円)
FG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

338 チョコレートムース
カップケーキ

滑かなチョコレートムースとココアス
ポンジケーキの上にパリッとしたチョ
コをかけました。容器直径約7.5cm

生乳（北海道）  

半解凍でも♪甘さ控えめの
チョコレートを様々な食感で

2個 700円(税込756円)
FG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

339 国産レモンの
レアチーズケーキ

国産レモンの酸味を活かしたレアチー
ズケーキ。香料や酸味料等の添加物
不使用。国産原料主体で作りました。

クリームチーズ（北海道）  

180g
(直径約15cm) 1028円(税込1110円)
FG80日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

340 スポンジケーキ台
(プレーン)5号

国内産小麦、たむらのタマゴの養鶏
卵、国内産砂糖、よつば乳業の牛乳を
使用の5号サイズのスポンジケーキ。

卵・粗糖・小麦（国内産）  

デコレーションして
お使い下さい　

100㎖ 190円(税込205円)FI

生乳（北海道）･いちご（高知）  

久保田食品（高知県･南国市）

342 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%

110㎖ 190円(税込205円)
FHIK

生乳（国内産）･カカオ（エクアドル他）  

今週、久保田食品の
アイスを購入された

方の中から

久保田食品（高知県･南国市）

343 チョコレートアイス
クリーム

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

110㎖ 120円(税込130円)
FHIL

生乳･小豆（北海道）  

久保田食品（高知県･南国市）

344 夢中熱中 バニラと
あずきの最中

北海道十勝産小豆を使い手間をかけ
炊き上げた自家製粒あんと素材のお
いしさが際立つバニラアイスの最中。

久保田食品
シンプルな原材料だからこその「あと味の良さ」シンプルな原材料だからこその「あと味の良さ」

旬の果実や素材を使い、極力
シンプルな原料で手間暇かけて
作っています。

今年春、
新工場が
竣工しました

新工場写真

旬の高知県産生苺の果汁･
果肉を使用

チョコレートの香りあふれる 
クリーミーな味わい

香り立つバニラビーンズを
使用した無添加アイスです

一度吸い始めたら、
やめられない (噴き出し注意!)

素材にこだわり心をこめて作りました

添加物は使わず国内産原材
料を主に安心できる物を使
用。香ばしくパリパリ感ある
シュー生地に仕上げました。

容器直径7.5cm

この2商品は次回は2月以降です

シーズン初

4人前

HOTな
お鍋で
　心もぽっかぽか

た
っ
ぷ
り

　
　

４
人
前
！

お弁当に
おかずに

豚肉と鶏肉で作った
ミートボールに餡をか
け、使い易い小分けト
レーに詰めました。レン
ジで温めて。

12個入

丼
や
麺
に

あります！
JOSOわいどに
あります！

◦ライスバーガー
◦スープワンタン
◦パエリアセット
◦芽吹き屋和菓子 etc.

※イメージ

あまりシュウマ
イは好きではな
いのですが、こ
れは美味しい !

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

甘すぎず、子
どもたちのお
やつにもちょ
うどいい大き
さが嬉しいで
す。

ク チコ ミ

　　　　　

　
　　  組合員さんからの

10個入

8個入

体を芯から温めるスープです

電子レンジで温めて

レンジで温めて

茹で時間約1分

2食入

2食入

2食入

4個入

8個入
4個入

8切入

4個入

4個入

2人前

3本入

2枚

2個入2個入

カップアイス2個セットを
プレゼント♪

黒蜜きなこ ほうじ茶

特価でなく、お祭り企画！
全国統一価格のため

10名様に

抽選で
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主要原料は国内産、遺伝子組み換
え原料原則不使用、合成食品添加
物不使用―これらを厳守して、お
菓子を通して健やかな毎日を組合
員さんにお届けしたいと思います。

CO-OP MAIL JOSO【2021年12月1回】

5g×8個
×2 450円(税込486円)通常税込

508円

ECIK

創健社（神奈川県･横浜市）

345 メイシーちゃん 
ハートのチョコ 2P

北海道産ミルクを使用した、一口サ
イズのハート型ミルクチョコ。個包
装。

  

50g 410円(税込443円)通常税込
454円

EIJ

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

348 Artisan Chocolate 
スパイス&ココアパフ味

有機ココアバター（オランダ、フランス）  

スパイス&ココアパフ味の
チョコレートです　

50g 410円(税込443円)通常税込
454円

EI

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

349 Artisan Chocolate 
ラズベリー味

有機カカオマス（オランダ、フランス）  

ラズベリー味の
チョコレートです　

120g 519円(税込561円)通常税込
571円

EIK

創健社（神奈川県･横浜市）

346 ダイスチョコ 抹茶
国内産抹茶の風味香るひとくちサイ
ズのチョコ。北海道産牛乳で作った全
粒乳を使用し、まろやかなおいしさ。

  
400g 1400円(税込1512円)通常税込

1577円

EI

創健社（神奈川県･横浜市）

347 ビッグアーモンド
チョコレート

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

  
90g×2 338円(税込366円)通常税込

376円

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

350 芋けんぴ
原材料：さつまいも、三温糖、植物油
脂(米油)

さつまいも（鹿児島県）  
58g 125円(税込135円)通常税込

139円

BG180日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

351 安納芋ようかん
水飴(国内製造)、焼さつま芋ペースト
(安納芋(鹿児島県産))、寒天

水飴（国内産）  

20g 171円(税込185円)
CG150日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

352 ふわふわチップ 
じゃがいも味

さっぱり塩味のノンフライチップで
す。

じゃがいも（北海道）  
20g 171円(税込185円)

CG120日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

353 ふわふわチップ 
にんじん味

さっぱり塩味のにんじん味のノンフ
ライチップです。

じゃがいも（北海道）  
55g 154円(税込166円)

CG150日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

354 とうもろこしでつくった
パフスナック 塩味

北海道産とうもろこしからつくられ
たグリッツをかる～くパフに仕上げ
た商品です。

とうもろこし（北海道）  
34g 116円(税込125円)

G120日 J

創健社（神奈川県･横浜市）

355 メイシーちゃん 
ポテトチップス

原材料：馬鈴薯、植物油脂(米油、
パーム油)、食塩

じゃがいも（北海道）  

(7g×5)
×2 390円(税込422円)通常税込

432円

G120日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

356 アーモンドじゃこ 
2個組

原材料：アーモンド、片口いわし、三
温糖、水飴、ごま

片口いわし（日本近海）  
80g 185円(税込200円)

G90日 JML

サンコー（愛知県･豊橋市）

357 そば粉のかりんとう
国産の小麦粉、そば粉を使用。そば
粉の風味を感じられる、ポリポリッと
食感の良いかりんとうです。

小麦･そば（国内産）  

6個 259円(税込280円)通常税込
291円

G70日 HJL

サンコー（愛知県･豊橋市）

358 ミニどら焼き
原材料：砂糖(三温糖)、鶏卵、小麦粉
(国内産)、小豆(北海道産)、水飴、植
物油脂(米油)、蜂蜜、膨張剤(重曹)

小麦粉（国内産）  
6個(1個×6袋) 307円(税込332円)

G60日 HIJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

359 ミニバウムクーヘン
国産小麦粉を主原料に、ふっくらと
食べやすいサイズの、甘さ控えめなバ
ウムクーヘンです。

小麦粉（国内産）  
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）

360 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）  
135g 215円(税込232円)

G180日 K

サンコー（愛知県･豊橋市）

361 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）  

155g
×2 430円(税込464円)通常税込

475円

G60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

362 豆乳ドーナツ
(白蜜)2袋

原材料：小麦粉、甜菜糖、豆乳粉、豆乳、植物性油脂
(菜種油、パーム油)、ショートニング(パーム油)、脱
脂粉乳、水飴、食塩、膨張剤(ベーキングパウダー)

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.8

155g
×2 430円(税込464円)通常税込

475円

G60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

363 豆乳ドーナツ
(黒糖)2袋

原材料：小麦粉、黒砂糖、甜菜糖、豆乳粉、豆乳、植物性油
脂(菜種油、パーム油)、ショートニング(パーム油)、脱脂粉
乳、水飴、食塩、膨張剤(ベーキングパウダー)、カラメル色素

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.6

200g 614円(税込663円)
CG120日 N

ますだ（千葉県･八街市）

368 ゆで落花生「郷の香」
収穫したてのみずみずしい落花生を
レトルト加工にて「ゆで落花生」にし
ました。

落花生（千葉県）  

160g×6 750円(税込810円)通常税込
842円

長野興農（長野県･長野市）

369 信州りんごジュース
(シナノゴールド)

長野県産のオリジナル品種シナノ
ゴールドのみを使用。酸化防止剤不
使用。

りんご（長野県）  
160g×20 2850円(税込3078円)

トマト（北海道）  

ゴールドパック（長野県･松本市）

373 北海道トマト
100%(無塩)

北海道の大地で真っ赤に育ったトマト
を収穫して直ぐ搾ったストレートタイ
プのトマトジュースです。食塩無添加。

100g 980円(税込1058円)通常税込
1080円

G180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

720 煎茶

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.4
100g 1640円(税込1771円)通常税込

1804円

G180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

719 上煎茶

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

OK
前日
！ OK

前日
！

500㎖×24 2880円(税込3110円)
岩手県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

岩泉ホールディングス（岩手県･岩泉町）

374 龍泉洞の水
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。

125㎖
×12 792円(税込852円)通常税込

876円

G120日 

日本生活協同組合連合会

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

にんじん（国内産）  

OK
前日
！

2g×24 430円(税込464円)
ルイボス（南アフリカ共和国）  

小川生薬（徳島県･東みよし町）

735 有機ルイボスティー
有機ルイボスの中でも最高等級である
スーペリアランクの葉を使用。煮出し、
水出しどちらでも。ノンカフェイン。

OK
前日
！

原材料：有機全粉乳、有機ココアバ
ター、有機粗糖、有機黒糖、有機カカオ
マス、有機ココアライスパフ(有機米
粉、有機粗糖、有機コーンフラワー(遺
伝子組換えでない)、有機ココアパウ
ダー、食塩)、有機ヘーゼルナッツ粉、
有機しょうが、有機シナモン、有機ク
ローブ、有機カルダモン、有機バニラ

原材料：有機カカオマス、有機粗糖、
有機ココアバター、有機黒糖、有機乾
燥ラズベリー、有機バニラ、（一部に乳
成分を含む）

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
！

表紙でもプレスの新商品の
掲載があります。

サンコー
安心のお菓子で心にも栄養を安心のお菓子で心にも栄養を

サ
ン
コ
ー
鈴
木
さ
ん

フェアトレードチョコレートを、福祉施設の
デザイナーによるパッケージでお届けします

ココアパフの食感が楽し
い、4種のスパイス香る
ミルクチョコレートです。
カカオ分37%。

ビターチョコレート
に甘酸っぱいフリー
ズドライのラズベ
リーを散りばめまし
た。

200㎖ 100円(税込108円)
大豆（国内産）  

G120日 K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市）

371 国産大豆の
調整豆乳

1000㎖ 320円(税込346円)
大豆（国内産）  

G120日 K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市）

372 国産大豆の
無調整豆乳

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
！

表紙でランカスターの
特集があります

OK
前日
！

250㎖×6

370 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。

  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.1

570円(税込616円)

2820円(税込3046円)

520円(税込562円)

520円(税込562円)
367 無塩

366 うす塩

ますだ（千葉県･八街市）
うす皮煎り落花生(Qなっつ)

G90日 CG90日 N

落花生（千葉県） 

千葉八街産。今では
めずらしくなった天
日干し乾燥。香りが
高く、甘みも強いで
す。原材料：落花生

685円(税込740円)

1185円(税込1280円)
365 300g

G90日 G90日 N

364 160g

ますだ（千葉県･八街市）
天日干しさやいり落花生

C

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4

新物

120g

120g

開
封
後
は
常
温
で
の

保
存
は
出
来
ま
せ
ん 代々受け継がれてきた

静岡の茶畑で、農薬や
化学肥料に頼らないお
茶づくりに励んでいま
す。また他園の茶葉や
農産物が混ざらないよ
う、すべての農産物は
専用の工場で加工、袋
詰めを行っています。

かわばた園
農薬や化学肥料に頼らず作り続けて50年農薬や化学肥料に頼らず作り続けて50年

かわばた園
佐藤さん親子

上煎茶収穫以降、刈り
取ったお茶です。多少渋
みは伴いますが、すっき
りとした味わいが特徴
です。普段用にも。農薬
無散布。

若い葉を茶刈り機で収
穫したお茶です。渋み
の少ない香りある若芽
のお茶をお楽しみくだ
さい。農薬無散布。

個包装 個包装

6個入
6個入

プレーン味、紫芋味、抹茶味、
珈琲味の4種類

南アフリカで飲み継がれてきた、
ミネラル豊富な健康茶

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 ただの炭酸水 
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
！

24缶

6缶
20缶

350㎖ 290円(税込319円)通常税込
325円

麦芽（イギリス、ドイツ）  

エチゴビール（新潟県･新潟市）

376 エチゴ ピルスナー
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%。

お酒

350㎖ 290円(税込319円)通常税込
325円

麦芽（フランス、ドイツ）  

エチゴビール（新潟県･新潟市）

375 エチゴ プレミアム
レッドエール

緋色の色合いが特徴。芳醇でしっか
りとした苦味とコクに、蜜柑系の上
品な香りが広がります。

お酒

　　　　　

　

　　  組合員さんからの



14

1030円(税込1112円)通常税込
1145円

970円(税込1048円)通常税込
1080円

CO-OP MAIL JOSO【2021年12月1回】

650g 450円(税込486円)
てん菜（北海道）  

ホクレン農業協同組合連合会（北海道･札幌市）

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

OK
前日
！

260g 580円(税込626円)J

マンゴー（スリランカ）  

保存料･化学調味料不使用 
万能!甘辛調味料

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

380 チャツネ

1kg 920円(税込994円)
海水（ベトナム）  

500㎖ 395円(税込427円)J

米（国内産）  

くせのないまろや
かな味が何にで
も合います。

HSコーポレーション（愛知県･豊明市）

377 ビンハオ天日塩
昔ながらの塩田製法で、太陽と風の
力だけで作られた天日塩です。漬物、
焼物、炒め物など様々な料理に。

創健社（神奈川県･横浜市）

519 有機純米酢

OK
前日
！

20g 20g 200㎖ 280円(税込302円)
ココナッツ（スリランカ）  

34g(4～8皿分) 470円(税込508円)

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

381 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。

382 ペッパー 黒ホール

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

383 ココナッツミルク
スリランカ産のココナッツを搾りまし
た。カレー、煮込み料理などに。原材
料：ココナッツミルク、グアーガム

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

384 スリカレー 
手作りカレーセット

本格カレー用スパイスセット。スリラ
ンカカレーに必要なスパイスを適量
揃えてパッキングしました。

スパイス（スリランカ、インド他）  

500㎖ 740円(税込799円)
JKL

井ゲタ醤油（島根県･出雲市）

385 しじみだし醤油

  
360㎖ 460円(税込497円)KL

大豆（アメリカ、ブラジル）  

お刺身、卵かけご飯に　
濃厚な旨味が味
わえる純･天然
醸 造 のしょう
油。

600㎖ 540円(税込583円)
大豆（国内産、アメリカ、カナダ）  

2年間杉桶で発
酵熟成させた天
然 醸 造 醤 油 か
ら 、食 塩 の み
50%カット。

720㎖ 750円(税込810円)
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

300㎖ 495円(税込545円)KL J CJ

米（福島県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.4
150g 390円(税込421円)

さば･いわし･かつお（鹿児島県、熊本県、愛媛県、他）  

入正醤油（千葉県･東庄町）

386 入正超特選醤油
「澪つくし」

笛木醤油（埼玉県･川島町）

527 金笛減塩醤油

OK
前日
！

味の一醸造（埼玉県･狭山市）

387 味の母

大和川酒造店（福島県･喜多方市）

388 料理酒「蔵の素」
(契約栽培米使用)

鰹節のカネイ（兵庫県･神戸市）

389 昆布･椎茸入り
だし削り

国産の削り節と北海道の昆布、九州
の椎茸をブレンドしました。香りとコ
クのある濃いだしが手軽にとれます。

8g×10 353円(税込381円)
CIKL

創健社（神奈川県･横浜市）

390 中華風だし一番
中華料理の要となるだしのうまみを
凝縮した万能だしです。野菜とオイス
ターのうまみを効かせた味とコク。

  

化学調味料･たん白加水分解物は
不使用　

500㎖ 440円(税込475円)
  

330g 505円(税込545円)
なたね（オーストラリア）  

200㎖ 370円(税込400円)JKL H J

  

フライ物、目玉焼き、
天ぷらなどにかけたり、
カレーにも

1400g 1100円(税込1188円)
なたね（オーストラリア）  

450g 990円(税込1069円)
胡麻（ナイジェリア、他）  

料理に風味を持
たせます。

日本生活協同組合連合会

546 野菜たっぷり
和風ドレッシング500

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）

538 国産野菜果実 
中濃レストランソース

国産の果物と野菜に、12種のスパイ
スと3種のビネガーを加え、芳醇な味
わいに仕上げました。

OK
前日
！

米澤製油（埼玉県･熊谷市）

548 圧搾一番しぼり 
なたねサラダ油(大)

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

OK
前日
！

米澤製油（埼玉県･熊谷市）

550 ごま油

OK
前日
！

200g(100g×2) 450円(税込486円)
大豆･米（国内産）  

お好みの肉や野菜も
加えれば美味しさUP

110g×2 800円(税込864円)JK JK

鶏肉（国内産）  

ご飯にはもちろん、パスタにも　

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

393 スンドゥブの素
女性に大人気の韓国の鍋料理「スンドゥブ」。鍋に入れ豆
腐半丁と卵1つでお手軽に本格的な味を楽しめます。

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

394 国産鶏もも肉のトマトソース煮 2袋
軟らかく煮た鶏肉をハーブを効かせたトマトソースで味付
けし、レトルトパウチ食品にしました。

160g×3 340円(税込367円)
G180日 J

日本生活協同組合連合会

395 おいしい赤飯 
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）、もち米（国内産）  

国内産水稲もち米と
北海道産小豆を使用

500g

G90日 M

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

399 そば粉

そば（茨城県）  

手打ちそば、そばがき、
クレープなどで
お使いください

20g

リアス（千葉県･船橋市）

596 わかめご飯の素
石巻十三浜のわかめに国内産の白ごま
と石川県珠洲産の海塩を加えました。
わかめの風味がおいしいふりかけ。

OK
前日
！

40gJ

リアス（千葉県･船橋市）

396 おぼろ昆布
北海道産昆布をすいたもの。おにぎ
りに巻いても、ラーメンや味噌汁、お
吸い物にも。

200㎖

CG180日 HJKL

リアス（千葉県･船橋市）

397 昆布ドレッシング
茨城県産のもち米で、どんぐ
りていのお母さん達が作り
ました。噛めば噛むほど、自
然な甘さが広がります。1㎏ 1080円(税込1166円)G届いて5日 J

もち米（茨城県）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜0.8

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

398 どんぐりていののし餅 1枚 

500g

G90日 M

農家レストランどんぐりてい（茨城県･坂東市）

400 そばの実

そば（茨城県）  

雑穀としてご飯と一緒に
炊き込んでも、
ソバ粥としても

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
！

220g 580円(税込626円)J

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

378 カレーの壺
(マイルド)

スパイス（スリランカ、他）  

辛さを抑えたマイルド
なやさしい味わいで、
素材の旨みを生かしま
す。辛味が苦手な方や
お子様におすすめ。

220g 580円(税込626円)J

379 カレーの壺
(スパイシー )

スパイシーでピリッ
とパンチの利いた辛
み。スパイスをロース
トしたスモーク成分
が食感を高めます。
約22皿分。

幅広く使える便利なペーストタイプ
スリランカ産マン
ゴーの果肉を、ス
パイスや酢、砂糖
と一緒に煮込んで
作った、甘辛風味
の万能調味料で
す。

旬
の
根
菜
を
た
っ
ぷ
り
入
れ
て

 

　
ス
ー
プ
カ
レ
ー
で

　
　
　
　
　
　
ほ
っ
こ
り
♪

392 450g

日本オリーブ（岡山県･瀬戸内市）
有機EXバージンオリーブ油ブレンド

1100円(税込1188円)391 180g

芳醇なな味わい コクのある料理に

日本の海藻を広め、「絆」を大切にする日本の海藻を広め、「絆」を大切にする

リアス

三陸のわかめから、北海道
の昆布、日本全国の海藻を
取り扱う海藻専門の加工
メーカー。海藻のプロとし
て各現場(生産地･消費地)
に赴き、顔の見える取り組
みと絆を大切にし、確かな
目で原料を確保しています。

昔ながらの薪をつ
かった「かまど」
で蒸して作ります。
かまど炊きでふっ
くら･もっちり。噛
めば噛むほど、口
の中に自然な甘さ
が広がる「のし餅」
をお届けします!

どんぐりてい
かまど炊きでふっくら&もっちりかまど炊きでふっくら&もっちり

リ
ア
ス･

坂
詰
さ
ん

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。

海藻サラダ、
　チキンサラダ、
　　　パスタなどに 食べ切れない

場合は冷凍保存
してください

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。

特別栽培の常陸秋
そばです。甘皮が付
いた状態です。

どんぐりていの
皆さん

イメージ

宍道湖産の大和しじ
み、北海道産利尻昆
布、枕崎産荒節の旨味
を純米酒「蔵の素」で
最大限に引き出しまし
た。

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。

天然の旨味成分が
格段に多い料理酒。
少量の使用で素材
の持ち味を引き出
し、料理に旨味とコ
クを与えます。

酒類

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

2食入

2食入

レンジか
湯煎で

湯煎で

350円(税込378円)通常税込
389円 350円(税込378円)通常税込

389円

黒こしょう（スリランカ）  

2200円(税込2376円)通常税込
2592円

オリーブ（スペイン）  

フルーティでコクがあり、
ガスパチョなど野菜の強
い生命力を味わうレシピ
にぴったり。

五段階評価で
フルーティーさ�★★★
苦味� ★★★
辛み� ★★★

460円(税込497円)通常税込
551円 370円(税込400円)通常税込

421円 410円(税込443円)通常税込
481円

わかめ（宮城県）  昆布（北海道）  真昆布（北海道）  

お届けは
12月2回に
なります

カレーの壺（オリ
ジナル）は7ページ
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115g 340円(税込367円)
  

150g 280円(税込302円)KL IJL

小麦（国内産）  
80g(4g×20) 348円(税込376円)

  
13枚 185円(税込200円)

月桂樹（山形県）  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.1

摘みたてをお届け!

創健社（神奈川県･横浜市）

664 ハヤシライスルゥ
国産小麦粉を使用したハヤシライス
ルゥ。5皿分。

OK
前日
！ せいふてい（神奈川県･横浜市）

401 ホワイトソースルゥ
フレーク状のルゥ。グラタンやシ
チュー等に。牛脂は素性の確かなも
のを使用。

コープ自然派事業連合

577 チキンコンソメ
国産鶏を原料にした、化学調味料不
使用のコンソメパウダー。湯をそそ
いでスープ、煮込み料理のベースに。

OK
前日
！ 庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

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

味噌煮込みうどんがノンフライ麺に
リニューアルして再登場!

200g 265円(税込286円)
小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

1kg 349円(税込377円)
小麦（北海道）  

200g 190円(税込205円)
G180日 L

L L

小麦（北海道）  
110g×2 280円(税込302円)

スイートコーン（北海道）  

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。

OK
前日
！

江別製粉（北海道･江別市）

621 薄力粉
(北海道産小麦使用)

北海道、江別製粉から。品種は北海
道産の「ホクシン」。

OK
前日
！

江別製粉（北海道･江別市）

635 パスタ 北海道産小麦 
マカロニタイプ

北海道産100%。一般品より軟らか
な食感で、スープ仕立てや和風の味
付け向き。

OK
前日
！

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
！

99g×5 725円(税込783円)
G180日 KL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

639 さくらいのラーメン 
しお 5パック

麺は国内産の小麦粉を使用、かんす
いは不使用です。天日塩のまろやか
な味にチキンエキスを加えました。

小麦粉（国内産）  

OK
前日
！

99g×5 725円(税込783円)
G180日 KL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

405 さくらいのラーメン 
しょうゆ 5パック

麺は国内産の小麦粉を使用、無かん
すい。魚介と肉エキスをベースに、飽
きのこないあっさり醤油スープです。

小麦粉（国内産）  

400g 210円(税込227円)
じゃがいも（北海道）  

140g 200円(税込216円)
  

そ
ば
、

う
ど
ん
の
具
に

使用例

25g 250円(税込270円)J C
白ごま（国内産）  

化学調味料無添加

川光商事（東京都･中央区）

622 片栗粉
北海道産馬鈴薯澱粉100%使用。と
ろみが強く透明度があります。あん
かけ、とろみづけ、唐揚げに。

OK
前日
！

長野森林組合（長野県･長野市）

406 山菜味くらべ
山ふき、わらび、しいたけ、姫竹をうす
く味付けし、ビン詰めにしました。長野
の地場産を中心に国産原料を使用。

九鬼産業（三重県･四日市市）

407 九鬼国産混ぜ込み
ふりかけ 梅しそ

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

70g 470円(税込508円)通常税込
518円

  
65g 1860円(税込2009円)通常税込

2030円

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

昔から疲労回復、整腸作用の
ある民間薬として
常備されています

川光商事（東京都･中央区）

410 玉三本葛
山野に自生する葛の根から採取し、
精製した本葛粉です。きめが細かく、
素材の旨みを生かします。

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

411 梅エキス
大紀コープファームの青梅100%。梅
汁をとり、それを8～10時間煮詰めた
もの。疲労回復、整腸作用があります。

ホットケーキミックスで
黒糖や小豆を使って
蒸しパン作りも♪

林檎をすって、風邪予防に
梅エキスを少しいれても

400g 350円(税込378円)L

小麦（岐阜県）  
200g 300円(税込324円)

さとうきび（沖縄県）  

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

624 ホットケーキ
ミックス(無糖)

岐阜県産の農林61号小麦を使用。膨
張剤に重曹を使用し、砂糖は使ってい
ませんので、お好みで甘味を加えて。

OK
前日
！

沖縄物産企業連合（沖縄県･那覇市）

413 波照間島特産
黒糖ふんまつ

沖縄県波照間島で採れたさとうきび
のみを使用して作られた粉末黒糖で
す。

20g 375円(税込405円)
唐辛子（国内産）  

向井珍味堂（大阪府･大阪市）

412 一味
国産のとうがらしを職人がていねい
に煎り上げました。浅煎りと深煎りを
絶妙なバランスでブレンド。

200g×2 500円(税込540円)
  

北舘製麺（岩手県･八幡平市）

636 挽きたてのざるそば
国産のそばを石臼製粉し、挽きたて
を練り込み、小麦粉、でんぷんを加え
て打っています。茹で時間約4分。

OK
前日
！

イメージ

300g×2 470円(税込508円)ML L

小麦（埼玉県、他）  ［放］ 137Cs=5.1

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

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。

OK
前日
！

1㎏ 420円(税込454円)L

小麦（北海道）  
10g×5 680円(税込734円)

  
190g 155円(税込167円)

小豆（北海道）  

アルファフードスタッフ（愛知県･名古屋市）

619 パン用粉(強力粉)
北海道産の小麦を使ったパン用の強
力粉です。パンの他、ピザ生地や餃
子の皮などにお使いいただけます。

OK
前日
！

サラ秋田白神（東京都･八王子市）

414 白神こだま酵母 
ドライ

白神山地から発見された、純天然酵
母。無添加の酵母で発酵力に優れ、本
格的なパンを短時間で焼き上げます。

日本生活協同組合連合会

669 ゆであずき(北海道)
缶 

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
！

1986年の創業以来、「お肌に
やさしい製品は、環境にもや
さしい。」に基づき、石油系の
界面活性剤や香料など、一切
使用しない無添加の製品をお
届けしています。お肌に有用な
成分を届けるために、不必要
な成分を入れない"積極的な無
添加"を貫いています。

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!

日本でもなじみの深い植物、
麻 ( ヘンプ ) の茎から抽出さ
れた成分で、食用 ･化粧用と
も世界中でその効果が注目さ
れています。この製品に使わ
れる CBD 原料については、
ヨーロッパ基準の GMP製造、
ドイツオーガニック認証
CERES、HACCP 認証を受け
たものだけを使用しています。

カンナビジオールとは?

油よごれもよく落ちます

C

300㎖320円(税込352円)415 本体

せっけんの街（千葉県･柏市）
台所用液体せっけん おれんじ

650㎖ 420円(税込462円)416 詰替用
 ボトル

２本分で
おトク

オレンジオイルを配合し、ほのかな
柑橘の香りが漂う台所用の液体石け
ん。そのままスポンジにつけて、また
は少し薄めてご利用ください。

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
！

95g×3 260円(税込286円)
  

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

857 パックス
化粧石けんE

無香料、無着色、合成酸化防止剤を
使用せず、天然ビタミンEを配合した
肌にやさしい石けん。

OK
前日
！

22cm×40m 100円(税込110円)
  

30cm×40m 110円(税込121円)

OK
前日
！894 ミニ 40m 895 レギュラー 

40m

日本生活協同組合連合会
ポリエチレンラップ

野菜や果物のみずみずしさを
保つ食品保存用ラップです。

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
！

パン作りに葛湯であったか

あずきの蒸しパン

様々なお料理に、
便利なふんまつタイプです　

北海道産の小麦100%です 純天然酵母、種起こし不要、
ホームベーカリーでも

茹で時間約4分

茹で時間12～13分

50g 250円(税込270円)
白ごま（グァテマラ、ニカラグア、モザンビークなど）  

G180日 

山田製油（京都府･京都市）

408 京都山田炒りごま
(白)

50g 250円(税込270円)
黒ごま（ミャンマー、パラグアイなど）  

G180日 

山田製油（京都府･京都市）

409 京都山田炒りごま
(黒)

100g×2 386円(税込416円)
いわし（国内産）  

料理の素材にしても

信田缶詰（千葉県･銚子市）

673 国産いわし油漬け
真いわしを、紅花油と塩で油漬けに
し、唐辛子でアクセントをつけまし
た。

OK
前日
！

100g×2 386円(税込416円)KL

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）

674 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。

OK
前日
！

原材料：めん【小麦粉(国産)】、粉末みそ、砂
糖、食塩、酵母エキス、馬鈴薯でん紛、チキ
ンエキス、混合節粉末、ごま油

あったか 簡単麺

日本初のRSPO認証ラーメン

国内産小麦粉を麺
に使用し、ノンフラ
イで乾燥させてい
ます。コクのある味
噌との出会いをお
楽しみください。

G180日 JKL

94g 148円(税込160円)
403 1袋

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）
味噌煮込みうどん

94g×5 694円(税込750円)
404 5袋

小麦（北海道）  

寒～くなる頃に
欲しくなる! 従来の

フライ麺より
カロリー
約33%減

5パック5パック

赤ちゃんや敏感肌の方も使えます

約20g 3330円(税込3663円)通常税込
4070円

アーダブレーン（東京都･清瀬市）

428 インアールセンシティブシールド
クリスタル（保湿クリーム）

  

原材料：ワセリン、カンナビジオール

高純度ワセリンに
CBD(カンナビジ
オール)を配合。乾
燥が気になる部位
に塗布して。全身に
使えます。

アーダブレーン
環境にもお肌にも優しい化粧品環境にもお肌にも優しい化粧品

1袋当り
9円（税抜）お得♪

1食当り145円（税抜） 1食当り145円（税抜）
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井筒
生ワイン

国産

429 赤 720㎖

430 白 720㎖

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

井筒 生ワイン E

お酒酸化防止剤
無添加

ぶどうをワインに仕込み、発酵が
終わる前に瓶詰めにした無添加に
ごりワイン。酸化防止剤無添加。

※イメージ 新物

毎年好評の井筒生ワイン
味見企画! 同じ原料から
作った葡萄ジュースも♪

毎年好評の井筒生ワイン
味見企画! 同じ原料から
作った葡萄ジュースも♪

今年の新物をお届け
　　　　おつまみも一緒に

お待たせ
�しました!

CO-OP MAIL JOSO【2021年12月1回】

(250g+50g)×2 1096円(税込1184円)通常税込
1242円

EG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

417 よつ葉シュレッドチーズ
(増量)2個組

生乳（北海道）  

160g
(8個) 292円(税込315円)通常税込

335円FG180日 JK

カナガシラ（国内産）  

ザックリふんわり食
感�

自然解凍OK
高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

418 パクパクなぎょっと

18g×25 537円(税込580円)通常税込
613円

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0
500g 616円(税込665円)通常税込

725円FCHKL FIJ

鶏肉（国内産）  

大進食品（神奈川県･横浜市）

419 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。

秋川牧園（山口県･山口市）

420 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。

4個220g×2 716円(税込774円)通常税込
864円

黒豆（岩手県）  
350g 530円(税込572円)通常税込

594円

はちみつ（ミャンマー）  

使いやすいポリ容器入り

500g 610円(税込659円)通常税込
697円

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

421 芽吹き屋 黒豆塩大福 2個組
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あんを包みました。

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

422 ミャンマー産ひまわりはちみつ 　
　

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

423 玄米丸もち

玄米もち米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.4
1kg 610円(税込659円)通常税込

678円FJK G90日 J EBG120日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

424 やまこ味噌(漉･中辛)
国産原料を使用し、1年間熟成させました。塩分11%。原
材料：米、大豆、塩

米、大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5

全型20枚 580円(税込626円)通常税込
646円

おにぎらず

のり（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

金庄（千葉県･船橋市）

425 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。

150g 250円(税込270円)通常税込
286円CG180日 CG180日 K

大豆（北海道）  

リアス（千葉県･船橋市）

426 大牧農場の元気な打ち豆
北海道産の大豆を調理しやすいよう打ち豆にし乾燥した
もの。サラダや炒め物、酢の物はサッとゆがいて使用。

200g×2 736円(税込795円)通常税込
820円

コーヒー豆（ブラジル、コロンビア、ペルー）  

21世紀コーヒー（埼玉県･川口市）

427 いつもの珈琲(粉)
アラビカ種のみを使いそれぞれ別々に焙煎してからブレ
ンドするアフターブレンド製法。飽きのこない風味。

各100g 598円(税込646円)通常税込
694円

よつ葉乳業（北海道･音更町）

434 よつ葉チェダーチーズ&
ゴーダチーズ

十勝の生乳を使って熟成させたセミハードタイプのナ
チュラルチーズ。チェダーとゴーダのセット。

生乳（北海道）  

ほのかな酸味のチェダーと
まろやかな味わいのゴーダ　

90g 398円(税込430円)通常税込
448円EG90日 I ECG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

435 よつ葉カマンベールチーズ
非遺伝子組換飼料の原料乳。表面に白カビを繁殖させて
熟成させました。

生乳（北海道）  

1635円(税込1799円)通常税込
1870円

1635円(税込1799円)通常税込
1870円 80g 563円(税込608円)通常税込

626円

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

436 よくばりナッツ
原材料：くるみ、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ

ナッツ（アメリカ、スリランカ）  

この1袋にナッツのおいしさを
詰め込みました　

(40g×3)×2 550円(税込594円)通常税込
644円

G180日 EG90日 

山九水産（山口県･長門市）

437 お魚ソーセージ(3本入) 
2袋

化学調味料を一切使用せず、日本海近海の新鮮な小魚を
使った、素材の風味を大切にした魚肉ソーセージ。

魚肉（国内産）  

1000㎖ 914円(税込987円)通常税込
998円

ぶどう（長野県）  
1000㎖ 914円(税込987円)通常税込

998円

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

431 井筒
グレープジュース 赤

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

432 井筒
グレープジュース 白

ぶどう（長野県）  
1000㎖ 807円(税込872円)通常税込

893円

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

433 井筒
アップルジュース

りんご（長野県）  
190g(固形量140g)×2 520円(税込562円)通常税込

584円

さば（長崎県、他）  

パスタにしても美味しい♪

140g 340円(税込367円)通常税込
378円

I

豚肉（沖縄県）、鶏肉（国内産）  

炒め物料理(チャンプルー)や
ポークたまごに

創健社（神奈川県･横浜市）

438 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。

沖縄物産企業連合（沖縄県･那覇市）

439 らくちん沖縄ポーク 
(ランチョンミート)

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

限定各200本

ぶどう（長野県）

新鮮な完熟コン
コードぶどうで
作 っ た 果 汁
100%ストレー
トジュース。開
栓後は冷蔵庫
で保存してくだ
さい。

新鮮な完熟ナイ
アガラぶどうで
作 っ た 果 汁
100%ストレー
トジュース。開
栓後は冷蔵庫
で保存してくだ
さい。

新鮮な完熟り
んごで造った
り ん ご 果 汁
10 0 % スト
レートジュース
です。信州産
りんご100%
使用。

「沖縄県産豚肉」
をベースに「国産鶏
肉」をブレンドした
ランチョンミートで
す。発色剤、保存料
は使用なし。

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。

50g増量
価格はそのままで

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。

まろやか&スパイス
も

しっかり♪

25個入

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。 もち米は庄内産の

でわのもち。減農薬
･無化学肥料栽培。

塩味が全体の風味
を

引き立てます

煮物や汁物、カレーは洗って
そのまま加熱OK

4個
���×2

便利な
チャック付き

赤ちゃんや敏感肌の方も使えます

約20g 3330円(税込3663円)通常税込
4070円

アーダブレーン（東京都･清瀬市）

428 インアールセンシティブシールド
クリスタル（保湿クリーム）

  

原材料：ワセリン、
カンナビジオール

高純度ワセリンに
CBD (カンナビジ
オール)を配合。乾燥
が気になる部位に塗
布して。全身に使え
ます。

お祭り特価市！お祭り特価市！

ランチョンミートを使って439 本誌初登場!!


