
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 mailjoso2022年度 みんなで取り組む活動テーマ

つくると食べるでつながろう
〜私たちの地産地消〜

400g 780円(税込842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）

11 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）

12 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×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）

13 よつ葉シュレッドチーズ 2個組
ナチュラルチーズ(チェダー、モッツァレラ)100%。ピザ
やグラタンに。セルロース(結着防止剤)不使用。

生乳（北海道）  

トッピングでチーズカレーに♪

150g 260円(税込281円)通常税込
292円

G180日 IJL

東京フード（茨城県･坂東市）

14 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）  
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）

18 雄武産 
ほたて貝柱(生食用)

ほたて貝柱（北海道）  

甘い貝柱を
　　ぜひお刺身で!

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）

15 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）  
100g 480円(税込518円)通常税込

538円

FG30日 

みずだこ（北海道） 

旨味ある頭も込みで
ブツ切りにしました　

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

19 雄武産 ボイルだこ
(生食用)

オホーツク海に面する雄武の前浜で漁獲
したみずだこを新鮮なうちにボイルしま
した。解凍後、酢だこなどで。

40g×6 387円(税込418円)通常税込
430円FCPIJL

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.6

アツアツの揚げたてをどうぞ

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。

(80g×3)
×2 368円(税込398円)通常税込

458円

EG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

21 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。

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

65410/3 7
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お 届 け
カレンダー

定 番 品

の お 届 け

19 20 21 22 23
月 火 水 木 金

9/

2022 年 9 月 4 回

特別企画品

の お 届 け

26 27 28 29 309/

290円(税込313円)通常税込
324円

  

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。

常総生協オリジナル

290円(税込313円)通常税込
324円

150gL

150gKL

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

250g×2 1136円(税込1226円)通常税込
1248円F

野口さん達（茨城県･桜川市）

16 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  

2
パック

お得 245円/100g

2
 個組

お得

グラタン&
　  　シチュー

北の大地の恵みをたっぷり使って

6個入

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。

5～7
粒

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）

17 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）  

海の恵み 大地の恵み
厳選した10件の酪農家の
牛から絞られた上質な
生乳のヨーグルト

厳選した10件の酪農家の
牛から絞られた上質な
生乳のヨーグルト

絶品カレー
の野菜とシンプルな素材で

旬

1kg 280円(税込302円)通常税込
322円

士別農園（北海道･士別市）

8 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。

北海道  

士別のじゃがいもで2度
おいしい!!じゃがいもゴ
ロゴロのシチューを作り
ました(もちろん鈴木さ
んの牛乳、よつ葉バター
も使っています)。ゴロ
ゴロしたじゃがいもの甘
みを楽しみ、翌日温め
なおしてあら不思議!!
じゃがいもが見当たらな
い!?煮とけまるでポター
ジュ。2度美味しくいた
だきました。� (Dさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

1kg 285円(税込308円)通常税込
322円

士別農園（北海道･士別市）

9 士別の玉ねぎ

北海道  

毎年購入してい
ます。ザク切り
にしてシチュー
やポトフにして食
べています♪
� (Kさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

1玉 385円(税込416円)通常税込
430円

士別農園（北海道･士別市）

10 士別のかぼちゃ

北海道  

毎年買っていますが、
士別のかぼちゃは本当
に美味しいですね。ホ
クホクで甘みたっぷり。
10分程蒸して味付け無
しでも充分美味しいで
す。しかもとても安く
て嬉しいです!!� (Eさん)

ク チコ ミ

　　　　　
　

　　  組合員さんからの

北海道
組合員の皆様、いつもありがとうござい
ます。昨年は例年稀に見る大干ばつの
影響で、じゃがいも･玉ねぎが早期で終
了してしまいご迷惑をおかけしました。
今春は順調に雪どけが進み、今夏は例
年より暑い気候が続きましたが適度に
雨が降り、作物にとっては比較的良好な
気候ではないかと思います。雨が少なくても、雑草の伸びはすさまじい
ものがあり、日々草抜きに追われています。作物は優秀なもので、水が
少なくてもきちんと実を結び本当に関心させられます。今年は全体的に
やや小ぶり傾向ですが、玉ねぎは味がのっており、じゃがいも･かぼちゃ
はホクホク甘味があります。人参は10月上旬からの出荷予定ですが、天
候不順に負けず順調に育っています。良いものをお届けできると思いま�
すので、どうぞ楽しみにお待ちください。� 士別農園代表�古市光

みつ

敬
たか

旬 がやってきたの

士別農園
From 北海道 

品種 男
だ ん

爵
しゃく

粉質が強いた
め、ホクホクし
た食感に仕上
がります♪

品種

オホーツク222
生では辛味が強い
のですが、加熱す
ることで甘みが引
き出され、甘～い
玉ねぎになります。

品種 くり将軍
強い甘みとホクホ
クした粉質系の食
感が特徴です。煮
崩れしにくいので、
煮物にも◉。

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。

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。

士別農園代表の古市さん(左)、眞鍋さん

ひと足早い　　　 を感じてください秋

士別農園の皆様

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～ 11月
にかけて出荷します。

農事組合法人 

士別農園

士別市

旭川
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柿の歴史は古く、奈良時代に
は既に食用されていたといわ
れています。柿に含まれるビ
タミンCの量は、日本人がよ
く食べる果物の中でもトップ
クラスで風邪予防にも期待で
きます。品種リレーは、この
平核無 ( ひらたねなし )=たね
なし柿→富裕柿と続きます。
甘 み が 強
く 口 当 た
り が ま ろ
やかです。
「タネがな
い の も 食
べやすい」と毎年人気です。

CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

250g 498円(税込538円)K

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

22 枝豆(秘伝)
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。

山形県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7

約350g 798円(税込862円)
長野県  

1kg 1100円(税込1188円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.6

1kg 960円(税込1037円)
山形県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.6

約350g 647円(税込699円)

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

28 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･大沼さん（山形県･高畠町）

29 ぶどう(ベリー A)
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。

高田さん、保科さん達（長野県･須坂市）

32 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。

長野県  

2～3房
1.5kg 3980円(税込4298円)

おきたま興農舎･伊藤さん（山形県･高畠町）

27 ぶどう
(シャインマスカット)

「安芸津21号」に「白南」を交配して
育成された品種。皮ごと食べられる大
粒品種のブドウです。減農薬栽培。

山形県  
約1kg 825円(税込891円)

舘野さん（栃木県･小山市）

33 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
2玉(約600g) 598円(税込646円)

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

34 梨
(ゴールド二十世紀)

二十世紀梨が品種改良されたもの
で、濃厚な甘さと程よい酸味が特徴
です。減農薬･無化学肥料栽培。

長野県  

ほとんど市場に
出回らない品種 

2玉約600g 698円(税込754円)

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

35 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  

黄金色になったら食べ頃

約1kg 509円(税込550円)
鹿児島県  

3個入り 410円(税込443円)

濱上さん（鹿児島県･出水市）

36 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。

ゼスプリインターナショナルジャパン（東京都）

37 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。

ニュージーランド  

600g以上 369円(税込399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  

10枚 145円(税込157円)
熊本県  

麺類、お刺身、お肉にも♪

100g 165円(税込178円)A
高知県  

料理の薬味にどうぞ

約150g 198円(税込214円)
静岡県  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

3～5玉 160円(税込173円)

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

38 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
不使用のものをお届けします。

樫谷さん達（熊本県）

39 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。

作本さん達（熊本県･熊本市）

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

大紀コープファーム生産者グループ（高知県）

41 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。

渥美農園（静岡県･浜松市）

42 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。

木村農園（茨城県･つくば市）

43 木村さんのかぼす
旬の 魚と一 緒にどうぞ。農 薬 無 散
布。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7

50g 220円(税込238円)
高知県  

1束(約100g) 135円(税込146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 59円(税込64円)EA

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

鮮度が良いシャキシャキの
歯ごたえ

約150g 230円(税込248円)
熊本県  

1玉 210円(税込227円)
群馬県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9

1玉 184円(税込199円)

とさやま開発公社（高知県･高知市）

44 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。

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。

右田さん達（熊本県･芦北町）

47 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。

中村さん達（群馬県･長野原町）

48 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）

49 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。

群馬県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.4

3本 165円(税込178円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2

500g(4～6本) 298円(税込322円)
茨城県  

1束(約150g) 150円(税込162円)
茨城県  

1束(250g) 240円(税込259円)
群馬県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.0

200g 192円(税込207円)
群馬県  

味にクセのない青菜です
おひたしにしても

2本 500円(税込540円)

木村農園（茨城県･つくば市）

50 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）

51 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。

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

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

原さん達（群馬県･東吾妻町）

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

樺沢さん（群馬県･前橋市）

54 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。

宍戸さん（北海道･士別市）

55 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  

「 秘 伝 」
たねなし柿品種リレー最後を飾る枝豆 今回

のみ

今回
のみ

生産者の小林さん

生産者の井関さん

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

無農薬

秋の
味覚

皮ごと･種なし･高糖度!

甘みが強いのが特長で毎年好評の柿。
青い柿が届くこともありますが、熟して
います。減農薬栽培。

約800g
(3～6玉) 398円(税込430円)

23 3〜6玉

大紀コープファーム（奈良県･五條市）
たねなし柿

約1.2kg
(5～11玉) 510円(税込551円)

24 徳用

奈良県 

稀少ぶどう お見逃しなく!
今回だけの

高田さん達（長野県･須坂市）

30 信州ぶどう
(シナノスマイル)

「高墨」の自然交雑実生から得られた
品種。甘みだけでなく、後味もよく、バ
ランスのよいぶどうです。減農薬栽培。

信州ぶどう(シナノス
マイル)を初めて食べ
ましたが、こんなに
甘いぶどうは食べた
ことありません。感
動しました。食味は
巨峰やピオーネ以上
と思いました。(Sさん)

香りが良く甘
味と酸味のバ
ランスがたま
りません。
� (Iさん)

組合員さんからの
クチコミ

シ
ー
ズ
ン
初

シ
ー
ズ
ン
初

シ
ー
ズ
ン
初

のシャイン
　マスカット

旬

大容量は
　今回限り

美味しくビタミンチャージ

3個入

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬 無農薬 無農薬

無農薬

シ
ー
ズ
ン

最 

終

2玉2玉

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

2～3
房

サイズは混合で
たくさん詰めました! 

シーズン最終今回
のみ

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
。

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

26 大塚さんのぶどう
(ピオーネ･高尾)バラ

バラ
(300g)

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

25 大塚さんのぶどう 
シャインマスカット(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。

青ブドウの「ピオー
ネ・高尾」は200gで
お届けします

598円(税込646円)通常税込
670円

山形県

種なし・皮ごと・高糖度♪
大人気「シャインマスカット」を
食べやすくお届け!!

200g 380円(税込410円)通常税込
430円

山形県 ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6

商品部
小宮山の
おすすめ

近年のブドウ最高傑
作ともいわれる品種
「シャインマスカッ
ト」。山形の大塚さ
んが極力農薬や化
学肥料を抑えて作り
ました。「みんなが
食べやすいように」
と果実のみパックで
お届けします。

今週のおすすめ
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1個 320円(税込346円)
埼玉県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.5

150g(3～6本) 198円(税込214円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.8

100g 160円(税込173円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.9

150g 170円(税込184円)

井上さん（埼玉県･美里町）

56 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。減農薬栽培。

木村農園（茨城県･つくば市）

57 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）

58 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）

59 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

1本 175円(税込189円)
北海道  

300g(2～4本) 220円(税込238円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.8

3本 162円(税込175円)
茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.4

5本 298円(税込322円)

徳弘さん（北海道･富良野市）

60 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。

FarmERS BandO青木農-en（茨城県･坂東市）

61 青木さんのなす
微生物農法の力を使って土から健康
に育てました。農薬無散布、化学肥
料不使用。

木村農園（茨城県･つくば市）

62 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）

63 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 ＜3.9 ＜3.4

300g 220円(税込238円)

農家レストランどんぐりてい･倉持さん達（茨城県･坂東市）

68 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 ［放］不検出 ＜3.4 ＜2.9

約200g 420円(税込454円)K

山形県 
400g 198円(税込214円)

茨城県 ［放］不検出 ＜4.3 ＜6.9
約400g 320円(税込346円)

千葉県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

煮物でどうぞ♪

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◎

1～2玉約280g 230円(税込248円)

松浦さん達（山形県･鶴岡市）

71 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。

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。

加瀬さん達（千葉県）

73 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。

上村さん達（青森県･八戸市）

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

まごころの里･山本さん達（北海道･栗山町）

75 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。

北海道  

400g 480円(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!

3kg 798円(税込862円)
北海道  

3kg 850円(税込918円)

微生物農法の会･高柳さん（茨城県･行方市）

76 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。

士別農園（北海道･士別市）

81 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）

82 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。

北海道  

200g+50g 226円(税込244円)
茨城県  

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

100g 261円(税込282円)
三重県  

100g 248円(税込268円)
千葉県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

100g 250円(税込270円)E EA EA B E

山田さん（茨城県･つくば市）

83 山田さんのしめじ
(増量)

香り･風味が良い、こだわりのひらた
けしめじを栽培しています。

安田さん（福島県･郡山市）

84 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。

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

85 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。

あゆみの会･渡辺さん（千葉県･旭市）

86 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。

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。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.2

100g 322円(税込348円)
大分県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4

100g 196円(税込212円)E EA

江藤さん（大分県･玖珠町）

88 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。

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。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.3

清水さんの野菜セット       7～9品目 1270円(税込1372円)

清水さんの野菜セット       5～6品目 910円(税込983円)

清水さんの野菜セット       3～4品目 635円(税込686円)

天池さんの野菜セット            5品目 940円(税込1015円)

微生物農法の会野菜セット  5～6品目 1250円(税込1350円)

新規契約者募集中です!
地場の有機野菜セット

1回の「お試し」からでもOK!!
キッズ割
対象

※�申し込みは注文
書意見欄、HP
組 合員 問 合 せ
フォーム、こち
らのQRコードのいずれかから
お願いします。

2022年

 畑
そのままに

イメージ

きのこには、身体の中に浸入
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。
毎日の食事にきのこをプラス
することで、無理なく食物繊
維を摂取することができます
ので、お味噌汁、煮物、炒め
物、などで調理しましょう。

キノコで
食物繊維を
たっぷり摂ろう

＋
50g

お得

200g 218円(税込235円)

200g 208円(税込225円)
91 ブラウン

えのき茸

丸金（長野県･長野市）

90 えのき茸

長野県  

地元長野県･近県の間
伐材のオガ粉(木の粉)
が 菌 床 の原 料。一 般
的な輸入のコーンコブ
(とうもろこしの粉)は
不使用。シャキッとし
た歯ごたえと風 味を
お楽しみください。

EA
92 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)

93 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

シ
ー
ズ
ン

最 

終

倉持さんの長ねぎ旬
職員が中心となり活動している「地

産地消チーム」で長
ねぎの除草をおこな
いました。

before

after
500g 250円(税込270円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

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

栃木県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜3.8

無農薬

炒め物にもどうぞ♪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。

230円(税込248円)66 1玉

中村さん達（群馬県･長野原町）
キャベツ

1/2カット
（600g以上） 150円(税込162円)67 カット

群馬県  ［放］不検出 ＜4.7 ＜3.6

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。

1本
（900g以上） 210円(税込227円)64 1本

川島さん達（群馬県･長野原町）
大根

155円(税込167円)65 カット
群馬県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.1

※ 上･下は選
べません

1/2本
（500g以上）

 ※ できるだけ葉
付きでお届け
します

1/2
本

1/2
玉

無農薬

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)79 500g

上村さん達（青森県･おいらせ町）
人参(洗い)

398円(税込430円)80 1kg
青森県  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

498円(税込538円)78 1kg

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。

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

77 500g

茨城県  ［放］不検出 ＜0.3 ＜0.6

無農薬

無農薬

1～2
玉

3～6
本

無農薬

無農薬

無農薬

1kgは1ページ 1kgは1ページ
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688円(税込743円)通常税込
754円

CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

500g 352円(税込380円)
かぼちゃ（北海道）  

300g 255円(税込275円)通常税込
283円

大豆（北海道）  

サラダやスープ、煮込み料理などに

300g 227円(税込245円)通常税込
265円

盛付例

FA FCK FB
とうもろこし（北海道）  

保存に便利なチャック付き

イズックス（東京都･中央区）

94 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

95 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

96 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。

250g 296円(税込320円)
FBK

日本生活協同組合連合会

97 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）  

200g 280円(税込302円)
パインアップル（フィリピン）  

冷凍のままでも、半解凍でも美味しい

500g 1120円(税込1210円)
CG180日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

99 つぶれ梅干
しそと塩のみで漬けた昔ながらの天日
干し梅干。塩分16〜18%。製造工程
で潰れたりしたものを詰合せました。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  
200gF

C

梅、しそ（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.5

ナカシン冷食（鹿児島県･いちき串木野市）

98 カットゴールデンパイン
フィリピン産パインアップルを一口サイズにカットして冷
凍しました。ヨーグルトやデザート･おやつに。

かわばた園（静岡県･静岡市）

100 かわばた園の
自家製梅干し

塩分濃度20%の粗塩を使って作った昔な
がらの梅干しです。原材料の梅やしそはす
べて自園にて無農薬で作っています。

150g 285円(税込308円)
EG7日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

103 農家が造った浅漬け
きゅうり

きゅうりを食べやすいサイズにカット
し、昆布が効いた調味料で漬け込み
ました。唐辛子の辛みがアクセント。

きゅうり（国内産）  
150g 390円(税込421円)

EG11日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

104 きくらげと
野菜のピクルス

国産きくらげと国産野菜を、食べや
すい甘酢漬けにしました。サラダ感
覚で召し上がれます。

野菜･きくらげ（国内産）  
120g 425円(税込459円)

ECG90日 J

高嶋酒類食品（兵庫県･神戸市）

105 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

月山農場（山形県･酒田市）

106 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。

赤かぶ（山形県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜4.1

次回からはブロックタイプで
登場

150g 260円(税込281円)
EG10日 J

まるしょう（石川県･小松市）

107 ベジタブルサワー
塩･砂糖･酢で調味した夏向きのお漬
物です。調味液ごと生野菜と和えれ
ばサラダにも。

大根･きゅうり･パプリカ（国内産）  

生野菜と和えればサラダに!

200g 350円(税込378円)通常税込
394円

EBG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

108 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）  
200g 370円(税込400円)

EG7日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

109 趙さんの味 
熟成オイキムチ

1年以上熟成･発酵させた鮭の魚醤と
じっくり煮だしただしを使い漬けこ
みました。

きゅうり（国内産）  
300g 475円(税込513円)

ECG180日 

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

110 たけのこ水煮
(スライス)

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

たけのこ（国内産）  

国
産
た
け
の
こ

使
用

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

AJ 無農薬宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

 
　 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

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。

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

 　2kg 1250円(税込1350円)ひとめぼれ（胚芽精米）CJ 
　502045
 　5kg2750円(税込2970円)ひとめぼれ（白米）BJ 
　502044

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。

 　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

宮城･黒澤さんのササニシキ

黒澤さん（宮城県・涌谷町） 

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。
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

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)。

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

 
　 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）。

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

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

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

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

趙さんの味宮城県
仙台市

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

200g 418円(税込451円)通常税込
464円

EG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

101 士別農園の三升漬

青唐辛子（北海道）  

地元ではジンギスカンには
欠かせません!

400g 370円(税込400円)
ECJ

士別農園（北海道･士別市）

102 士別農園 
三五八漬の素

自家製米麹を使用した硬めの漬床で
す。野菜に適量まぶして袋に入れるだ
けでまろやかな漬物の出来上がり。

米（北海道）  

野
菜
に

馴
染
ま
せ
る
だ
け
！

士別農園の手作り産品北海道士別市

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。

150g 300円(税込324円)
EG60日 J

勅使川原精麦所（栃木県･佐野市）

111 有機のお米の
米ぬか

米ぬか（栃木県）  ［放］不検出 ＜0.8 ＜0.8

栃 木 県で 無 農 薬
栽 培さ れ たお 米
の糠です。生ぬか
なので、自然の乳
酸 菌 が とて も 元
気です。

675円(税込729円)通常税込
794円

1230円(税込1328円)通常税込
1458円

栃木県･茨城県で無農薬栽培さ
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

112 500g

勅使川原精麦所（栃木県･佐野市）
うれしいぬか床

113 1kg

米ぬか（栃木県･茨城県）  

初めてでも安心の
ガイド付き

3品とも
10月1回の

お届け

秋もうれしいぬか床!

ぬか漬け野菜のあの酸味、どうし
て食べたくなるのでしょう?
米ぬかの乳酸菌がつくる自然な酸
味、実は体内の水の滞りを流して、
さらに代謝を上げて、エネルギー
をつくってくれます。夏の疲れが
蓄積している頃、体から「ぬか漬
け食べて!」と指令を出している気
がしますね。忘れちゃいけ
ない日本発祥の伝統食�
“ぬか漬け”。�この秋も
ぜひご一緒に♪

ケイミーオフィス
青木さんから
組合員の
皆さんへ青木さん

「発酵の伝道師」
販売元

シ
ー
ズ
ン

最 

終

パスタにも

・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 ND(不検出)<0.14 ND(不検出)<0.13

やさとのお米 コシヒカリ ND(不検出)<0.19 ND(不検出)<0.25

山形県 おきたま興農舎
ひとめぼれ ND(不検出)<0.2 ND(不検出)<0.1

つや姫 ND(不検出)<0.1 ND(不検出)<0.1

宮城県 黒澤さんのお米 ひとめぼれ ND(不検出)<0.2 ND(不検出)<0.13
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3枚400g 465円(税込502円)通常税込
518円

真ほっけ（北海道）  

塩のみで味付け
じっくり焼いて!

1枚 360円(税込389円)通常税込
405円

するめいか（北海道）  

肉厚で
お得感あります!

3切180g 528円(税込570円)
秋鮭（北海道）  

まろやかな味わいの西京床と
秋鮭の旨味

3切
180g 415円(税込448円)通常税込

464円FCG180日 FCG90日 FG180日 JK FG180日 JK

ほっけ（北海道）  

高木商店（千葉県･南房総市）

114 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。

中村商店（北海道･函館市）

115 生干いか
北海道で水揚げされたするめいかを鮮度の良い物だけ厳
選し塩のみで干しあげました。焼きすぎにご注意!

200g 739円(税込798円)通常税込
862円

帆立貝柱（北海道）  

少しだけ割れています

刺身で!

札幌中一（北海道･札幌市）

118 訳あり帆立貝柱
北海道産の帆立貝柱の割れ品。見た目が欠けているだけ
で鮮度は抜群です。解凍してそのままお刺身でも。

150g 1480円(税込1598円)通常税込
1706円FG180日 P

雄武漁協（北海道･雄武町）

119 雄武産 
毛がにむき身

北海道･雄武沖で漁獲した毛がにを
塩のみでボイル後、急速凍結しまし
た。解凍後、酢の物などに。

毛がに（北海道）  

おうちで毛がにご飯!

60g 2680円(税込2894円)通常税込
3002円FCG90日 FG180日 

エゾバフンウニ（北海道）  

今期はとても希少な
エゾバフンウニです

村上龍二さん（北海道･雄武町）

120 甘塩造り 村上さんのうに一夜漬
ウニのなかでは最高ランクに位置するエゾバフンウニの
一夜漬け。甘塩です。

180g 925円(税込999円)通常税込
1037円E

雄武漁協（北海道･雄武町）

121 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）  

秋鮭の山漬を焼き、手ほぐしした本格派

180g 380円(税込410円)通常税込
430円

EGお届け日含め2日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

122 活あさり(国内産)
国内産の新鮮なあさりを季節に合わ
せて生きたままお届けします。砂抜
き済み。

あさり（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6

生きたあさりをお届け!

150g 398円(税込430円)
FG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

123 涸沼産 大粒しじみ
(冷凍)

全国でも有数の産地、涸沼(ひぬま)
より大粒だけを選び、高鮮度のまま
冷凍してお届けします。砂抜き済み。

やまとしじみ（茨城県）  

身がおいしい大粒です!

200g 518円(税込559円)
FCG90日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

124 広島県産 冷凍かき
広島県産の新鮮なかきを急速凍結し
ました。鍋、グラタン、ソテーなど幅
広く使えます。

かき（広島県）  

夏の疲れにグリコーゲン豊富な
かき!

300g 298円(税込322円)通常税込
378円

FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

125 からふとししゃも
丸干(おす)

オスのししゃもは、卵に栄養分が取
られないので身がおいしいです。焼
いてどうぞ。

からふとししゃも（アイスランド、ノルウェー、カナダ）  

身が美味しい
オスししゃも

75g×3 518円(税込559円)FC
さんま（北海道、三陸）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5

個包装で便利

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

126 塩さんま
さんまの頭と内臓をとり、1尾ずつの
個包装にしました。必要な量だけ使
えて便利です。

さんま2枚、あじ2枚 580円(税込626円)
さんま（国内産）、あじ（オランダ）  

さんま&あじの定番2種セット!

4枚210g以上 548円(税込592円)
真あじ（佐賀県）  

4枚400g 498円(税込538円)
真あじ（鳥取県）  

中骨除去済みで食べやすい!ひと味ちがう天日干し

2枚260g 370円(税込400円)FCG30日 FBG30日 FG120日 OL FG120日 
アカガレイ（国内産）  

身厚で食べごたえがある特大サイズ!

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

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

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

128 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。

ダイマツ（鳥取県･米子市）

129 氷温熟成 ふっくら開きあじ(大)
山陰産のあじの中骨を除去し、アミエビの煮汁を加えた
塩水(天日塩)に漬け込み、旨味を引き出しました。

ダイマツ（鳥取県･米子市）

130 氷温造り 国産赤かれい一夜干し
赤かれいの内臓を取り除き、下処理をしたのち、氷温製法
でふっくら柔らかな干物にしました。

140g×2枚 498円(税込538円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

133 氷温造り 赤魚みりん干し

アカウオ（アメリカ）  
220g(2枚) 418円(税込451円)FCG180日 J

キタノメヌケ（アメリカ）  

塩麹で身もふっくら!

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

134 メバル塩麹漬
ベーリング海で漁獲したメバル(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。

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）

135 寒さば西京漬

真さば（長崎県）  

砂糖を不使用の西京漬

4切220g 450円(税込486円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

136 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）  
2切(約140g) 518円(税込559円)

FCG180日 J

ヤマサコウショウ（宮城県･石巻市）

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

赤魚（アイスランド）  
2切140g 425円(税込459円)

FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

138 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 530円(税込572円)

FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

139 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）  
5切300g 380円(税込410円)通常税込

430円

FG120日 

ダイマツ（鳥取県･米子市）

140 氷温甘塩さば切身
(山陰産)

山陰産のさばを甘塩タイプに味付け
し氷温製法で仕上げました。

さば（国内産）  
270g 360円(税込389円)

FG120日 

ダイマツ（鳥取県･米子市）

141 氷温甘塩さば切身
(徳用切り落とし)

脂のりの良いノルウェー産のさばを甘
塩で仕上げました。製造過程中に出る
尾や規格外品を集めた徳用品です。

さば（ノルウェー）  

徳用パック

片身2枚200g 398円(税込430円)
FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

143 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）  

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）

144 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）  
2切200g 489円(税込528円)

FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

145 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。

浅羽かれい（アラスカ）  

水産品
◦ 近海 ･ 天然ものを中心に

扱います。
◦ 給餌する養殖ものは飼育

内容が明確な鰻とエビを
扱っています。

◦ 干物、漬魚には、酸化防
止剤、化学調味料は不使
用です。

主原料産地欄もあわせてご
参照下さい。

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

水産品の
放射能検査について

おうちで楽しむ北海道・海の幸秋先どり！
ふんわりとした食感が
楽しめます

札幌中一（北海道･札幌市）

117 熟成 ほっけ西京漬
北海道産のほっけを、無添加の西京床に72時間漬け込
みました。

このゴロゴロ感
がたまらない!

研いだお米(2合)と
本品1P、塩少々を
加えて炊くだけで簡
単かに飯!

鮮魚

片身3枚300g 588円(税込635円)132 3枚

片身2枚200g 398円(税込430円)131 2枚

真さば（ノルウェー）  

脂 の り の 良 い ノ ル
ウェー産のさばを一夜
干しに仕上げました。

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

FBG120日 

甘塩中辛醤
油
漬

粕
漬

パリッと焼いて　脂のり良いさば

2種
400g以上 880円(税込950円)通常税込

972円FCG40日 
  

地元の魚を地元の
私たちが選びます!

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

142 土佐の色々セット(2種セット)

土佐佐賀産直出荷組合の皆さん

高知県沖で獲れた魚
介をその日のうちに
下処理、急速冷凍。
魚種別に真空にした
鮮魚冷凍です。

セットの例

簡単な調理例
案内付き

赤魚を甘口のみり
ん醤油に漬込み干
しました。

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。

5～8
枚

札幌中一（北海道･札幌市）

116 熟成 秋鮭西京漬
北海道産の秋鮭を、無添加の西京床に72時間漬け込み
ました。

原 材 料：秋 鮭
（北海道産）、
白味噌、酒粕、
昆 布 だし、発
酵 調 味 料、甜
菜糖、食塩

原材料：ほっ
け（ 北 海 道
産 ）、白 味
噌、酒粕、昆
布だし、発酵
調 味 料 、甜
菜糖、食塩
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100g
(3～5枚) 498円(税込538円)通常税込

572円

FCG40日 L

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

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

あじ（高知県）  
140g 465円(税込502円)通常税込

518円

FG40日 

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

147 きびなごの唐揚げ
主に高知沖を回遊する旬のきびなご
を唐揚げ用に衣をつけました。頭か
ら尾まで丸ごと食べられます。

きびなご（国内産）  
150g 425円(税込459円)通常税込

475円

FCG40日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

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

さば（高知県）  

3枚
240g 675円(税込729円)通常税込

743円

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

149 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

3～4枚
90g 270円(税込292円)通常税込

308円

FG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

150 小肌酢漬け
東京湾で漁獲されたこはだを三枚に
おろし、りんご酢を配合した調味酢
に漬け込みました。

こはだ（千葉県）  
70g 458円(税込495円)通常税込

508円

FC

松岡水産（千葉県･銚子市）

151 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）  

170g(2個) 465円(税込502円)通常税込
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）

152 焼津港のとろかつお炭火焼き

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）

153 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）  
80g 448円(税込484円)

するめいか（三陸）  

和えものにも便利です

20g×3 450円(税込486円)FBG180日 FBG120日 
しらす（遠州灘～伊勢湾）  

使い切りパックで便利　

共和水産（岩手県･宮古市）

154 三陸岩手 いかの糸造り

海泉水産（静岡県･浜松市）

155 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。

6尾前後135g 845円(税込913円)
ブラックタイガー（インドネシア）  

180g 398円(税込430円)
するめいか（三陸北部沖）  

やわらかです!

90g 380円(税込410円)
すけとうだらの卵巣（ロシア）  

160g 339円(税込366円)FCG180日 O FC FCG180日 FCG180日 KL

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

156 ブラックタイガー 2L

共和水産（岩手県･宮古市）

157 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。

ダイマツ（鳥取県･境港市）

158 氷温熟成 たらこ(切子)

大新（鳥取県･境港市）

159 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）  

5本
120g 268円(税込289円)通常税込

308円

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。

ECG15日 J

すけそうだら（北海道）  

サラダに炒め物に大活躍

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

160 焼ちくわ

100g 315円(税込340円)FBG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

166 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）  

次回から値上げ

10本112g 325円(税込351円)通常税込
367円

ECG60日 P

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

161 かに風味かまぼこ

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

6個140g 330円(税込356円)ECG30日 JK

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

162 ソフトさつまあげ

すけそうだら（国内産）  

豆乳を混ぜ、ふわっとした食感に!

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）

168 椎茸入おとうふ揚げ
国産干し椎茸入りで岩手県近郊大豆
の豆腐と北海道助宗タラすり身ベー
スの練製品。

すけそうだら（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5

5枚
125g 327円(税込353円)通常税込

367円

FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

170 笹かまぼこ
無リンのたらと小魚すり身を使用。
解凍後そのままどうぞ。

すけそうだら（北海道）  

4種7品
227g 516円(税込557円)通常税込

577円

FG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

171 おでん種4種セット
従来より少量の具材で取り揃えまし
た。(ぼたんちくわ･玉ねぎ揚げ･小魚
つみれ各2個、ごぼう揚げ)

すけそうだら（北海道）  
3枚108g 340円(税込367円)

ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

163 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84g 280円(税込302円)

ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

164 こだわりさつま揚げ
(磯の香)

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84g 280円(税込302円)

ECG30日 J

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）

165 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）  
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）

169 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 

次回から値上げ

次回から値上げ

5個入

土佐佐賀産直の手作り惣菜高知県 黒潮町 酢〆・サラダで
しめさば、
しめさば昆布締め、
かぶら漬のセット

国産の山桜のチップで
じっくり「冷燻」

「土佐沖獲れあじ」の
フライ

丸ごと食べて
カルシウム補給

フライパンでもOK 
少ない油でも調理

できます

江戸前の小肌 

次回から値上げ

16ページ
千倉水産
加工販売
特集もご覧
ください

脂のり良い　一本釣りの鰹

魚嫌いの息子も
喜んで食べたの
には 驚 きまし
た。今後も載せ
てください。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

シーフードミックス
は16ページに掲載

明太子は16ページ「秋のパスタ特集」に掲載

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。

魚肉練り製品
◦ リン酸塩による増量はせ

ず、魚肉たっぷりの練り製
品です。

◦ 化学調味料も不使用です。

　　　　　　　  こだわりの練り物 近海のお魚たっぷり♪

お
知
ら
せ

原
料
や
資
材
の
高
騰
に
よ
り
、
一
部
の
商

品
は
10
月
か
ら
値
上
げ
と
な
り
ま
す

次回から値上げ 次回から値上げ

170g 282円(税込305円)
FG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

167 茎わかめボール揚げ
磯の風味とコリコリした食感が楽しめ
る重茂漁協の茎わかめが入り緑の色
合いが綺麗な一口サイズの練り物。

すけそうだら（北海道）、茎わかめ（国内産）  

笹かま発祥の地である
宮城の昔ながらの味 煮物にも

シーズン初
豆乳をすり身に混ぜ合
わせたふわふわ食 感
のさつま揚げ。素材の
旨味を引き出した薄味
の上品な味わい。

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。

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。

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。

1～2
人前

6尾
前後

2個

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

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。
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200g
×3種 1280円(税込1382円)通常税込

1447円

EBG届いて4日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

172 茨城県産ローズポーク 
徳用焼肉セット

ローズポークの豚バラ焼肉用、ロース
スライス焼肉用、モモスライス焼肉用
をセットにしました。

  
250g 388円(税込419円)通常税込

430円

JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

173 帯広発 豚丼のたれ

大豆･小麦（アメリカ、カナダ他）  
300g 420円(税込454円)通常税込

475円

FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

174 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  
250g 630円(税込680円)通常税込

697円

FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

175 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  
400g 200円(税込216円)通常税込

227円

川光商事（東京都･中央区）

622 片栗粉

じゃがいも（北海道）  

OK
前日
！

500g 998円(税込1078円)通常税込
1112円

ECG届いて4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 
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  
250g 554円(税込598円)

EDG届いて3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 
モモしゃぶしゃぶ用

赤身主体部位であるモモ肉を薄くス
ライスしました。厚さ1mm。

茨城県  
250g 642円(税込693円)

EBG届いて4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 
ローススライス

ローズポークをローススライスにしま
した。炒め物や揚げ物に!

茨城県  
250g 551円(税込595円)

EAG届いて4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 
バラスライス

厚さ3〜3.5mm。

茨城県  
250g 630円(税込680円)通常税込

713円

EBG届いて4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 
ロースしょうが焼

きめが細かく脂が程よく入ったロー
ス肉を、しょうが焼き用にスライスし
ました。

茨城県  

250g 528円(税込570円)
EAG届いて4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  
2枚200g 475円(税込513円)

EBG届いて4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 
肩ロース切身

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。

茨城県  
200g×2 610円(税込659円)

EAG届いて4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 
徳用小間切

小間切徳用タイプ。

茨城県  
150g×2 460円(税込497円)

EAG届いて4日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

184 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  
250g 470円(税込508円)

EBG14日 JKL

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

185 茨城県産ローズポーク 
小間切(タレ付)

ローズポークの豚小間を桃花林焼肉
のタレで味付けしました。野菜と一緒
に炒めるだけで一品が完成します。

豚肉（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

186 茨城県産ローズポーク 
挽肉

赤身率は8割です。

茨城県  

200g 520円(税込562円)通常税込
646円ECG4日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

187 丹沢高原豚 ロースしゃぶしゃぶ用

神奈川県  
200g 440円(税込475円)通常税込

538円

神奈川県  
200g 440円(税込475円)通常税込

549円EBG4日 EBG4日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

188 丹沢高原豚 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。

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

189 丹沢高原豚 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  

2枚200g 525円(税込567円)通常税込
646円EBG6日 J

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

190 丹沢高原豚 ロース塩こうじ漬

豚肉（神奈川県）  
200g 400円(税込432円)通常税込

497円

EBG6日 NJK

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

191 丹沢高原豚 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）  
200g 460円(税込497円)通常税込

583円

神奈川県  
200g 480円(税込518円)通常税込

598円FBG120日 FBG120日 
神奈川県  

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

192 丹沢高原豚 
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。

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

193 丹沢高原豚 
トントロ焼肉用

1頭から約300gしか取れない希少部位。

200g 425円(税込459円)通常税込
538円

EBG4日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

194 丹沢高原豚 
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  
200g 345円(税込373円)通常税込

430円

EAG4日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

195 丹沢高原豚 小間切
各部位から集めています。

神奈川県  
200g 340円(税込367円)通常税込

410円

EBG4日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

196 丹沢高原豚 豚挽肉
赤身率8割以上の挽肉。

神奈川県  
250g 398円(税込430円)

茨城県  
250g 554円(税込598円)FA FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

197 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。

野口さん達（茨城県･桜川市）

198 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  

焼
肉
セ
ッ
ト
で

　
　
　
豚
丼
を
！

ス
ー
プ
カ
レ
ー
！

ザンギ！

◦ ローズポーク：ミートパル村山
では村山さん自身が自分の目
で見て判断した上物の精肉だ
けを加工してお届けしていま
す。他にはない逸品です！

◦ 丹沢農場：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。

豚 肉

鶏 肉
◦ つくば茜鶏 : 動物性飼料、

抗菌剤、抗生物質を使わ
ない平飼い鶏です。Non-
GMO、PHF の飼料を与え
ます。飼育期間は約 70 日

（一般的には 55日）。

表紙でお得なつくば茜鶏
ムネモモ唐揚げ用2パック掲載中

丹沢農場 全 特品 価 きめが 細 かく脂
が 程 よく 入った
ロース肉。厚さ約
2mm。

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。

284円/100g

230円/100g

228円/100g

216円/100g

187円/100g

257円/100g

239円/100g

172円/100g184円/100g

165円/100g

277円/100g

166円/100g

238円/100g 272円/100g

167円/100g

239円/100g

216円/100g 249円/100g

238円/100g

259円/100g

238円/100g281円/100g

203円/100g
常総生協
オリジナル

北海道の味特集1 北海道の味特集2 北海道の味特集3

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。

230円/100g 151円/100g 272円/100g

※イメージ ※イメージ

※イメージ

290円(税込313円)通常税込
324円

常総生協（茨城県･守谷市）

655 甘口
カレールゥ

150g

L

290円(税込313円)通常税込
324円150g

KL656 中辛
カレールゥ

7皿分OK
前日

！

  

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。味付け
の特徴は、食材をしっか
りと調味液に漬け込んだ
濃いめの味です。有名な
のは鶏肉のザンギです
が、タコなど魚介類を揚
げたものも総称でザンギ
と呼ばれています。

ザンギって？コラム

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。

丹沢農場の商品は全て10月1回より原料高騰
の為値上げになります。今回9月4回P7･�
P8･P16で掲載しております。
是非ご覧ください。
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250g 554円(税込598円)
茨城県  

250g 578円(税込624円)
茨城県  

300g 440円(税込475円)FA FA FA
茨城県  

野口さん達（茨城県･桜川市）

199 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。

野口さん達（茨城県･桜川市）

200 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。

野口さん達（茨城県･桜川市）

201 つくば茜鶏 手羽先
ゼラチン質に富み、コクのある部位。

250g
×2 700円(税込756円)通常税込

908円

EG24日 JKL

豚モツ（国内産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜4.6

味
噌
味

200g
×2 700円(税込756円)通常税込

864円

EG24日 JKL

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

205 丹沢農場の
麻婆豆腐の素

鶏ガラからじっくりダシ取りをしまし
た。豆腐、なすなどをお好みで加え
て。

豚肉（国内産）  

200g
(100g×2) 330円(税込356円)通常税込

421円

FCG180日 HIL

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

206 丹沢農場の
ハンバーグ

牛豚の割合3対7の合挽肉使用。豚
肉は自家牧場から、牛肉は茨城県産
を使用。

豚肉（国内産）  

250g 268円(税込289円)
茨城県  

250g 389円(税込420円)FA FA
茨城県  

野口さん達（茨城県･桜川市）

202 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。

野口さん達（茨城県･桜川市）

203 つくば茜鶏 挽肉
ちょっとだけ使いたい時に重宝する
バラ凍結品。

6本
120g 350円(税込378円)通常税込

443円

FG180日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

207 丹沢農場の
生ウインナー

生ウインナーならではの美味しさ。豚
肉の旨味とトマトのほのかな甘みやバ
ジルの香りのバランスが最高です。

豚肉（国内産）  

バジルの香りさわやか

120g 320円(税込346円)通常税込
400円

FCG180日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

208 丹沢農場の
ボロニアソーセージ

豚肉の旨味と自社指定ブレンド香辛
料、レッドベルペッパーミックスの甘
みの組み合わせが絶妙です。

豚肉（国内産）  

240g
(9個入) 398円(税込430円)通常税込

497円

ECG24日 JK

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

209 丹沢農場の肉団子
(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（国内産）  

200g 830円(税込896円)
EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

210 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  
170g 900円(税込972円)

FG30日

福永産業（福岡県･遠賀町）

211 鹿児島 坊津黒牛 
モモしゃぶしゃぶ用

程良い霜降りの入った赤身主体のモ
モ肉をうす切りにしました。

鹿児島県  
170g 910円(税込983円)

FG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

212 鹿児島 坊津黒牛
サイコロステーキ用

モモ･肩肉をダイス状にカットしまし
た。手軽にステーキが楽しめます。

鹿児島県  
250g 1200円(税込1296円)通常税込

1344円

F

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

213 牛切り落とし 
袋入り

旨味がたっぷり入っている牛肉を切
り落としにしました。

大阪府  
200g 860円(税込929円)通常税込

940円

F

能勢農場（大阪府･能勢町）能勢食肉センター

214 牛ミンチ
2度挽きしている肉質がまろやかな
ミンチです。

大阪府  
160g 455円(税込491円)

FAG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

215 国産牛小間切
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県  

200g 400円(税込432円)
FAG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

216 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）

217 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）

218 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）

219 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 275円(税込297円)通常税込

335円

ECG7日 KL

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

220 丹沢農場皮なし
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（国内産）  

100g 340円(税込367円)通常税込
421円

EBG7日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

221 丹沢農場のボンレス
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（国内産）  
200g 500円(税込540円)

EBG7日 JKL

ミートパル村山（茨城県･土浦市）

222 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）  
160g 398円(税込430円)

FBI

野口さん達（茨城県･桜川市）

223 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）  

220g 580円(税込626円)C
甘夏･伊予柑（愛媛県）  

275㎖ 620円(税込670円)
インスタントコーヒー（マレーシア）  

無茶々園（愛媛県･西予市）

224 無茶々園甘夏と伊予柑の
マーマレード

伊予柑と甘夏の果皮がたっぷりと入
り、ほど良い甘さとほろ苦さが楽しめ
ます。

南蛮屋（神奈川県･厚木市）

225 コーヒー牛乳のもと

1600円(税込1728円)

550円(税込594円)

10g×4 560円(税込605円)CJKL

大豆（岩手県）  

創健社（神奈川県･横浜市）

228 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。

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

◦ 国産牛：大分県、福岡県の生産
者（3 名）のホルスタイン種です。

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

牛 肉

◦ 発色剤、結着剤、保存料、
化学調味料不使用です。

◦ リン酸塩による増量もして
いません。

畜産加工品

鎌倉あらびきウインナー
(増量)表紙で掲載中

丹沢農場 値上げ前最後の加工品特集！ 全 特品 価

2
 個組

お得

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

204 丹沢農場の
もつ煮込み

中津自社牧場で健康に育った豚の腸
のみを、特製味噌で煮込みました。お
好きな具材を足してどうぞ。

2
パック

お得

9個入

◦  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 298円(税込322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10 0 % 使
用し、乳脂肪分
を2.0%に低減
し た 成 分 調 整
牛乳。

500㎖ 146円(税込158円)
EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

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)
EAG届いて6～10日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

229 カフェインレス
よつ葉カフェオレ

北海道十勝産生乳をたっぷり60%以
上使用(製品に占める割合)、香料、乳
化剤、着色料不使用で作りました。

生乳（北海道）  

カフェインレスです

C

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

226 350g

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）
ミャンマー産
ひまわりはちみつ

227 1kg
はちみつ（ミャンマー）  

ジャム･ 素
はちみつ ･ 味噌汁

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。

珈 琲 専 門 店 が 作 っ た
「 コ ー ヒ ー 牛 乳 の も
と」。牛乳に混ぜるだけ
で美味しいコーヒー牛乳
が出来上がります。牛乳
で5倍に希釈して。

239円/100g

448円/100g

216円/100g

518円/100g

116円/100g

250円/100g

572円/100g 465円/100g

168円/100g

158円/100g

578円/100g 307円/100g



9CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

1個 535円(税込578円)
G届いて1～2日 IL

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

237 チーズカンパーニュ
原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨 城 県 ）、ナチュラル チ ーズ(北 海
道)、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜4.6 ＜3.8

1個 220円(税込238円)通常税込
248円

小麦（北海道）、かぼちゃ（茨城県）  
1個 220円(税込238円)通常税込

248円FG30日 JL FG30日 JL

小麦（北海道）、さつまいも（茨城県）  

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

247 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

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

248 さつまいもベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、玄米粉(茨城県)、さつまいも、
粗製糖、天日塩、天然酵母

1個 167円(税込180円)
FAG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

249 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（北海道）、玄米粉（茨城県）  
1個 194円(税込210円)

FAG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

250 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（北海道）、玄米粉（茨城県）  
1個 221円(税込239円)

FAG30日 IJKL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

251 クーベルチュール
チョコベーグル

ココア生地に風 味 豊かなクーベル
チュール チョコを 混 ぜ 合わせまし
た。

小麦（北海道）、チョコ（国内産）  

ココアパウダーを加えました!

100g 498円(税込538円)
EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

254 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

1個に牛乳約1ℓ分の栄養がギュッ!

40g 292円(税込315円)
EBG7日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

255 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）

256 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

500g 265円(税込286円)
EBG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

257 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）

258 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
100g 270円(税込292円)通常税込

308円

ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

261 北海道
クリームチーズ

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

生乳（北海道）  

パンやクラッカーに載せて

100g 270円(税込292円)通常税込
308円

ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

262 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
て作りました。食塩0.8%含有。

生乳（北海道）  

バターにも旬 
夏の青草を食べた
牛の生乳使用

65㎖×10 178円(税込192円)
EAG15日 I

日本生活協同組合連合会

263 乳酸ドリンク
柑橘系風味の飲み切りサイズの乳酸
菌飲料。

  

100g
×2 235円(税込254円)通常税込

270円

EBG30日 HIK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

264 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）

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

豆乳（国内産）  

180㎖
×2 240円(税込260円)通常税込

276円

EDG19日 I

酪王乳業（福島県･郡山市）

266 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
200㎖ 455円(税込491円)通常税込

498円ECG届いて4～7日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

267 サツラク北海道純生クリーム

生乳（北海道）  

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。

16ページは「秋のパスタ特集」
サツラクの純生クリームで
カルボナーラ!絶品 

おとうふ屋さんの豆乳のデザート

4個

ベーコンとほうれん草の
カルボラーナ

380g 550円(税込594円)
EAG届いて9～10日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

259 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)

EAG届いて9～10日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

260 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

腸から始まる明日の健康

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
↓

素材の味を活かした
製品づくりを
心掛けています

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)252 プレーン

400g 370円(税込400円)253 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 

ビンは再利用しますので必ずご返却ください
脱プラ推進!
ビン入りで
お届け

茨
城
産
有
機
栽
培

バ
ジ
ル
使
用

バゲットにのせて
トーストで!

242

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）

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

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9

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。

1本(ハーフ2本) 320円(税込346円)
FBG60日 L

クーロンヌジャポン（茨城県･取手市）

242 クーロンヌの
バゲット

王道のバゲットです。冷凍でのお届け
になりますので使 用の際は家庭 用
オーブン等をご利用下さい。

小麦（アメリカ他）  

270円(税込292円)
240 1斤8枚

265円(税込286円)
241  ノースライス

140円(税込151円)

270円(税込292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

239 1斤6枚

238 半斤3枚

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)

小麦（アメリカ、他）  

クーロンヌ地元で愛されるパン屋 1本を半分にした
状態でのお届けです

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）

235 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）

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

Le･Lourdes
(レ･ルルド)

自家製酵母パン

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.7

AG届いて1～2日 L

233 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)

234 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

AG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

231 8枚

230 6枚

270円(税込292円)

270円(税込292円)

232 ノースライス 260円(税込281円)

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

※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

約65g×6 675円(税込729円)
FAG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

243 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×5 460円(税込497円)FBG180日 L

小麦（国内産）  

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

244 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

90g×3個 497円(税込537円)FBIKL

ワールド（石川県･金沢市）

245 レンジdeほっこりカレーパン
国産小麦粉とバター･砂糖などの素材だけで練り上げた
生地で、保存料や着色料･アミノ酸も不使用。

小麦（国内産）  

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
1個入

1個入

いばらきベーグル地元のお店

90g×3個 497円(税込537円)
小麦（国内産）  

ワールド（石川県･金沢市）

246 レンジdeほっこり ピザパン

FBHIKL

トマトとナチュラル
チーズなどのピザの
具材をフィリングに
して包み焼き上げた
冷凍惣菜パンです。

レンジで600W･60秒で温めてください

シーズン初シーズン初

お得な2個組は1ページへ
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85g 345円(税込373円)通常税込
389円

ECG180日 JKL

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
がらの直火炊きで炊き上げました。

のり（千葉県）  
10枚 252円(税込272円)通常税込

285円

ECG25日 L

三立食品（東京都･葛飾区）

269 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
150g 340円(税込367円)通常税込

380円

EG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

270 煮豆 白福豆
(白花豆)

北海道温根湯産。白花豆は高原豆と
もいう紫花豆の白色版。直火とろ火
炊きで豆の風味がいきています。

白花豆（北海道）  

さしみこんにゃく150g
×2、酢味噌20g×2 300円(税込324円)

EG60日 JK

市川食品（群馬県･高崎市）

271 青のり入り
さしみこんにゃく

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

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2
200g 225円(税込243円)通常税込

254円

EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.3 ＜1.3
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）

273 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。ポン酢、煮物でも。

昆布（岩手県）  

3枚 183円(税込198円)
EAG届いて6日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

278 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 239円(税込258円)

ECG届いて3日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

279 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

10個 320円(税込346円)
EG30日 OJKL

丸和食品（東京都･練馬区）

280 味付えび入京がんも
具に干えび、人参、ごぼう、玉ねぎ等
使用。自社製造のだしスープで味付
け。湯煎で温めても、そのままでも。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.1 ＜1.0
5個 228円(税込246円)

EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

281 おから入り
野菜炒めがんも

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜2.1 ＜2.3
80g×2 315円(税込340円)

EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

282 青豆入り具だくさん
がんも

丸和の豆腐に人参、ごぼう、青大豆、
生姜、山芋粉、切昆布、黒ごまを加
え、菜種一番搾りの油で揚げました。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.4
8個 245円(税込265円)

ECG届いて3日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

283 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
100g 228円(税込246円)

FCK

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.9

み
そ
汁
や
う
ど
ん
の

具
と
し
て
も
　

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）

285 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

35g×3 148円(税込160円)
EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

286 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 ＜3.5 ＜3.5
40g×3 140円(税込151円)

EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

287 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 216円(税込233円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

288 遊作納豆
(タレ･カラシ付)

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

大豆（茨城県）  ［放］ 137Cs=3.7
40g×2 184円(税込199円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

289 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）  
30g×2 210円(税込227円)

EG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

290 有機納豆日本の農カップ2
(タレ･カラシ付）

青森県産の有機栽培大粒大豆(おお
すず)を使用。その名の通り大粒で旨
味濃い品種。食べ応えがあります。

大豆（青森県）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6

希少性が高い大粒の
「おおすず大豆」使用

30g×2 189円(税込204円)
EG9日 K

登喜和食品（東京都･府中市）

291 有機ひきわり カップ2
(タレ･カラシ無)

青森県産の有機栽培大粒大豆(おお
すず)を使用。大粒で旨味が濃い大豆
なので、味わい深い仕上がりです。

大豆（青森県）  

子どもも食べやすいひきわり

400g 118円(税込127円)
EBG120日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

292 徳用あく抜き
こんにゃく

国内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（国内産）  
350g 118円(税込127円)

EBG120日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

293 徳用あく抜き
しらたき

国内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（国内産）  
200g 240円(税込259円)

EAG10日 J

浜食（東京都･調布市）

294 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）  

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）

295 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　

120g 368円(税込397円)
ECG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

296 岩手産切ってある
生わかめ

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

170g
(2合用) 598円(税込646円)通常税込

667円

ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

297 国産とりごぼう
ご飯の素

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

鶏肉（山口県）  

麺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）

298 内麦焼そば
(ソース付)

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

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

麺120g×3
スープ36g×3 355円(税込383円)

ECG7日 HJKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

299 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
150g 260円(税込281円)

ECG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

300 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）  

◦ 原材料は国産小麦と塩のみ!
◦ 皮をよりパリッとさせるために
赤穂の天塩と藻塩をブレンド!

◦ 生地を一晩寝かせることで、揚
げたてはホロリとくずれ、パ
リッとした食感!

◦ 中国産の豆に押され、年々収穫
量が減少している希少豆。

◦ 蓋をしない直火釜で、時間をか
けて炊き上げます。この伝統製
法で、豆に含まれた水分が水蒸
気として大気中に放出され、代
わりに甘味が程よく豆の芯まで
浸透していきます。

「みちのく」のヒミツ

市販品と比べてみました

美味しさのヒミツ

市販品 江戸前でぃ

食感抜群!

揚げたてをぜひ!海苔の使用量が
違います!

直火･とろ火炊きの
白福豆 今夏の寄せ豆腐で

人気1位

昆布、食べてますか?前回
好評

同量を水で溶いた実験

海苔の使用量が
違います!

シーズン最終 シーズン最終

下茹で後、細切りにしてダシ、
醤油で煮る。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!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

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。

300g 183円(税込198円)277 きぬ豆腐

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。

300g 198円(税込214円)276 もめん豆腐
丸和食品（東京都･練馬区）
EAG届いて4日 K

大豆（国内産） ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2

150g×2 198円(税込214円)275 ミニ
きぬ豆腐

150g×2 198円(税込214円)274 ミニ
もめん豆腐

丸和食品（東京都･練馬区）
EAG届いて4日 K

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（国内産） ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2

埼玉県　越谷市　遠忠食品

80g 308円(税込333円)
ECG90日 NJKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

301 ピーナッツみそ
千葉県八街産の落花生を菜種油で揚
げ、味噌、水飴、砂糖、ごま、寒天で
仕上げました。

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.1
80g 308円(税込333円)通常税込

346円

ECG90日 KL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

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

ごぼう（国内産）  

不思議な食感、
程よい酸味で人気

100g 325円(税込351円)
ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

303 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）  

1度に5品目を摂取できる!
次回から値上げ

10個入
4個

4個入

2合用
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2人前
(約490g+もやし250g)

EG届いて1〜2日 HKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

304 半日分の野菜が摂れる
担々麺

2人前(約255g+
もやし250g)900円(税込972円)

EG届いて1〜2日 OKL

玉ねぎ（国内産）、えび（ベトナム）  

730円(税込788円)

130g(固形50g、調味液80g) 538円(税込581円)通常税込
598円

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

314 豆あじ南蛮漬
豆あじに衣を付けてカラッと揚げ、オリジナル調味液に漬
け込んだ調理済南蛮漬けです。

あじ（愛媛県、高知県）  

140g(固形70g
調味液70g) 538円(税込581円)通常税込

598円

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

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

きびなご（国内産）  
140g(固形70g、調味液70g)554円(税込598円)

FG90日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

316 ぶり甘酢あんかけ
天然ぶり切身に衣を付けてカラッと揚げ、オリジナル調
味液に漬け込んだ、調理済甘酢あんかけです。

ぶり（高知県）  
5本200g 391円(税込422円)

FCKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

317 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

5本200g 389円(税込420円)通常税込
440円

ナチュラルチーズ（北海道）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.4

ナチュラルチーズをたっぷりと使用

大進食品（神奈川県･横浜市）

318 マム 焼いて簡単
ピザ巻きイタリアン

北海道よつ葉乳業のナチュラルチーズとトマトソースで仕
上げたピザ風の春巻。フライパンで焼いて。

18g×15443円(税込478円)
FBKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

319 徳用北京餃子
普通の餃子より野菜(特ににら)を多
く入れました。皮は国 産小 麦 粉 使
用。焼いて。

豚肉（国内産）  
18g×25568円(税込613円)

FDKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

320 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×20 491円(税込530円)

FCJKL

ドリームフーズ（大阪府･八尾市）

321 神山鶏のぱくぱく餃子
(国産しそ入り)

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

キャベツ（国内産）  
100g×2 447円(税込483円)通常税込

513円FIJL 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）

322 アジア薫るガパオ丼
(鶏肉のバジル炒め)

100g(固形量70g)
×3切 535円(税込578円)通常税込

594円

FG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

323 氷温造り 
さばの梅煮

ノルウェー産のさばを使用し紀州南
高梅干しを丸々1個入れ、香り高く煮
付けました。湯煎で簡単にできます。

さば（ノルウェー）、梅（和歌山県）  

南高梅干が丸々1個入!

220g335円(税込362円)
さば（ノルウェー）  

流水解凍でOK!
少し唐辛子が入っています

150g×2 463円(税込500円)通常税込
538円FJ FKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

324 氷温造り さばの
雪見おろし(ゆず風味)

ノルウェー産のさばを米油で調理。
酢とゆず果汁を加えた大根おろしで
和えました。野菜は全て国産です。

ニッコー（神奈川県･大和市）

325 麻婆茄子丼の具(自社農園茄子)
湯煎で温めてご飯にのせるだけで、簡単にお召し上がり頂
けます。程良い辛さが食欲を増進させます。

  

茄子がとろ旨!ご飯に合います

100g×2506円(税込546円)
FJK

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

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

  
70g×2、たれ･山椒付 2380円(税込2570円)通常税込

2754円

FAJKL

大黒淡水（静岡県･焼津市）

327 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）  

や湯煎でOKなものも
フライパンや
鍋ひとつで
できちゃう

レン
ジ

2人前(約280g
+もやし250g)910円(税込983円)

EG届いて1〜2日 JKL

ニラ（国内産）、豚レバー（神奈川県）  

スタミナメニューの
定番品

調理時間
約4分

準備品
油

セット内容：タレ漬
け豚肉、カット野菜
(人参、ニラ)、もやし

食塩相当量：1.1g

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

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

306 国産豚の
ニラレバ炒め

新鮮な野菜と本格ニラレバソースの
セットです。野菜は下処理カット済み
なので、手軽に調理できます。

2人前(約460g)798円(税込862円)
EG届いて1〜2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

307 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・豚肉（国内産）  

食塩相当量：2.4g

だしの効いた
大根と豚肉 

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

もっちり麺が
ピリ辛スープに絡む

麺にもこだわる
グリンリーフのミールキット

北海道産の小麦を使用した麺に中力粉で
モッチモチの食感を実現しました。

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

食塩相当量：7.87g

調理時間
約6分

準備品
油

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

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。

2人前

卵を加えて
ふんわりと

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)、
単品もやし、海鮮炒めソー
ス、ガーリックソース 

食塩相当量：3.3g

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

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

305 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。

2人前

2人前(約330g)860円(税込929円)
EG届いて1〜2日 KL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

308 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・豚肉（国内産）  

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

760円(税込821円)2人前(約630g)

EG届いて1〜2日 JKL

やさと農業協同組合（茨城県･石岡市）

313 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

食塩相当量：2.1g

シャキシャキ野菜が
たっぷり

2人前

990円(税込1069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）

312 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

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

899円(税込971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）

311 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

調理時間
約6分

準備品
油

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

食塩相当量：1.21g

2人前(約340g)

EG届いて1〜2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

309 味噌もつ煮込み
国産野菜、自社製造の蒟蒻、国産豚しろもつ
を使用したもつ煮込みです。

大根・豚もつ（国内産）

味噌タレともつの
相性抜群

2人前

セット内容：具材（大根、
こんにゃく、人参）、豚白
もつ、調味タレ

食塩相当量：4.7g

調理時間
約10分

準備品
水200cc 

2人前(約355g)990円(税込1069円)
EG届いて1〜2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

310 5種の緑黄色野菜の
炒めもの

緑黄色野菜をたっぷり使った、フライパンだ
けでできる時短料理です。

小松菜（国内産）  

鮮やかな野菜と
味噌タレがきめて

2人前
セット内容：野菜セット
(小松菜、ほうれん草、
玉ね ぎ、ピーマ ン、人
参、赤パプリカ)、調味肉

食塩相当量：1.26g

調理時間
約6分

準備品
油

フライパンで

5本入

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5本入

15個入
25個入

20個入

2食入

3切 2食入

次回から値上げとなります今回から値上げとなります

2人前

1098円(税込1186円)通常税込
1220円

小麦粉（神奈川県）、にら（国内産）  

※盛付例



12 CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

90g(2個) 523円(税込565円)通常税込
584円

桜海老（台湾）･いか（国内産）  

そのままでも、麺やごはんにのせても

ニッコー（神奈川県･大和市）

328 桜海老とイカのかき揚げ
野菜と桜海老、いかを使用したかき揚げ。油調済。トース
ターかレンジで温めて。

130g×2 590円(税込637円)
FCM

創健社（神奈川県･横浜市）

329 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）  
200g×5食408円(税込441円)

FBL

シマダヤ（東京都･渋谷区）

330 冷凍 稲庭風うどん
国産小麦粉を使用、つるつるとした
喉ごしの良さと強いコシのうどん。
鍋かレンジで。加工澱粉：約7.3%

小麦（国内産）  
300g700円(税込756円)

FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

331 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。

  
240g(6個) 391円(税込422円)FOL FJKL

米（国内産）  

白ごまで香ばしさ、生姜でさっぱりとした
仕上がりに

ポーラスター（石川県･白山市）

332 五目いなり寿司
5種の具材(椎茸･人参･蓮根等)を混ぜた風味ある酢飯を、
甘辛く柔らかな油揚げに詰めました。レンジで。

6個108g 417円(税込450円)通常税込
470円FCJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

333 ひとくち味噌かつ

豚肉（国内産）  

鰹だしのきいた
豆味噌ダレは甘さ控えめ

27g×7 427円(税込461円)FCOHJKL

えび（インドネシア、ベトナム、他）  

プリプリとしたえびがたっぷり!

ニッコー（神奈川県･大和市）

334 点心えびしゅうまい
国産小麦粉で作った皮で包んだ、しゅうまいです。蒸すか
レンジで温めて。

16g×15443円(税込478円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

335 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）  

調理例

20枚(9cm×9cm)489円(税込528円)
FG180日 HL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

336 ラザニア皮

小麦（カナダ、オーストラリア他）  

8個144g 377円(税込407円)FBHJKL

ごぼう（国内産）  

食べ応えあり!お弁当にも

ニッコー（神奈川県･大和市）

337 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。

110g 280円(税込302円)通常税込
322円

FCJKL

平庄商店（北海道･根室市）

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

さんま（北海道）  
150g 447円(税込483円)FBHJKL

鶏肉（山口県、他）  

次回からリニューアル
より美味しく

秋川牧園（山口県･山口市）

343 からあげ
開放鶏舎で植物性主体の飼料育ちの若鶏ムネ肉を醤油
ベースの調味液に漬け揚げました。トースター、レンジで

150g396円(税込428円)
FCHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

344 チキンカツ
下味は塩麹で肉の旨みを引き出し、サ
クサク衣で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）  

(90g×3)×2 908円(税込980円)通常税込
1024円

FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

339 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

180g×2 510円(税込551円)
FCHIJKL

西川食品（和歌山県･紀の川市）

340 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）  
400g586円(税込633円)FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  

栄養満点のレバー入り!

秋川牧園（山口県･山口市）

345 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。

150g(5本)625円(税込675円)
FCJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

346 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。

鶏肉（山口県、他）  

12個216g 486円(税込525円)通常税込
538円FJKL

上新粉（国内産）  

とろりと滴るごまだれ 
食べやすい一口サイズ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

341 芽吹き屋 ごまとろり
とろりとした黒ごまあんを、国産上新粉を使用した生地
で一口サイズに包みました。

4個220g400円(税込432円)
FCJK

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

342 芽吹き屋 
黒豆塩大福

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

黒豆（岩手県）  
180g 347円(税込375円)通常税込

389円

FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

347 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。

鶏肉（山口県、他）  
300g633円(税込684円)FJKL

鶏肉（山口県、他）  

レンジかトースターで温めて

秋川牧園（山口県･山口市）

348 骨付きてりやきチキン
はちみつや玉葱を使った国産丸大豆醤油ベースのタレに
一晩漬け、味が染みコクのある照焼きに仕上げました。

250g505円(税込545円)
FCJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

349 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

15個300g380円(税込410円)
FCG180日 HL

ニッコー（神奈川県･大和市）

350 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
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）

356 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㎖200円(税込216円)
FHI

久保田食品（高知県･南国市）

357 ミルク紅茶
アイスクリーム

2種の紅茶葉(セイロン･ダージリン)
をブレンドし、じっくり抽出。味の深
みと香りにこだわり仕上げました。

生乳（国内産）、紅茶（インド･スリランカ）  

85g×5個468円(税込505円)
FCJL

ハマセイ（愛知県･春日井市）

351 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）  

レンジか自然解凍で

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）

354 宇治金時バー
よつ葉乳業のノンホモ牛乳、静岡の
無農薬緑茶、十勝産あずきなど原料に
こだわって作った宇治金時バーです。

小豆（北海道）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円F
小豆（北海道）  

ネージュ（大阪府･八尾市）

355 あずきキャンデー
十勝産小豆を、風味をこわさないよ
うに炊き上げて作りました。

80㎖180円(税込194円)

久保田食品（高知県･南国市）

358 苺とミルクのアイスキャンデー
ミルク感あふれるキャンデーに手作業で丁寧に加工した
高知県産苺をスライスして貼り付けました。

生乳（北海道）･苺（高知県）  
80㎖160円(税込173円)FI F

パイナップル（沖縄県）  

久保田食品（高知県･南国市）

359 パイナップル
アイスキャンデー

沖縄県産パイナップルの果汁と北海
道産ビートグラニュー糖だけで作り
上げました。

お弁当に
おかずに

お知らせ
秋川牧園の商品（一部 
除く）は10月4回より
値上げとなります。

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

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

カタログに載
ると必ず申し
込んでしまう
アイスキャン
デー。さっぱ
りと爽やかな
食感で、とて
も美味しいで
す。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

こだわり抜いた素材と技の逸品!

ネージュのアイス

728円(税込786円)通常税込
836円

216円(税込233円)通常税込
242円

牛乳（北海道）  
353 450㎖

FHI

352 (小)120㎖

ネージュ（大阪府･八尾市）
ネージュのアイスクリーム

家族でわけあえる

たっぷりサイズ

北海道のよつ葉牛
乳をベースによつ
葉生クリーム、蜜
糖、秋川牧園の卵
白だけのシンプル
なアイスクーム。

のアイス
人気です

フレッシュで甘酸っぱい苺と
練乳の味がベストマッチ

6本入6本入
5個入

15個入

名古屋名物味噌カ
ツをお弁当用にア
レンジ。トレーごと
レンジOK。

2個入

2食入

6個入

6個入

8個入

7個入

揚げても

15個入

乾燥のものに比べ
てソフトでコシ が
あります。冷蔵庫で
自然解凍し、たっぷ
りの湯で茹でてご
使用下さい。

今回から値上げとなります

茹で時間目安3～4分 

3個入
×2

2食入

12個入

4個入

5本入

目安入数
6〜9本
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プレーン味、紫芋味、抹茶味、
珈琲味の4種類

CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

53g 170円(税込184円)通常税込
194円

じゃがいも（北海道） 
125g 210円(税込227円)通常税込

248円

BG120日 J

BG120日 J
さつまいも（九州）  

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

360 純国産 ポテトチップス
柚子

原材料の産地にこだわり、「国産じゃが
いも」、「国産こめ油」、「国産柚子」を
使用。

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

361 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･遺伝子組み換えでない))

95g 210円(税込227円)通常税込
248円

BG90日 IJKL

小麦粉（国内産）  

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

362 純国産 北海道きなこかりんとう
大豆の外と中から甘みとうま味を引き出した、二度焙煎
きな粉を使用。

115g 220円(税込238円)通常税込
248円BG120日 J

さつまいも（九州）  

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

363 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。

95g 330円(税込356円)通常税込
378円

光黒大豆（北海道）  
103g 270円(税込292円)通常税込

319円

きな粉（北海道）  
11個 270円(税込292円)通常税込

319円
G90日 K BG150日 JK G180日 

てんさい（北海道）、りんご（国内産）  

冷やしておいしい!

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

364 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。

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

365 純国産きなこねじり
北海道産大豆のきなこを水あめで練り上げ、オホーツク
海の塩で味付けしました。

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

366 純国産 無添加りんごゼリー
国産りんご果汁100%の無添加ゼリーです。

53g 165円(税込178円)通常税込
194円

BG120日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

367 純国産 ポテトチップス
和風だし

和風だしが効いたポテトチップスで
す。シンプルな原材料でじゃがいも本
来のおいしさが感じられます。

じゃがいも（国内産）  
100g 215円(税込232円)通常税込

248円

BG90日 J

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

368 純国産 塩けんぴ
芋けんぴに北海道産のオホーツクの
塩をまぶした贅沢なお菓子。国産の
米油で揚げ、あっさりとした味わい。

さつまいも（九州）  
120g 240円(税込259円)通常税込

278円

BG180日 IJL

ノースカラーズ（北海道･札幌市）

369 純国産 ビスケット
マーガリン･ショートニング･膨張剤不
使用のビスケット。

小麦（北海道）  
80g230円(税込248円)

BG180日 JL

キング製菓（愛知県･小牧市）

370 ブランクッキー
植物から生まれたクッキーです。

小麦（国内産）  
80g230円(税込248円)

G180日 IJL

キング製菓（愛知県･小牧市）

371 チーズブランクッキー
カロリー控えめで、栄養バランスにこ
だわった全粒粉･小麦ふすま入りで
す。

小麦（国内産）  

80g185円(税込200円)
G90日 JML

サンコー（愛知県･豊橋市）

372 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）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜0.8
1個58g135円(税込146円)B

小豆（北海道）  

サンコー（愛知県･豊橋市）

373 小倉ようかん
原材料：砂糖(てん菜(国産))、生餡、
小豆(北海道産)、水飴、寒天

10個290円(税込313円)
G90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

374 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）  

575g(素75g×5袋
シロップ40g×5)855円(税込923円)

IK

伊那食品（長野県･伊那市）

375 パオパオ杏仁の素
熱湯を注ぐだけで手軽に誰でも簡単
にできる杏仁豆腐の素。おやつには
もちろん食後のデザートにも。

  
155g245円(税込265円)

CG60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

376 豆乳ドーナツ(白蜜)
国産の小麦粉と大豆にこだわり、北
海道産甜菜糖を使用。水を使わずに
豆乳だけで練り上げたドーナツです。

小麦（国内産）  
155g245円(税込265円)

CG60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

377 豆乳ドーナツ(黒糖)
国産の小麦粉と大豆にこだわり、黒
糖を使用。水を使わず豆乳だけで練
り上げたドーナツです。

小麦（国内産）  

100g700円(税込756円)
緑茶（京都府）  

120g550円(税込594円)
緑茶（京都府）、玄米（国内産）  

10g×34250円(税込270円)
大麦（国内産）  

チ
ャ
ッ
ク
付
き 

2g×30495円(税込535円)B J

紅茶（スリランカ）  
2g×20 490円(税込529円)通常税込

540円

紅茶（スリランカ）、香料（中国）  

童仙房茶舗（京都府･南山城村）

378 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）

379 童仙房茶舗 
有機玄米茶

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

常陸屋本舗（東京都･江東区）

727 六条麦茶
ティーパック

国内産の六条大麦を100%使用し、
麦の芯まで均一に煎り上げた、まろ
やかな味の麦茶。

OK
前日
！

ランカスター（千葉県･千葉市）

380 ダージリンティー
(ティーバッグ)

さわやかな芳香の紅茶です。農薬無
散布。

ランカスター（千葉県･千葉市）

381 マンゴーティー
(ティーバッグ)

マンゴーの甘い香りのする紅茶で
す。ストレートでもミルクティーでも
おいしいです。

200g698円(税込754円)M

韃靼そば（中国）  
1000㎖470円(税込508円)

コーヒー（コロンビア）  

100%アラビカ種豆使用

250㎖ 135円(税込146円)通常税込
157円

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

160g×202850円(税込3078円)
トマト（北海道）  

伊那食品（長野県･伊那市）

382 韃靼そば茶
ルチンを多く含む韃靼そばの実を焙
煎した香ばしいお茶です。

メトロ（山梨県･南アルプス市）

383 オーガニックアイス
コーヒー無糖

やわらかな苦みとコク、フルーティな
甘みがバランスよくすっきりとした味
わいのオーガニックアイスコーヒー

光食品（徳島県･上坂町）

384 有機アップルサイダー
+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。

ゴールドパック（長野県･松本市）

385 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。

※イメージ

1000㎖ 340円(税込367円)通常税込
378円

G120 K

マルサンアイ（愛知県･岡崎市）

387 国産大豆の
無調整豆乳

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。

大豆（国内産）  
1000㎖ 827円(税込893円)

りんご（長野県）  

信州産りんご
100%使用

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

388 井筒･
アップルジュース

新鮮な完熟りんごで造ったりんご果
汁100%ストレートジュースです。

360㎖798円(税込878円)
ぶどう（長野県）  

360㎖798円(税込878円)
ぶどう（長野県）  

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

389 井筒ワイン 
コンコード赤中口

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

390 井筒ワイン 
ナイヤガラ白辛口

国産大豆の調
製豆乳、とって
もおいしかった
です!またお願
いします!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

ノースカラーズ特集
ノースカラーズの商品は、全て国産の原料を使用し
て作られています。また油はパーム油ではなく米油
を使用しています。

全 特品 価

次週より一部商品値上げ

純国産

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
500以降の商品はいつでも買える
前日OK商品欄へのご記入をお願
いいたします。

OK
前日
！

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
500以降の商品はいつでも買える
前日OK商品欄へのご記入をお願
いいたします。

OK
前日
！

原 材 料：ぶどう
(長野県産)

個 性 的 な果 実
の 香 りと 味 わ
い の 輪 郭 がよ
り明 瞭 に伝 わ
る 心 地 よい 飲
み口です。

爽やかな果実味はそ
のままに軽やかでき
れいな飲み口の赤ワ
インです。

井
筒
ワ
イ
ン 

 

ハ
ー
フ
サ
イ
ズ
で
新
登
場
！お酒 お酒

2ℓ×61300円(税込1404円)

岩泉ホールディングス（岩手県･岩泉町）

757 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。

岩手県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

OK
前日
！

200㎖ 100円(税込108円)
G120日 K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市）

386 国産大豆の
調整豆乳

110円(税込119円)通常税込
130円

大豆（国内産）  

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
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韓国では、調味料の事
を薬念と呼びます。薬
念醤とは、複数の薬念
を調合してつくる合わ
せ調味料のこと。宮城
県産の醤油やラ･フラン
スなど13種の食材でつ
くられた仙臺薬念醤を
使えば、家庭でも手
軽に本格韓国料理を
楽しめます!

宮城県産の大豆を使い、国産
の米と米麹のみで味噌を作りま
す。アミノ酸が豊富な純米酒、
国産のコクのあ
る甘さのきび砂
糖、甘みの多い
天日干しの唐
辛子を使った
趙さんこだわり
のコチュジャン
です。

CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

1kg 680円(税込734円)通常税込
756円

ECG180日 JK

士別農園（北海道･士別市）

391 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 398円(税込430円)通常税込

448円

小豆（北海道）  

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。

OK
前日
！

150㎖ 445円(税込481円)通常税込
538円

G180日 JL

日東醸造（愛知県･碧南市）

394 卵焼きのもと

愛知県
240g 520円(税込562円)通常税込

594円

CJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

392 趙さんの味 薬念醤
(ヤンニョムジャン)

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

大豆（国内産）  
150g 510円(税込551円)通常税込

572円

CJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

393 趙さんの味 
コチュジャン

料理にひとさじ加えれば、まろやかな辛
味でコクのある味わいに仕上がります。
酢で割って刺身のつけタレとしても。

大豆（国内産）  
300g 350円(税込378円)通常税込

400円

G120日 J

はつゆき屋（鹿児島県･日置市）

395 はつゆき屋･あま酒

米（国内産）  

500g 395円(税込427円)通常税込
437円

C

東京フード（茨城県･つくば市）

396 甜菜糖
北海道産の甜菜から作られた砂糖。
まろやかで上品な甘さが特長。料理
はもちろん、コーヒーなどにも。

甜菜（北海道）  
200g300円(税込324円)C

さとうきび（沖縄県）  

沖縄物産企業連合（沖縄県･那覇市）

397 波照間島特産 
黒糖かちわり

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

360㎖250円(税込270円)
  

酢の物にも
醸 造 酢に砂 糖、
塩、昆布だしを加
え た バランスの
よ い 寿 司 酢 で
す。

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

602 すし酢
(昆布だし入り)

OK
前日
！

1ℓ500円(税込540円)J KL

大豆（アメリカ、他）  

塩分は一般のこいくちしょうゆに
比べ約50%カット

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

526 丸大豆減塩しょうゆ
丸大豆を原料にした減塩しょうゆ。

OK
前日
！

1kg628円(税込678円)ECG120日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

398 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･丸大豆（国内産） ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5

910g800円(税込864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

OK
前日
！

400㎖450円(税込486円)JKL

ゆず（国内産）  

爽やかで心地良い酸味が
特徴的です!

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
！

200㎖600円(税込648円)
いよかん（国内産）  

ゆず胡椒入り

1ℓ 980円(税込1058円)通常税込
1078円

JK KL

リアス（千葉県･船橋市）

401 昆布旨辛ぽんず
ピリリと旨みの効いたゆずこしょう
と、米麹を加え、国産のいよかん、ゆ
ず、だいだいの果汁がたっぷり。

笛木醤油（埼玉県･川島町）

529 金笛 春夏秋冬だしの素

大豆（国内産、アメリカ、カナダ）  

OK
前日
！

390㎖ 998円(税込1078円)通常税込
1118円

CG100日 HJKL

笛木醤油（埼玉県･川島町）

402 金笛 胡麻ドレッシング

胡麻（中国）  

サラダやしゃぶしゃぶなどに!

200㎖370円(税込400円)
野菜（国内産）  

12種のスパイス香る
ソース

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
！

300g420円(税込454円)
G180日 HJ

創健社（神奈川県･横浜市）

532 有精卵マヨネーズ

なたね（オーストラリア）  

平飼い鶏の卵をつかっています
国産の有精卵と圧搾一
番しぼりべに花 油、菜
種 油 、醸 造 酢 、ビート
糖、塩、香辛料使用。

OK
前日
！

40g 240円(税込259円)通常税込
275円

CG180日 

無茶々園（愛媛県･西予市）

405 無茶々園
切り干し大根

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

大根（愛媛県）  

酢のものやサラダがおすすめ

20g255円(税込275円)
CG180日 

大根（愛媛県）  

295g355円(税込383円)J

トマト（長野県）  

OK
前日
！

400g 170円(税込184円)通常税込
194円

有機トマト（イタリア）  

ナガノトマト（長野県･松本市）

535 国産つぶ野菜入り
信州生まれのケチャップ

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

OK
前日
！

創健社（神奈川県･横浜市）

536 有機ホールトマト缶
イタリア南部の限定農場で栽培され
た完熟した有機トマトを使用。全形
(ホール)タイプ。

50g520円(税込562円)
しいたけ（宮崎県、他）  

60g 400円(税込432円)通常税込
443円

昆布（北海道）  
25g450円(税込486円)

ひじき（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.6 ＜4.1

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
！

リアス（千葉県･船橋市）

557 だし昆布(カット)
日高昆 布を使いやすく15cm位に
カットしました。だしとりに。

OK
前日
！ リアス（千葉県･船橋市）

587 房州ひじき
(天然 長ひじき)

房州産のひじきです。水で戻すとカ
サがふえます。油揚げや人参と炒め
煮に。ひじきご飯に使っても美味。

OK
前日
！

8g×10370円(税込400円)
IKL

かつお（国内産）  

三和食品（群馬県･藤岡市）

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

OK
前日
！

 乾物・だし

200g780円(税込842円)J

G180日 

中山水産（静岡県･裾野市）

562 かつお本節厚削り
かつお節を厚削りにしました。そばや
うどんのだしとして、風味の良いだし
がとれます。

かつお（静岡県）  

OK
前日
！

80g330円(税込356円)
CG90日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

404 割干大根
青首大根を大きく切り、干しました。
しっかりした歯ごたえと甘みがあり
ます。30分水につけて戻してから。

大根（和歌山県）  

無茶々園（愛媛県･西予市）

406 無茶々園の
乾燥大根葉

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

15～20分しっかりと水戻し
してからお使いください

士別農園の加工品特集！

塩分12%

趙さんの
味
薬念醤(ヤンニョムジャン)

コチュジャン

これ1本でおいしい
卵焼きを!

麦味噌でおなじみの
はつゆき屋の甘酒が

新登場!

久々
登場！

原材料：米こうじ(米
(国産))、うるち米(国
産)、もち米(国産)

国産原料のみを使用
した、甘くてなつか
しい、冷めてもおい
しい卵焼きが出来ま
す。たまご2個に本
品大さじ1(15CC)
を加え、よく混ぜて
焼いてください。

国産米を100%使用し
砂糖を加えず、こうじの
力だけで自然糖化され
た、昔ながらのもち米
入りあま酒です。

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
500以降の商品はいつでも買える
前日OK商品欄へのご記入をお願
いいたします。

OK
前日
！

す

そ

7ページで
　　　ご案内しています

帯広発
豚丼のたれと

173

622 片栗粉は

粒みそこうじ
の風味が苦手
な私 達にも、
とても食べや
すく5歳の次女
もやっとお味
噌汁をおいし
いと言ってくれ
ました。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

1ℓ 600円(税込648円)KL

大豆（アメリカ）  

丸 大 豆 醤 油 を 塩
水のかわりに用い
た再仕込み醤油。
濃 厚 な 味 わ い が
特長。

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

525 本仕込しょうゆ

OK
前日
！

せ
塩分9%

500㎖233円(税込252円)J

米（国内産）  

国 産 米 の み を 使 用し
た、すっきりした風味
の米酢。

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

520 純米酢

OK
前日
！

1kg300円(税込324円)
海水（沖縄県）、天日塩（オーストラリア、メキシコ）  

お
漬
物
や

焼
き
魚
な
ど
に

全国の和菓子職人も好んで
使用するかちわり!さ し

青い海（沖縄県･糸満市）

512 沖縄の塩シママース
原塩を沖縄の海水で溶解し、平釜で
煮詰めて作る再結晶法の塩です。

OK
前日
！

C

シフォンケーキ等の製菓にも

630円(税込680円)
399 340g

九鬼産業（三重県･四日市市）
九鬼 太白純正胡麻油

1000円(税込1080円)
胡麻（ナイジェリア、他）  

400 600g

ごまを煎らずに低温圧搾法でしぼった
ごま油。焙色や香りがなく、クセのな
い風味です。ペットボトル入り。

2年間熟成丸
大 豆 醤 油 に
か つ お 、昆
布、しいたけ
のだしを加え
ただしの素。

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

トマト本来の甘味と
程よい酸味が特長的!

きざみ野菜入りで、
いろいろな料理に
使えます　
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板のり7枚500円(税込540円)C
乾海苔（広島県）  

リアス（千葉県･船橋市）

407 熟成焼き海苔
全形7枚

環境に優しい無酸処理、EM(有効微
生物)を使って丹精込めてつくられた
海苔です。

50g 205円(税込221円)
CG90日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

408 しその葉ふりかけ
大紀コープファームの生産者が栽培
した農薬不使用のしそをもみしそに
し、乾燥させて細かくしたものです。

しそ（和歌山県）  
100g330円(税込356円)

CG60日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

409 梅びしお
(チューブ入り)

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

梅 干 し の 果 肉 を
ペースト状にした
もの。甘味料など
は不使用。使いや
すいチューブ状。

1000円(税込1080円)通常税込
1145円

30g300円(税込324円)
CG180日 HKL

和田萬商店（大阪府･大阪市）

405501 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

70g 390円(税込421円)B
にんにく（青森県）  

ポールスタア（東京都･東村山市）

410 青森県田子町産の
おろしにんにく

青森県田子町産の風味豊かなにんに
く(福地ホワイト種)だけをおろしまし
た。

45g400円(税込432円)C
ごま（アフリカ、中南米諸国）  

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

チヨダ（埼玉県･戸田市）

411 ラー油

80g 430円(税込464円)通常税込
486円

しょうが（国内産）  

豆腐、そうめん、焼き茄子、
しょうが焼きなどに!

坂田信夫商店（高知県･香美市）

414 国産きざみしょうが
国産の色鮮やかな「黄金しょうが」を
使いやすいようにきざみました。

300㎖ 460円(税込497円)通常税込
518円

JKL

小麦･大豆（カナダ）、飛魚（長崎県）  

チョーコー醤油（長崎県･長崎市）

415 焼きあごだし
うすいろ

鰹 だしをきかせた
つゆに、ねりごま、
すりご ま、信 州 み
そを加えました。香
り豊 かでコクのあ
るつゆです。

455g 415円(税込448円)通常税込
464円

JL

ポールスタア（東京都･東村山市）

416 かつお香る
ごまみそめんつゆ

脱脂大豆･小麦（アメリカ、カナダ）  

2倍希釈タイプ!

20g 390円(税込421円)通常税込
432円

C

向井珍味堂（大阪府･大阪市）

417 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。

唐辛子（国内産）  
500g110円(税込119円)

米ぬか（国内産）  ［放］ 137Cs=2.2
500g600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

　

220g180円(税込194円)HJ J J

  

川光商事（東京都･中央区）

654 いりぬか
蒸気を使用しているので、均一に煎
られています。

OK
前日
！

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

418 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。

川光商事（東京都･中央区）

419 玉三 上新粉
国内産うるち米を100%使用した上
新粉です。風味のよいだんごができ
ます。

200g
(100g×2) 498円(税込538円)通常税込

562円

JK

有田食品（和歌山県･有田市）

420 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。

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
×2 780円(税込842円)通常税込

864円

JK

有田食品（和歌山県･有田市）

421 国産鶏もも肉の
トマトソース煮

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。ご飯にはもちろん、パスタにも。

鶏肉（国内産）  

115g330円(税込356円)
CIL

創健社（神奈川県･横浜市）

422 コーンクリーム 
シチュールゥ

国産小麦粉使用。乳化剤や化学調味
料は使用していません。5皿分。

  
100g×2254円(税込274円)

甘藷澱粉（九州）  

日本澱粉工業（鹿児島県･鹿児島市）

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

99.5g
×2 310円(税込334円)通常税込

356円

CG180日 HKL

創健社（神奈川県･横浜市）

424 醤油らーめん
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）  

104.2g
×2 310円(税込334円)通常税込

356円

CG180日 HJKL

創健社（神奈川県･横浜市）

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

小麦（国内産）  
72g×3570円(税込615円)

G150日 JKL

創健社（神奈川県･横浜市）

426 お湯かけ麺
わかめうどん 3袋

かつおと昆布だしを効かせ、飽きの
こないあっさりとした味わい。

  
73g×3555円(税込600円)

G150日 OKL

創健社（神奈川県･横浜市）

427 お湯かけ麺
シーフードしおラーメン 3袋

無かんすい麺。魚介類や玉ねぎのお
いしさが 凝 縮 された味 。器に麺と
スープを入れ、お湯を注いで3分。

  

100g
(固形量70g)300円(税込324円)

KL

千葉産直サービス（千葉県･千葉市）

428 ミニとろイワシ缶
(味付)

脂ののった真いわしを奄美･喜界島産
さとうきび100%の粗糖と長期熟成
の杉樽仕込み醤油で仕上げました。

いわし（銚子沖）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0
100g×2480円(税込518円)

いわし（国内産）  

料理の素材にしても

100g×2480円(税込518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）

405502 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。

信田缶詰（千葉県･銚子市）

405503 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。

3kg980円(税込1078円)C
  

400㎖189円(税込208円)
  

ボーソー油脂（東京都･中央区）

431 洗濯用
米ぬか粉せっけん

米ぬか由来の油脂を主原料にした洗
浄力が豊富で水に溶けやすい粉せっ
けん。蛍光増白剤不使用。

ボーソー油脂（東京都･中央区）

819 米ぬか台所用
液体せっけん詰替用

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

OK
前日
！

140g298円(税込322円)
G90日 KL

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3
140g298円(税込322円)

G90日 KL

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.3

120g
×3 435円(税込479円)通常税込

495円

  
100w×3箱390円(税込429円)

  
200枚130円(税込143円)C

  

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
！ 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
！ 丸富製紙（静岡県･富士市）

433 花束ペーパータオル
(ハード)

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。

純国産資源の米ぬかを活用しています

2kg730円(税込803円)
  

水に溶けやすい廃食油
リサイクルの石けん

せっけんの街（千葉県･柏市）

778 粉石けん 
せっけんの街 OK

前日
！

せっけん
相談室は
こちら➡

石けんの使い方で困ったら

「せっけんの街」に
相談だ!

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。

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。

家庭から化学物質を
排除しましょう!

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
500以降の商品はいつでも買える
前日OK商品欄へのご記入をお願
いいたします。

OK
前日
！

お子様向け
商品

おとうふ工房いしかわ
※スプーン
は入っていま
せん

500㎖ 780円(税込858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㎖ 780円(税込858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。

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

130m
×6ロール 498円(税込548円)通常税込

580円

  

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
！

ストックはOKですか？

230g320円(税込352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(詰替)

原料油脂のうち7割が、家庭で使用
された廃食油。食器洗い、襟や袖口
の部分洗い、靴下、上履き洗いにも。

OK
前日
！

包丁で適当に切っても使えます
ケース
無し

タイプ

寒の時季に作られ、梅雨を越すことで旨味が増
し、つるりとしたのど越しとシコシコした食感を
楽しめます。

L

275円(税込297円)通常税込
313円

250g
(50g×5束)

412 1袋

みそ半（長崎県･南島原市）
島原手延べそうめん

1kg
(50g×20束)

413 1箱

小麦（国内産）  

そうめん特集!

長崎県産焼きあごの
上品なだしを効かせ
た、うすいろタイプの
だししょうゆです。

全品
特価そうめんを温かくして　

　　にゅうめんにしても最適!!

2食入
2食入

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

429 きらず揚げ･しお
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)

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

430 きらず揚げ･黒砂糖
原材料：国産小麦粉、おから(国産大
豆)、粗糖、菜種油、黒砂糖、食塩、膨
張剤(重曹)

◦ 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。
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南房総水揚げ
の魚と国産魚
を中心に加工･
販売事業を開
始して22年が
経つ千倉水産
加工販売。もっ
と魚のある健康的な食卓を目指し、工夫した
製品づくりを行っています。協力工場の製品も
併せてお試し下さい。

CO-OP MAIL JOSO【2022年9月4回】

250g×2 780円(税込842円)通常税込
972円ECG24日 K

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

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

豚肉（国内産）  
390g×2 460円(税込496円)通常税込

518円

ナガノトマト（長野県･松本市）

435 あらくつぶしたトマトピューレづけ 
2個組

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

  

手で開けられる紙容器入り

300g×2(1.9mm) 550円(税込594円)通常税込
616円CL

小麦（カナダ、アメリカ）  
70g×3 370円(税込400円)通常税込

415円

きはだまぐろ（台湾、等）  

ニューオークボ（千葉県･柏市）

436 スパゲティブロンズタイプ
デュラム小麦の良質な部分だけを使ったスパゲッティ。
ソースに絡みやすい、ざらつきがあるパスタ。

日本生活協同組合連合会

676 ライトツナフレークまぐろ油無添加
化学調味料を使用しないオイル無添加タイプのツナ缶
詰。料理の素材など幅広く使えます。

OK
前日
！

300g 310円(税込335円)通常税込
346円

小麦（カナダ、アメリカ）  

ニューオークボ（千葉県･柏市）

437 タリアテレ
幅広の平打ち麺。小麦の風味ともちもち感が楽しめま
す。カルボナーラ、ボロネーゼなどの濃厚なソースに。

150g 275円(税込297円)通常税込
313円

小麦（国内産）  

東京フード（茨城県･坂東市）

438 ホワイトソースルゥ

300g(1.6mm) 275円(税込297円)通常税込
308円

L CIJL L

小麦（カナダ、アメリカ）  

ニューオークボ（千葉県･柏市）

439 イタリアンスパゲティ
デュラム小麦の良質な部分だけを使ったスパゲッティ。つ
るっとした舌触りのパスタ。

95g 735円(税込794円)通常税込
805円

バジル（大分県）  

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

617 バジルペースト
大分県で無農薬で栽培されたバジルを使用。調味料を最
低限に抑えているので、各種料理に利用できます。原材料
にはちみつを含みます。

OK
前日
！

210g 418円(税込451円)通常税込
464円FCO

いか（チリ）、えび（インド）、ほたて（青森県）  

カネキ水産（愛知県･蒲郡市）

440 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。

90g380円(税込410円)
FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･境港市）

441 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）  
250g 350円(税込378円)通常税込

389円

FG2022.12.19〜 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

442 鎌倉バラベーコン
割れ欠け

豚肉（国内産）  

イタリア で 栽 培
さ れ た オリーブ
の完熟した実を、
低 温 で 圧 搾しま
した。

430g 2600円(税込2808円)通常税込
2916円

C

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

443 エキストラ
バージンオリーブ油

オリーブ（イタリア）  

5～7枚180g、タレ50g 380円(税込410円)通常税込
430円

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

444 ごはんがすすむ!
真ほっけ蒲焼(タレ付)

真ほっけ（北海道）  

フライパンでラクラク♪

75g×2 355円(税込383円)通常税込
399円

真いわし（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

湯煎でOK 
青魚をもっと手軽に!

80g 305円(税込329円)通常税込
343円FJKL FG90日 JKL

かたくちいわし（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.6

70年間継ぎ足しの秘伝のタレ

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

445 骨までやわらか いわし生姜煮
加圧処理済みで骨まで食べられます。醤油、砂糖、みり
ん、生姜などで味付け。加工澱粉：全体の0.6%。

カネヨン水産（千葉県･九十九里町）

446 いわしみりん干し
銚子･九十九里産のかたくちいわしをみりん干しに仕上げ
ました。タレは70年間継ぎ足して熟成を重ねました。

6～8個
150g 380円(税込410円)通常税込

430円

FG180日 IL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

447 さんま
イタリアンサンド

よつ葉のチーズ、玉ねぎ、ピーマンを
ケチャップで味付けした具をさんま
で挟み、国産小麦粉をまぶしました。

さんま（国内産）  

イタリアンなさんま 
夕食のあと一品にも!

180g
(5～7切) 408円(税込441円)通常税込

462円

FG180日 JKL

乙浜シーフーズ（千葉県･南房総市）

448 フライパンで焼く鮭
ごま竜田

秋鮭に醤油の下味をつけ、白ごまと
小麦粉をまぶしました。冷凍のままフ
ライパンで両面を焼いてください。

秋鮭（北海道）  

ごまたっぷり!

160g
(5個) 398円(税込430円)通常税込

451円

FG180日 IL

乙浜シーフーズ（千葉県･南房総市）

449 鮭のチーズはさみ
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。

秋鮭（北海道）  

鮭とチーズのべストコンビ♪

100g 538円(税込581円)通常税込
598円FG180日 

真だこ（千葉県）  

お刺身で! 千倉の漁師が伝統の
「ツボ漁」で漁獲しました

千倉水産加工販売･千倉工場（千葉県･南房総市）

450 千葉県産地だこぶつ切り
千葉県産の真だこを生からボイルし、ブツ切りにカットし
ました。解凍後そのまま召し上がれます。

5種400g 965円(税込1042円)通常税込
1058円

FG180日 O

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

451 パエリアセット
(魚介類とスープのセット)

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

するめいか（三陸沖）、パーナ貝（ニュージーランド）、ブラックタイガー（インドネシア）

炊飯器でもラクラク!

お届け時の温度帯

表示マークのご案内

　H卵　I牛乳　J米　K大豆　Mそば　L小麦　N落花生　Oえび　Pかに
・  「コンタミネーション」(コンタミ)については表示していませんので現物の表示をご確

認下さい。コンタミの詳細情報については生協までご連絡ください。
　※ コンタミネーションとは同じ工場でアレルゲン原材料が使用され、極微量の混入の

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

お願いいたします。 

アレルゲン表示 主原料原産地

・ 生 鮮 品については主
原料の原産地を表記
しています。

・ 原料が多岐にわたる加
工品については、主原
料を可能な限り表記し
ています。

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

生乳（茨城県） 
400g

EAG届いて10～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

000 石岡 鈴木牧場
ヨーグルト(微糖)

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

370円(税込400円)

C 4週に1回お届け　D 4週に3回お届け 
B 隔週お届け　A 毎週お届け

シーズン最終   季節商品につき今回で最終

シーズン初   今季初登場

 新発売の商品

 特別価格商品

取り扱いサイクル・価格表記
F 冷凍品
E 冷蔵品

・ 表記のないものについて
は常温でのお届けです。

・ 農産品については季節に応じ
た温度帯でお届けします。

は通常のご注文はもちろん、供給前日の17:00
までに電話かFAXでも注文できます。

は栽培期間中に生産者が農薬を散布していない事を表しています。

その他

OK
前日

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

無農薬

ニューオークボのパスタは、手間と時
間をかけておいしさを追求していま
す。「イタリア伝統のパスタづくり」に、
素材の持ち味を活かす「ニューオーク
ボ独自の工夫」を掛け合わせた「伝
統×素材」製法です。イタリアから輸
入した伝統の「押し出し機(パスタマシ
ン)」を使ってパスタをつくります。パ
スタ･スパゲッティの種類に合わせてダ
イス(口金)を交換し、生地に圧力をか
けて麺を押し出します。

製法･技術製法･技術
原料には、世界でも有数のプレミア
ムクラスの「デュラム小麦」を使用。
世界で生産される小麦のうち、わず
か5%ほどしか生産されていない貴
重な小麦です。その中でも、理想的
な土壌や気候の産地で生育した高品
質のデュラム小麦を厳選しています。
また、オリジナルのセモリナ(粗挽き)
粉によって小麦の風味と味を最大限
に引き出します。

素材力素材力
品質の安定と安全のために、クリー
ンな環境で独自に設けた厳しい検査
基準(官能検査、物性検査、微生物
検査)をクリアして初めて、安心･安
全と共にニューオークボのパスタ(ス
パゲティ)としてお届けします。

品質管理品質管理

         秋秋の

   パスタ特集
ニューオークボのこだわり

ソースが絡む平打ち麺でカルボナーラ これで絶品バジルソースパスタ

ひとくち目の感動と驚きを食卓に

株式会社 ニューオークボ
(千葉県･柏市)(千葉県･柏市)

茹で時間7分茹で時間約12分

茹で時間約9分

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）

168 椎茸入おとうふ揚げ
国産干し椎茸入りで岩手県近郊大豆
の豆腐と北海道助宗タラすり身ベー
スの練製品。

すけそうだら（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5

次回から値上げ

5個入

千倉水産加工販売特集

千倉の定置網漁

  千葉の
水産加工業
　 応援

常備しておく
と便 利 で す。
家 飲 み パ ー
ティーには欠
かせません♪

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

3〜4
人前

久々
登場！

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。

5〜7
枚

6〜8
個

5〜7
切

2袋

1缶当り
税込約133円

バラベーコン製造工程で出たはね出し
を特別価格で供給します。スープ等に
お使い下さい。

限定
360個

シーズン初

2
パック

お得

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。

全 特品 価


