
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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旬を迎える秋の味覚が続 と々登場して
います。今週は長野のおびなたから

9  「新そば」の新物が登場です。かき
揚げや鶏肉と一緒に新そばの風味をお
楽しみください。
また、 19 20 「高柳さんのれんこん」
は、歯ざわりが良くムチっとした食感、
風味豊かな味わいで他のれんこんと一
線を画します。昨年味わった方も、今
年加入した組合員さんもぜひ一度お召
し上がりください。

秋の

かき揚げ
そば

秋充実の

味覚大特集

5枚
125g 378円(税込408円)通常税込419円

甘鯛（長崎県）	 	

長崎の県魚･甘鯛入り!

極早生で、以降の品種と比べれば
酸味が強めで、やや緑がかったも
のもあります。農薬は0～6回。

555円(税込599円)21 1kg

無茶々園（愛媛県･西予市）
無茶々園の
極早生みかん

1598円(税込1726円)22 3kg
愛媛県	 	

400㎖ 330円(税込356円)通常税込378円

CJKL

おびなた（長野県･長野市）

8 そばつゆ(ストレート)
かつおだしと熟成させたかえしの味わい
を楽しめる本格派のつゆ。ざるそば、ざる
うどんのストレートつゆです

	

200g×3 830円(税込896円)通常税込918円ML

そば（国内産）、小麦（アメリカ、他）	 	

おびなた（長野県･長野市）

9 新そば

240g(蛸100g 液140g) 646円(税込698円)通常税込713円

FG90日	JKL

カネキ水産（兵庫県･神戸市）

10 国産真だこ 
たこめしの素(2合用)

国産の真だこをボイル後カットし、薄味の調味液と合わ
せました。お米と一緒に炊き込んで下さい。

真だこ（国内産）	 	

たこゴロゴロ!

200g 498円(税込538円)通常税込559円
かき（広島県）	 	

鍋、フライ、ソテーに

4個260g 447円(税込483円)通常税込503円FCG90日	 FCL

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

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

11 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。

ニッコー（神奈川県･大和市）

12 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。

200g+50g 250円(税込270円)E

山田さん（茨城県･つくば市）

13 山田さんのしめじ(増量)

茨城県	 	

5種12個254g、つゆ80㎖ 698円(税込754円)通常税込819円

EG30日	HJKL

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

14 長崎 
漁師町おでんだネ(つゆ付)

たら（国内産）、えそ（タイ）、あじ（長崎県）、雑魚（長崎県、熊本県）		

つゆ付きで
　ラクラク♪

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）

18 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	

5個
150g 291円(税込314円)通常税込324円 ECG7日	HJFG120日	JK

いわし（宮城県）	 	

美味しいダシが出ます 

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

16 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。

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

15 いわしだんご

1本(900g以上) 198円(税込214円)通常税込227円

川島さん達（群馬県･長野原町）

17 大根

群馬県	 	［放］不検出	＜4.0	＜4.1
3玉 530円(税込572円)

波動農法研究会･本間さん達（長野県･須坂市）

25 りんご(秋映)

長野県	 	

13121110/10 14

注文 用 紙

提 出

お 届 け
カレンダー

定 番 品

の お 届 け

26 27 28 29 30
月 火 水 木 金

9/

2022 年 10 月 1 回

特別企画品

の お 届 け

3 4 5 6 710/

シーズン初
シーズン初自家製堆肥を使い、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。

千秋×つがるから出来た
品種。会独自の栽培管理
で、真っ赤で見た目も、
味もよいりんごです。減
農薬栽培。

272円/100g

＋
50g

お得

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。4個入

2合用

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)

1.6kg 461円(税込498円)24 わけあり

23 約800g
(3 ～ 6玉)

大紀コープファーム（奈良県･五條市）
たねなし柿

奈良県	 	

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。

1265円(税込1366円)20 1.2～1.5kg

19 400g

微生物農法の会･高柳さん（茨城県･行方市）
高柳さんのれんこん

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! 地元の契約栽培米で

造った料理酒!

秋の味覚が大集合 ※できるだけ葉付きでお届けします

990円(税込1089円)通常税込1100円

485円(税込534円)通常税込545円

460円(税込497円)通常税込518円

米（福島県）	 ［放］不検出	＜3.8	＜3.4

J

503 300㎖

501 720㎖

OK
前日
！

大和川酒造店（福島県･喜多方市）
料理酒「蔵の素」
(契約栽培米使用)

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
高柳さん

次回から値上げ

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。

調理イメージ

調理イメージ

長崎で水揚げされる
多様な魚をたっぷり
使用した揚げ天5種
にあごだしつゆを添
付しました。

あったかおでんの季節です♪
をたっぷり使って!れんこんをたっぷり使って!

高柳さんの

とれたての国産そばの
実を自社製粉しまし
た。風味を損なわない
よう低温乾燥、アルミ
包材で包装しました。

冷たい
そば

2022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〜

シーズン初

シーズン初

お得！

1/2カットは3ページ



2

580円(税込626円)通常税込646円

強 い 酸 味
と滑らかな
舌 触 り が
特徴。加熱
すると甘味
が 増 し ま
す。化学肥
料不使用、減農薬栽培。

◆作り方
❶　�紅玉を適当な大きさに切る。
❷　�フライパンに砂糖を入れ、中
火にかける。

❸　�砂糖が溶けて茶色くなってきたら紅玉を炒める。
❹　�シャキシャキが好みの方は軽く、くったりがお好みならじっくり
炒めて完成。

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

3玉 554円(税込598円)
小林さん（長野県･中野市）

26 長野･小林さんの
りんご(紅玉)

長野県	 	
1玉 340円(税込367円)

中村さん達（群馬県･長野原町）

28 白菜
農薬は病害虫の発生がある場合にの
み使用します。減農薬栽培。

群馬県		［放］不検出	＜4.2	＜4.1

お
漬
物
、

お
鍋
に
も
ど
う
ぞ

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

バラ(150g) 398円(税込430円)
山形県	 	

1kg 960円(税込1037円)

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

29 大塚さんのぶどう
(ピオーネ･高尾)バラ

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

清明園･大塚さん（山形県･高畠町）

30 大塚さんのぶどう
(シャインマスカット)

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

おきたま興農舎･大沼さん（山形県･高畠町）

31 ぶどう(ベリー A)

山形県	 	［放］不検出	＜3.3	＜3.6
約1kg 509円(税込550円)

濱上さん（鹿児島県･出水市）

32 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。

鹿児島県	 	

2玉(約600g) 647円(税込699円)
長野県	 	

2～3玉(約1kg) 655円(税込707円)
栃木県		［放］不検出	＜3.1	＜3.1

2玉
(約600g)
長野県	 	

ほとんど市場に出回らない品種

2玉(約1kg) 898円(税込970円)
長野県	 	

甘みが抜群の希少品種です!

3個入り 410円(税込443円)

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

33 バラード(洋梨)
果肉は白く、緻密で、食べ頃に熟すと
糖度が16～18度にもなり、強い甘さ
が感じられます。減農薬栽培。

舘野さん（栃木県･小山市）

34 梨(新高)
赤梨系の大型品種。果汁が豊富で
す。減農薬栽培。

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

35 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。

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）

36 南水梨(大玉)
皮にもツヤがあり、最近人気の品
種。他の品種に比べても甘みが強く
ジューシーです。減農薬栽培。

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

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。

ペルー（トゥンベス地域）

もっちりした食感と甘味が◎

100g 165円(税込178円)A
高知県	 	

料理の薬味にどうぞ

約100g 250円(税込270円)
熊本県	 	

10枚 145円(税込157円)
熊本県	 	

麺類、お刺身、お肉にも♪

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)

大紀コープファーム生産者グループ（高知県）

39 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。

樫谷さん達（熊本県）

40 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）

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

渥美農園（静岡県･浜松市）

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
1束(約100g) 135円(税込146円)

A

上野さん達（栃木県･上三川町）

44 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

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)

木村農園（茨城県･つくば市）

48 木村さんのきゅうり

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

49 長島さんのきゅうり

茨城県	 	

100g 276円(税込298円)

おきたま興農舎･長谷川さん達（山形県･高畠町）

45 もってのほか
(食用菊)

しゃきしゃきとした歯ごたえ、ほのか
な香り、甘くてほろ苦い食用のきく。
おひたしがおすすめ。農薬無散布。

山形県		［放］不検出	＜4.4	＜3.6
40g 160円(税込173円)B

茨城県		［放］不検出	＜4.0	＜4.3
1束(約150g) 150円(税込162円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

54 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。

茨城県	 	

おきたま興農舎From 
山形
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ん
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生産者の谷川さん

無農薬

茹
で
方
レ
シ
ピ
付

茹
で
方
レ
シ
ピ
付

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。

230円(税込248円)46 約150g

右田さん達（熊本県･芦北町）
ミニトマト

554円(税込598円)47 400g
熊本県

トマトはリコピ
ン、カリウム、ビ
タミン C などの
栄養が豊富です。

トマトの成分

お得な
ボリュームパック

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）

51 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)

52 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

秋の地場野菜シーズンはじまりました！

中村農芸･中村さん（茨城県･取手市）

50 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。

1束(約200g) 176円(税込190円)

微生物農法の会･長島さん達（茨城県･行方市）

53 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。

茨城県		［放］不検出	＜4.1	＜4.5

無農薬 無農薬
無農薬

シーズン最終

◆材料
紅玉� ���������� 1玉
砂糖� �������� 大さじ3

りんごのキャラメリゼ

「紅玉」 高原野菜が
　　　スタート

甘酸っぱさが
魅力の
紅玉りんごは常総生協でもファンの多い品種の一つ。「ふじ」
のように甘さが際立つ品種ではなく、甘さと酸味のバランス
が良いりんごです。煮くずれがしにくく、火を通すと甘味が増
すのでお菓子づくりにも最適です。

群馬県長野原町は、標高が800 ～1400m
の高冷地。朝と昼の寒暖差が大きく朝露
が降りるのが特徴です。この環境がキャベ
ツを甘く、みずみずしく成長させます。こ
の地域の土壌は畑から大きく見える浅間山
の火山灰が混ざり水分が多い黒ボク土(く
ろぼくど)です。「寒暖差とこの土壌が、長
野原町の強みだよ」と中村さん。身の締まっ
た甘味のある白菜をお楽しみください。

小林さん

シーズン
　スタート

ご注文の際は同封の宅配用紙に情
報をご記入ください。

洋梨ラ･フランスを直送。三条目地区の横
山さん達は、明治初期にフランスより渡
来した原種のラ･フランス木による栽培を
続けています。減農薬栽培。

3kg 4628円(税込4998円)
山形県	 ［放］不検出	＜3.8	＜3.8

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

27 宅配 洋梨 ラ･フランス

「ラ･フランス」
トロ～りとろける食感と芳醇な香り

洋梨
の
女王

芳醇な香りと緻密な肉質、際立
つ甘さはまさに「洋梨の女王」
と呼ばれるにふさわしいです。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

お届けは11月初旬です

てっぺんに
シワが付いたら

完熟の
サインです

食べ頃

産地直送

昨年ラ･フランスの発
送をお願いしたので
すが、受け取った方
から「とても美味し
い!」という連絡があ
りました。ありがと
うございます。
� (柏市：Aさん)

盛付例

群馬県
From 

中村さん

大塚さん

大沼さん

清明園＆おきたま興農舎

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

3個入

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

2玉

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。

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。

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。

シ
ー
ズ
ン
初

シーズン初



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

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

調理例：
長ねぎたっぷりうどん

調理例：ロールキャベツ

調
理
例
：

ぼ
っ
ち
ゃ
ん
か
ぼ
ち
ゃ
の
プ
リ
ン

調理例：筑前煮

500g 235円(税込254円)通常税込270円

A

上野さん達（栃木県･上三川町）

55 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

お鍋、炒め物にもどうぞ♪

1玉 215円(税込232円)通常税込248円
群馬県		［放］不検出	＜4.7	＜3.6

1～2玉
約280g 210円(税込227円)通常税込248円
北海道	 	

500g 205円(税込221円)通常税込238円

中村さん達（群馬県･長野原町）

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

まごころの里･山本さん達（北海道･栗山町）

57 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。

西山さん達（熊本県）または加瀬さん達（千葉県）

58 人参(洗い)
土作りから始まり、農薬に頼らない
栽培をしています。農薬無散布。

熊本県･千葉県	 	

250g 59円(税込64円)EA

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

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

茨城県		［放］不検出	＜3.7	＜3.6

鮮度が良いシャキシャキの
歯ごたえ

100g 250円(税込270円)

高橋さん達（山形県･鶴岡市）

61 いんげん
とうがらしやニンニク入りの木酢液を週1
回程度散布し、農薬を出来る限り使わな
い栽培を行なっています。減農薬栽培。

山形県		［放］不検出	＜4.6	＜4.2

シャッキシャキの食感が
たまらない♪

100g 160円(税込173円)

木村農園（茨城県･つくば市）

62 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。

茨城県		［放］不検出	＜3.7	＜3.9
150g(3～6本) 198円(税込214円)

木村農園（茨城県･つくば市）

63 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。

茨城県		［放］不検出	＜3.6	＜3.8
150g 170円(税込184円)

木村農園（茨城県･つくば市）

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

茨城県		［放］不検出	＜3.9	＜3.6

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)
茨城県		［放］不検出	＜3.9	＜3.4

300g 220円(税込238円)
茨城県		［放］不検出	＜3.4	＜2.9

1/2カット
(600g以上) 150円(税込162円)

群馬県		［放］不検出	＜3.4	＜4.2

使い切りサイズ

1/2本
(500g以上) 155円(税込167円)

群馬県		［放］不検出	＜3.7	＜3.7
200g 220円(税込238円)

木村農園（茨城県･つくば市）

65 木村さんのなす
焼きなす、漬物、炒め煮等で。減農薬
栽培。

稲葉さん達（茨城県･結城市）

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

農家レストランどんぐりてい･倉持さん達（茨城県･坂東市）

67 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。

中村さん達（群馬県･長野原町）

68 キャベツ(カット)
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。

川島さん達（群馬県･長野原町）

69 大根(カット)
食べ切れるようカットしてお届けしま
す。減農薬･無化学肥料栽培。

上村さん達（青森県･八戸市）

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

青森県		［放］不検出	＜4.0	＜4.0

切ってサラダに、
すってとろろにも◎

約400g 320円(税込346円)
熊本県	 	

煮物でどうぞ♪

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

1玉 398円(税込430円)
北海道	 	

1kg 390円(税込421円)

宮本さん達（熊本県･山都町）

71 里芋
馬糞堆肥等の有機質肥料を使い、味
良く仕上げています。農薬無散布。

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。

士別農園（北海道･士別市）

75 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。

西山さん達（熊本県）または加瀬さん達（千葉県）

76 人参(洗い)
土作りから始まり、農薬に頼らない
栽培をしています。農薬無散布。

熊本県･千葉県		［放］不検出	＜4.0	＜4.3

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)EA EA

安田さん（福島県･郡山市）

81 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）

82 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 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 322円(税込348円)EA B E

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。

江藤さん（大分県･玖珠町）

87 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

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

1～2
玉

200g 192円(税込207円)

樺沢さん（群馬県･前橋市）

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

群馬県	 	

味にクセのない青菜です
おひたしにしても

※ 上･下は選
べません

1/2
本

1/2
玉

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

きのこで
食物繊維をとろう♪

498円(税込538円)74 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

73 500g

茨城県	 	［放］不検出	＜0.3	＜0.6

798円(税込862円)

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。

78 3kg
北海道

298円(税込322円)77 1kg

士別農園（北海道･士別市）
士別のじゃがいも

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。

298円(税込322円)79 1kg

北海道
850円(税込918円)80 3kg

士別農園（北海道･士別市）
士別の玉ねぎ

山田さんのしめじ(増量)はP1の 13 に掲載しています小玉（500g）は16ページ

小玉（500g）は16ページ

200g 218円(税込235円)
200g 208円(税込225円)

84 ブラウン
えのき茸

丸金（長野県･長野市）

83 えのき茸

長野県	 ［放］不検出	<3.4	<2.8	

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

88 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)

89 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

無農薬 無農薬

3～6
本

たっぷりの野菜で調理してください
深まる秋に

の厚岸のさんまと一緒に♪140
1本は1ページ
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500g 352円(税込380円)
かぼちゃ（北海道）	 	

150g 297円(税込321円)
アボカド（ペルー）	 	

サラダやまぐろ丼に

200g 257円(税込278円)通常税込298円

調理例

ごぼう（宮崎県、鹿児島県）	 	

汁物･きんぴら･サラダに 加熱して
ご使用ください

200g 352円(税込380円)通常税込391円FA FC FC FG180日	K
ちゃ豆（国内産）	 	［放］不検出	＜3.8	＜3.5

冷蔵庫内で解凍後そのまま
お召し上がりいただけます　

イズックス（東京都･中央区）

90 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

91 アボカド
(ダイスカット)

皮むき、種取りしたアボカドをダイス
カット。解凍するだけで使用できま
す。室温で解凍して。

日本生活協同組合連合会

92 南九州ささがきごぼう
南九州地方のごぼうをささがきにして凍結しました。ア
ク抜き済み。チャックシール付袋入りで保存に便利。

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

93 冷凍ちゃ豆
枝豆より小ぶりで香りが高く甘味が強いのが特徴。蒸し
たてを急速凍結し、甘さを最大限に引き立てました。

150g 195円(税込211円)通常税込235円
マンゴー（ベトナム）	 	

半解凍で!おいしく召し上がれます

40g×4袋 314円(税込339円)FC FC
長芋･大和芋（国内産）	 	

日本生活協同組合連合会

94 おいしいカットマンゴー
ベトナム産マンゴーを現地で熟させひと口大にカット。甘
みが強くトロッとなめらかで濃厚な味わい。

日本生活協同組合連合会

95 とろろ芋(大和芋入り)
国産の長芋と大和芋を7対3で配合した1袋40gの使い
切りサイズ。解凍してそのまま、蕎麦やうどんに。

500g 1550円(税込1674円)
CG180日	

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

96 徳用 梅干し
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。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）	 	
60g 285円(税込308円)

EG30日	

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

97 かりかり梅(きざみ)
原料梅は大紀コープファーム梅生産
者指定。刻んでありますので、おにぎ
りやお茶漬け、チャーハンなどに。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）	 	
80g 170円(税込184円)

ECG90日	

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

98 紅生姜(きざみ)
高知県産の生姜を大紀コープファー
ムの赤梅酢と塩だけで漬けました。

生姜（高知県）	 	

シ
ン
プ
ル
仕
様
で

人
気

100g 480円(税込518円)通常税込538円

ECG150日	J

三里塚物産（千葉県･成田市）

99 三里塚らっきょう
田舎漬

千葉伝統の「ころがし製法」を参考
に、低塩で下漬け、乳酸発酵させたも
のを醸造酢と三温糖で漬込みました。

らっきょう（千葉県、茨城県）		［放］不検出	＜2.3	＜2.5

硫化アリルで
血液サラサラに♪

320g 490円(税込529円)
EG30日	

三里塚物産（千葉県･成田市）

100 無農薬の
にんじんジュース100%

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

人参（千葉県）		［放］不検出	＜3.6	＜4.1
210g 390円(税込421円)J

しそ（千葉県）		［放］不検出	＜3.2	＜3.9

三里塚物産（千葉県･成田市）

101 しそジュース
(希釈用)

無農薬栽培のしそ、粗糖、醸造酢が
原料。ポリフェノールを多く含みま
す。

200g 275円(税込297円)通常税込308円EG30日	

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

105 トマトのまんま
会の生産者が栽培した減農薬のトマトを皮ごと0.5%の
塩を加えて煮詰めたトマトソースです。

トマト（山形県）	 ［放］不検出	＜3.1	＜3.9

今年のトマトで
手づくりしました

170g(3合用) 365円(税込394円)通常税込410円

ECG30日	KL

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

106 鶏五目ご飯の素

鶏肉（山形県）	 	［放］不検出	＜3.5	＜3.4

秋にぴったりの
炊き込みご飯♪

300g 480円(税込518円)通常税込538円

EBG14日	OJKL

やがちゃんキムチ（千葉県･柏市）

102 白菜キムチ「頂」
白菜の美味しさを逃がさずに、熟練
の技とこだわりの素材で漬け上げた
キムチです。カット済です。

白菜（国内産）	 	
150g 830円(税込896円)

EG7日	OJKL

やがちゃんキムチ（千葉県･柏市）

103 こわれほたてキムチ
北海道(猿払･雄武地方)の生ほたて貝
柱(割れ欠け)をオリジナルのヤン
ニョムジャンでキムチにしました。

ほたて（北海道）	 	
200g 275円(税込297円)通常税込308円

EG20日	J

鈴木食品（埼玉県･北本市）

104 べったら漬
大根の皮を手むきし塩漬け後、砂糖
の浸透で甘く仕上げた東京の代表的
な漬物。※酸味料、酸化防止剤使用。

大根（国内産）	 	
100g 350円(税込378円)

EG30日	JKL

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

107 わらびの醤油漬け
白鷹の地元の山菜、わらびとみずを
手軽に食べられるよう醤油漬けにし
ました。生姜の爽やかなあと味です。

わらび（山形県）	 	

生姜を加えて爽やかな
あと味に!

100g 330円(税込356円)
EG30日	JKL

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

108 ふきのジャコ煮
ふきは、農薬、化学肥料不使用で栽
培した地元･白鷹産です。ふきとの相
性が良いかえりちりめんを使用。

ふき（山形県）	 	

風味良い白鷹のふき

100g 280円(税込302円)
EG30日	KL

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

109 ピリカラ大根
ノラの会で育てた大根に、生姜、赤
唐辛子を加えて醤油ベースの調味液
で煮ました。ご飯のおともに。

大根（山形県）		［放］不検出	＜3.3	＜3.5

ピリ辛がやみつきに

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

千葉県･柏市 やがちゃんキムチ

しらたかノラの会山形県
白鷹町

「トマトのまん
ま」最高にお
いしかった!原
材料も、トマト
と塩だけでう
れしいです。

昨年利用した
組合員の感想

三里塚物産の手作り産品千葉県
成田市

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

・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

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

鯉淵学園のコシヒカリ

	 　

	 　

白米

玄米

CJ

5kg

5kg	
　502052
	
　502051

鯉淵学園（茨城県・水戸市）

若い世代で農業を紡ぐ若い世代で農業を紡ぐ

鯉淵学園のお米
水戸市
From 

鯉淵学園
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い
力
で
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城
の
農
業
を
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え
ま
す
！

鯉
淵
学
園
は
水
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市
に
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農
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修
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校
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す
。
日
本
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業
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実
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中
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を
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以

下
に
抑
え
た
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別
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培
米
の
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準
と
な
り

ま
す
。

鯉淵学園学生の皆さん

コシ
ヒカリ

1998円(税込2158円)
1898円(税込2050円)

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

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

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 150g 540円(税込583円)C

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

502076 国内産ハトムギ

国内産	 	

希少な国内産ハト
ムギです。お米と
一緒に炊く場合、
ハトムギを一晩水
に漬けてから炊
いて下さい。

400g 711円(税込768円)B 	M

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

502075 雑穀ブレンド

	

アマランサス･そ
ば･キビ･はとむぎ
･大麦･キンワの
6種をブレンド。
ミネラル、食物繊
維の補給に。

新米

新米

会で育てた鶏や野菜を
使って作った、素材の旨み
たっぷりの鶏五目ご飯の
素。米と一緒に炊いて。

3合用

シーズン初



5

160g 548円(税込592円)
FBO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

138 天然むきエビ(特大)
ミャンマー沖(ベンガル湾、アンダマ
ン海)で漁獲した天然えびを、現地工
場でむき、急速バラ凍結しました。

えび（ミャンマー）	 	

常備しておくと何かと便利

500g 888円(税込959円)通常税込998円

FBG30日	

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

118 徳用 涸沼のしじみ
(冷凍)

有数のやまとしじみの産地、涸沼(ひ
ぬま)より。砂抜き後バラ凍結。凍っ
たまま加熱調理して下さい。

しじみ（茨城県）		［放］不検出	＜3.6	＜3.8

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

12個156g 348円(税込376円)通常税込389円

FG180日	OHPJKL

大新（鳥取県･境港市）

110 海鮮つみれ
(かに･えび･ほたて)

かに（国内産･アメリカ）、えび（タイ）、ほたて（国内産）		

かに･えび･ほたての3つの味!

130g 1180円(税込1274円)通常税込1328円FG15日	
ミナミマグロ（インド洋）	 	

お得な不揃いですが味はバッチリ!

マストミ（徳島県･徳島市）

113 ふぞろいの天然南まぐろ中トロ
上品な脂の甘みと赤身の旨味を味わえる天然南まぐろの
中トロ。形が不揃いな分、価格は抑えました。

80g
×2 545円(税込589円)通常税込603円FG30日	JKL

ビンチョウマグロ（太平洋）	 	

マストミ（徳島県･徳島市）

114 韓国風まぐろ漬け丼用
鮮度の良いビンチョウマグロを使用。コチュジャンの旨味
と胡麻油、ニンニクの香りが食欲をそそります。

3切180g 418円(税込451円)通常税込470円FG180日	
真だら（北海道･青森県沖太平洋）	 	

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

111 真だら切身

300g(150g×2) 415円(税込448円)通常税込462円

FCG120日	

大新（鳥取県･境港市）

112 とれとれあじたたき身
日本近海で5～8月に漁獲した鮮度の良いあじをタタキ
身にしました。つみれ汁、ハンバーグ等にどうぞ。

真あじ（国内産）	 	［放］不検出	＜3.5	＜3.5

すり潰さない「たたき身」なので
粗挽き感あり!

400g 380円(税込410円)通常税込505円

調理例

FG30日	
めばちまぐろ（太平洋）	 	

マストミ（徳島県･徳島市）

115 増量･めばちまぐろ
カマぶつ切り(焼物用)

めばちまぐろのカマを調理しやすい大きさにカットしま
した。焼いて酒の肴に、またバーベキューの素材にも。

10個200g 398円(税込430円)通常税込454円

FG30日	HKL

マストミ（徳島県･徳島市）

116 まぐろつみれ
加熱すると軟らかく、旨味が濃いスジ部分を使用しまし
た。中華スープの具材、煮物、揚げ物などでどうぞ。

めばちまぐろ（太平洋）	 	

中華風スープでも♪

7～12尾
150g 298円(税込322円)通常税込346円

FDG180日	

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

120 子持ち
からふとししゃも

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

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド、カナダ）		
80g 330円(税込356円)

FCJ

中村海産（富山県･氷見市）

121 氷見産
まいわしみりん干し

富山県氷見産のまいわしを、2年以
上熟成させた本みりん使用のタレに
2晩漬け込みました。

まいわし（富山県）	 	

3枚400g 480円(税込518円)FCG180日	
真ほっけ（北海道）	 	

常総のほっけで1番人気

高木商店（千葉県･南房総市）

124 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。

4～6枚200g 390円(税込421円)
FC

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

125 北海道産
ソフト身欠きにしん

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

にしん（北海道）	 	
4切200g 580円(税込626円)

FCG90日	JK

札幌中一（北海道･札幌市）

126 秋鮭の粕漬
網走沖で漁獲された秋鮭を、酒粕、白
味噌、みりん、食塩、昆布だしで作っ
たオリジナルの漬床に漬けました。

秋鮭（北海道）	 	
4切200g 498円(税込538円)

FCG90日	JK

札幌中一（北海道･札幌市）

127 鱈の西京漬
北海道産のたらを、オリジナルの西
京漬床に漬けました。フライパンで
焼けます。

たら（北海道）	 	

4切240g 475円(税込513円)通常税込527円FCG180日	
秋鮭（北海道）	 	

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

128 サーモンバジルオリーブ
北海道沖で漁獲した秋鮭の切身をバジル、にんにくを混
ぜたオリーブオイルに漬け込みました。

4切240g 498円(税込538円)
FCG180日	

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

129 真だら
バジルオリーブ

北海道産の真だらの切身をバジル、
にんにくを混ぜたオリーブオイルに漬
け込みました。

真だら（北海道）	 	
2切120g 428円(税込462円)

FCG180日	JKL

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

130 銀だら黒糖みりん漬け
アメリカ産(主にアラスカ)の銀だらを切身にし、黒糖を加
えた甘めの調味液にじっくり24時間漬込みました。

銀だら（アメリカ）	 	

黒糖みりんがご飯に合う!

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）

131 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）

132 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）	 	

7～16枚170g 398円(税込430円)
FCG120日	

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

136 千葉県産 
真あじ三枚おろし

千葉県産の鮮度の良い真あじを、ゼ
イゴ、頭を取り三枚におろして凍結。
天ぷら、フライ、塩焼き等でどうぞ。

真あじ（千葉県）		［放］不検出	＜3.9	＜3.9
180g 480円(税込518円)通常税込538円

FCO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

137 エビ･ホタテ･タコ
ミックス

むきエビ、タコ、ホタテ貝柱を使いや
すくバラ凍結しました。スパゲティ、
ピラフ、かき揚げなどにどうぞ。

タコ（ベトナム）、エビ（インド）、ホタテ（青森県）		
3～6枚230g 410円(税込443円)

FD

共和水産（岩手県･宮古市）

139 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。炒め物、煮物などに。

するめいか（岩手県、青森県）		［放］不検出	＜3.8	＜3.9

100g 528円(税込570円)通常税込594円

FCG60日	

丸友しまか（岩手県･宮古市）

134 冷凍･ミズダコ
ボイル(刺身用)

岩手県宮古に水揚げされたミズダコ
を食塩のみでボイルしました。旨味が
しっかりあります。

ミズダコ（岩手県沖）		［放］不検出	＜0.4	＜0.3

旨味抜群

105g 480円(税込518円)
FCG60日	J

丸友しまか（岩手県･宮古市）

135 島香さんの
たこ甘酢漬け

岩手県沖で漁獲したミズダコを食塩
のみでボイルし、甘酢に漬けました。
解凍後、各種お料理に。

ミズダコ（岩手県沖）		［放］不検出	＜4.2	＜4.3

わかめと和えて♪

438円(税込473円)通常税込495円 518円(税込559円)通常税込581円

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。

冷凍のまま加熱してください

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）

117 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
180g 498円(税込538円)

FCG60日	

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

119 宍道湖産大粒しじみ
(冷凍)

宍道湖で水揚げした大粒のやまとし
じみを砂抜きしそのまま急速凍結。
大粒です。

しじみ（島根県）	 	

大粒

鮮魚

2022
秋 そろそろ海鮮の鍋

　いかがですか?
3種のつみれ(かに
･えび･ほたて)、そ
れぞれの素材の美
味しさを閉じ込め
たふんわりとした
食感のつみれ。

まぐろの日10月10日は
まぐろ専門マストミ（徳島県・徳島市）

1食当り
税込約295円

対馬海域で漁獲した良質の真あじを、塩水に漬
け込み、丁寧に干物に仕上げました。

FCG30日	

2枚110g 250円(税込270円)
122 2枚

塩屋（茨城県･ひたちなか市）
国産真あじ開き

3枚165g

123 3枚

真あじ（国内産）	 	
350円(税込378円)

バジルオリーブご飯によく合うご飯によく合う

北海道の漬魚

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

2尾
(180g以上)

FCG90日	

140 2尾
北海道の厚岸(あっけし)に水揚げされたさんまです。産地一回凍結品。

3尾
(270g以上)

FCG90日	

141 3尾

さんま（北海道）	 	

札幌中一（北海道･札幌市）
北海道 厚岸のさんま

さんまが恋しくなる季節です

1袋
(120g×3種) 832円(税込899円)通常税込950円

丸
友
し
ま
か 

島
香
友
一
さ
ん

FCG60日	

丸友しまか（岩手県･宮古市）

133 島香さんの
切身セット

旬の魚（岩手県）	 	

イメージ

岩手県
宮古港 丸友しまか

宮古港とその周辺港に水揚
げされた旬の魚を切身に
し、急速冷凍しました。3種
入りの楽しいセットです。

個包装で
便利

島香さんチョイスの
初秋の魚をお届け!

ホイル蒸しにも♪
北海道･青森県沖で
漁獲された真だら
を切身加工しまし
た。ホイル蒸しや、
鍋の具材に。

7～12
尾

4～6
枚

4切

2切

7～16
枚

お得な
10切は

16ページ
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250cc 498円(税込538円)通常税込562円EG60日	JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

142 料理の名人(万能調味タレ)
少し甘めで濃厚な調合済みの調味タレです。アレンジし
て、わが家の味を見つけて下さい。

大豆（佐賀県）	 	

約80g×3 598円(税込646円)通常税込698円

FCG30日	

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

143 天然寒ぶり切身

ぶり（九州近海）	

80g×2 518円(税込559円)通常税込578円

FCG30日	JKL

マストミ（徳島県･徳島市）

145 まぐろ漬け丼用
(ビンチョウマグロ)

鮮度の良いビンチョウマグロをオリ
ジナルのタレに漬けました。マグロの
食感とタレの味がご飯に合います。

ビンチョウマグロ（太平洋）	 	
100g 538円(税込581円)通常税込599円

FCG15日	

マストミ（徳島県･徳島市）

146 めばちまぐろ
切り落としスライス

太平洋上で漁獲し船上で凍結しため
ばちまぐろです。流水解凍して丼な
どで美味しく召し上がれます。

めばちまぐろ（太平洋）	 	
50g×4 925円(税込999円)通常税込1143円

FG20日	

マストミ（徳島県･徳島市）

147 徳用 つぶつぶまぐろ
たたき身

船上凍結した鮮度の良いメバチマグロを使用。原
料の良さを活かすため、ペースト状ではなく身の
粒を残し、手作業でスジの除去も行っています。

めばちまぐろ（台湾）	 	
8～11枚150g 298円(税込322円)FCG120日	

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

144 真いわし三枚おろし

真いわし（千葉県）	 	［放］不検出	＜3.3	＜3.5

5～7粒約100g 680円(税込734円)
FCG30日	

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

148 雄武産 ほたて貝柱
(生食用)

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

ほたて貝柱（北海道）	 	
80g 398円(税込430円)

FG180日	

五島水産（長崎県･五島市）

149 あじのタタキ
長崎五島近海で漁獲される真あじを
生から処理し、タタキにしました。解
凍後、お好みで生姜やネギを添えて。

真あじ（長崎県）	 	

おうちでナメロウ作れます

2枚140g 480円(税込518円)
FCG180日	JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

150 あぶり焼しめさば
三枚におろして骨を取り、一晩じっく
り調味酢に漬け込みました。表面を
軽くあぶり、香ばしく仕上げました。

さば（国内産）	 	
40g×2 465円(税込502円)通常税込518円FBG180日	

秋鮭（北海道）	 	

お寿司にも、サラダにも

松岡水産（千葉県･銚子市）

151 北海道さけスモークサーモン
2パック

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

90g(いか25g×3、たれ5g×3) 428円(税込462円)
FBG180日	JKL

共和水産（岩手県･宮古市）

152 三陸産いかそうめん
三陸産の「するめいか」をソーメン状に加工し、食べやす
いカップに入れました。添付のたれをかけて。

するめいか（三陸）	 	

使い勝手の良い個食タイプ、タレ付き

70g×2 560円(税込604円)通常税込626円
いわし稚魚（愛知県）	 	

5～6枚280g 475円(税込513円)通常税込527円
真いわし（国内産）	 	

揚げたてサクサクをぜひ!

8個160g 398円(税込430円)
真あじ（千葉県）	 	

房州の郷土料理

100g 425円(税込459円)通常税込473円FCG180日	 FCKL FG180日	JKL FCJKL

するめいか（北海道）	 	

やっぱり新米にはコレ!

ヤマタ水産（愛知県･名古屋市）

153 篠島産しらす干し 2個組
篠島産の大きめで味の良いいわし稚魚を使用。たっぷり
使える分量をパック詰めしました。

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

154 生から作ったいわしフライ
鮮魚のいわしを使用しているので、身がやわらかく、ふっ
くらとしており、臭みもありません。揚げて下さい。

スズ市水産（千葉県･南房総市）

155 房州あじさんが焼き
房州の伝統的な漁師料理。あじ、このしろのすり身に、味
噌、玉ねぎ、馬鈴薯澱粉を加え、大葉で巻きました。

センシン食品（宮城県･名取市）

156「ねばうま」(松前漬)
全国からの支援で相馬の皆さんが作り上げた復興第一弾
の松前漬。常総生協の2年仕込み丸大豆醤油を使用。

3枚(90g) 318円(税込343円)通常税込354円

生
姜
の
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
風
味
の
揚

げ
か
ま
ぼ
こ
。
れ
ん
こ
ん
、
セ
ロ

リ
、
甘
酢
生
姜
、
ね
ぎ
が
練
り
こ
ん

で
あ
り
ま
す
。

EG30日	J
スケトウダラ･野菜（国内産）	 	

れんこん、セロリ、甘酢生姜、ねぎと具だくさん!

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

157 長崎 野菜の香味揚げ

30g×4 298円(税込322円)
すけそうだら（北海道、アメリカ）	 	

いかたっぷり!

2枚100g 280円(税込302円)ECG7日	J ECG30日	HJ

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

158 長崎 いか天
いかの胴部分のカットと、いかのミンチをすり身に混ぜて
独特の食感に仕上げた、いかたっぷりの揚げ天です。

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

159 長崎 じゃこ天
長崎近海でとれるコノシロ、太刀魚、イワシなどをブレン
ド。黒みがありますが、旨味があり魚本来の味わい。

雑魚（長崎県）	 	

長崎の地魚たっぷり

2枚160g 370円(税込400円)FCG180日	HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

164 お好みさつま揚げ
北海道のすけそうだらすり身をベースにキャベツ、人参、
ホタテをふんだんに使った揚げかまぼこです。

すけそうだら（北海道）	 	

90g 285円(税込308円)
ごぼう（国内産）	 	

おやつにも最適

4枚120g 290円(税込313円)ECG7日	JL ECG8日	J

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

160 長崎 味付けごぼうのすり身揚げ
スティック状にカットしたごぼうを甘辛く煮込み、まわり
にすり身を付けて揚げました。

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

161 長崎 小丸天
具材が入っていないシンプルな揚げ物。旨味や食感を引
き出すようにスケトウダラをメインに魚肉をブレンド。

スケトウダラ（国内産）、エソ（タイ）	 	

煮物、炒め物、
　うどんの具にも

5個175g 287円(税込310円)通常税込319円

FAG180日	JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

165 おとうふ揚げ
国産大豆の豆腐と、北海道のすけそ
うだらのすり身を半々に練りこんだ、
ふんわり軟らかなおとうふ揚げです。

すけそうだら（北海道）	 	

おでん、煮物、汁物、炒め物にも 
そのままでも◎

7種13品
376g 820円(税込886円)FG180日	HJK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

166 おでん種セット

すけそうだら（北海道）	 	

1食当り
税込250円

1食当り
税込280円

使い方
解説書
付きで
安心♪

⃝�照り焼き、蒲焼き、煮魚な
ど魚との相性抜群!
⃝�豚の生姜焼きのベースに
も!
⃝�ご家庭での加熱時に香り
を最大限に立たせるため、
あえて完全な加熱はしてい
ません(なので冷蔵品です)。

「料理の名人」は･･･

4ページ･ 95 とろろ芋
と一緒にやまかけで!

4食入りでお得新米には
　やっぱり漬け丼!料理の名人でお魚料理楽しもう！秋も

九州近海で寒の時期
に漁獲しました。腹身
(脂身部分)が厚く、照
り焼きや煮付けで美
味しくいただけます。

千葉県沖で漁獲さ
れる真いわしを三枚
におろし、腹骨も除
去し、バラ凍結。ア
レンジ自在の経済的
な素材です。

照り焼きに

蒲焼に

8～11
枚

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
次
回
10
月
2
回
か
ら
値
上

と
な
り
ま
す
。

※�

お
で
ん
は
今
シ
ー
ズ
ン
よ
り
値
上

げ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

100g 341円(税込368円)
FCG180日	JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

162 ごろごろ茶豆ちぎり揚
北海道産たらの無リンすり身とたっぷりの
茶豆(全体の60%以上)の練り物。自然解凍
かレンジで温めて。

茶豆（国内産）･すけそうだら（北海道）		

茶
豆
が
鮮
や
か
で

香
ば
し
い

4枚200g 350円(税込378円)
FG180日	HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

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

わかめ（岩手県）	 	

おとうふ揚げ、
甘辛く煮て食
べましたが、と
ても美味しい
ですね(小松菜
と一緒に煮付
けました)。冷
凍なのがいい
です!!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの
いわゆる、おでんではな
かった!実は練り物が苦手
で(うすら甘い嫌な油の香)
それが今やおでん好き。
アレンジも楽しいです。最
高!能書きはいりませんね。
本物はすばらしい。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

5個入

人
気
の
定
番
の

　
　
お
で
ん
種
セ
ッ
ト 

国産の無リンすり身を
使用、魚の旨味を追及
したおでん種セット。
だしがスープに溶け込
み、絶妙な味わい。

シーズン初

セット内容：さつま揚
げ×2、ソフトはんぺ
ん、玉ねぎ揚げ、ぼた
んちくわ×2、ごぼう
巻き、白身つみれ×4、
小魚つみれ×2

5～7
粒

2枚

3食入

2
 個組

お得
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200g
×3種 1380円(税込1490円)通常税込1620円

EG届いて3日	

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

167 茨城県産ローズポーク 
しゃぶしゃぶセット

ローズポークのロース、モモ、バラを
しゃぶしゃぶ用に厚さ1mmにスライ
スしました。

茨城県	 	
360㎖ 400円(税込432円)通常税込443円

JKL

沼屋本店（茨城県･つくば市）

545 常総醤油で作った
福来ぽんす

福来みかん（茨城県）		［放］不検出	＜3.9	＜4.3

OK
前日
！

200g 430円(税込464円)通常税込497円

EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

169 丹沢高原豚 
モモスライス

脂身の少ない赤身の多い部位。厚さ
3mm。

神奈川県	 	

300g 638円(税込689円)通常税込700円

EBG届いて4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 
バラブロック

三枚肉と呼ばれる、脂と赤身が層に
なった部位をブロックでお届け。

茨城県	 	
250g 607円(税込656円)

EBG届いて4日	

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

171 茨城県産ローズポーク 
肩ローススライス

ローズポークを肩ローススライスにし
ました。炒め物や豚汁の具材に!

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

172 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	 	
250g 660円(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

173 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	 	
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

174 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	 	

200g×2 600円(税込648円)通常税込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

175 茨城県産ローズポーク 
徳用小間切

茨城県	 	
400g 920円(税込994円)

ECG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

176 丹沢高原豚 
モモブロック

赤身主体でやわらかいモモ肉のブ
ロック。煮物、焼き物、カツ等にどう
ぞ。

神奈川県	 	
200g 485円(税込524円)

EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

177 丹沢高原豚 
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 508円(税込549円)
EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

178 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 580円(税込626円)

EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

179 丹沢高原豚 
ロース切身

きめが細かく脂が程よく入ったロー
ス肉。厚さ1cm。

神奈川県	 	

5～7枚
200g 750円(税込810円)通常税込821円

ECG6日	J

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

180 丹沢高原豚 
ヒレ塩こうじ漬

豚ヒレ肉の切身を、自社製の塩こうじ
に漬けました。塩こうじの風味と、軟
らかくなった肉が食欲をそそります。

豚肉（神奈川県）	 	

200g(固形量
約80g×2) 598円(税込646円)

EBG6日	NJK

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

181 丹沢高原豚 
ロース味噌漬

隠し味にピーナッツバターを加えた
自家製味噌ダレに豚ロースを漬け込
みました。ほんのりピリ辛です。

豚肉（神奈川県）	 	
300g 440円(税込475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

182 茨城県産ローズポーク 
挽肉

赤身率は8割です。

茨城県	 	
300g 475円(税込513円)

ECG180日	

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

183 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

200g 388円(税込419円)通常税込430円

FCG120日	NJK

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

184 丹沢高原豚 もつの
スタミナ焼き(味噌味)

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

豚モツ（神奈川県）	 	
200g 368円(税込397円)

FBG120日	JKL

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

185 丹沢高原豚 レバー
焼肉用(味付)

自社牧場で育てた豚のレバー(肝臓)
を、オリジナルのタレに漬けました。
そのまま焼いてどうぞ。

豚レバー（神奈川県）	 	
200g(5～6切) 785円(税込848円)

EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

186 丹沢高原豚 
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。

神奈川県	 	
200g 398円(税込430円)

EAG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

187 丹沢高原豚 小間切
各部位から集めています。

神奈川県	 	
200g 380円(税込410円)

EBG4日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

188 丹沢高原豚 豚挽肉
赤身率8割以上の挽肉。

神奈川県	 	
400g 650円(税込702円)

FBG90日	

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

189 豚挽肉(バラ凍結)
赤身率8割です。

茨城県	 	

250g 380円(税込410円)通常税込430円
茨城県	 	

250g 258円(税込279円)通常税込289円FA FA
茨城県	 	

野口さん達（茨城県･桜川市）

190 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）

191 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。

250g 554円(税込598円)
FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

192 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 554円(税込598円)

FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

193 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	 	

◦ 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

今回より丹沢農場の商品は
全て値上げになります

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）。

表紙につくば茜鶏 モモ
掲載中

秋の味覚大集合! 3
毎回注文しています
が、焼く、煮る、汁
物と、どんな料理法
でも味が濃く美味し
いです!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

小間切徳用
タイプ。

た
け
の
こ
入
り
の

   

チ
ン
ジ
ャ
オ
ロ
ー
ス

筑波山特産の福来(ふ
くれ)みかんの果汁に
常総醤油を加えて作っ
たぽん酢。

今週のおすすめ!!
畜産担当

今晩は、
  ローズポークの　「甘味」を

     楽しみませんか？

ローズポークの
しゃぶしゃぶセット!!

セットで

お得!
秋の味覚大集合! 1 秋の味覚大集合! 2

◆作り方
❶　�舞茸は石づきを取り、食べ
やすい大きさに手で裂く。

❷　�豚肉を1枚ずつ広げ軽く
塩、こしょうし、①の舞茸を
芯にして巻く。�

❸　�フライパンを熱して油をひ
き、②の豚肉を巻き終わり
を下にして、中火で全体に
香ばしい焼き色をつける。�

❹　��最後にレタス、ミニトマト、
卵サラダを飾れば完成!食
べるときに適量のしょうゆ
をかける。

◆材料
豚バラスライス��� 250g�
塩･こしょう�����各少々�
舞茸� ������ 100g
油��������� 少々�
ミニトマト������ 適量
レタス� ������ 適量
卵サラダ� ����� 適量
しょうゆ������� 適量

舞茸の肉巻き 豚肉のさつまいも巻き

◆作り方
❶　�さつまいもを縦に薄切りに
し、それを細く切る。

❷　�豚肉を二枚、端を重ねて置
き、①の1/3の量をのせて
豚肉を巻いていく。

❸　�フライパンにオリーブオイ
ルを入れて熱し、豚肉の巻
き終わりの部分を下にして
少し押しつけるようにして
焼き、転がしながら全面に
火を入れて焼く。

❹　�全体に火が通ったらAを加
えて煮からめる。

❺　�食べやすい大きさに切り、
皿に盛る。

◆材料
さつまいも� ������200g
豚モモスライス������200g
　酒�����������大2
　みりん����������大2
　醤油� ���������大2
　砂糖� ������� 小1～2
オリーブオイル�������適量

A

ミートパル
村山さんが
厳選した

248円/100g

232円/100g

250g 541円(税込584円)通常税込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

168 茨城県産ローズポーク 
バラスライス

厚さ3～3.5mm。

茨城県	 	

234円/100g

176円/100g

239円/100g

215円/100g

323円/100g

228円/100g

158円/100g

285円/100g 166円/100g

262円/100g

199円/100g

313円/100g

230円/100g

164円/100g 112円/100g

205円/100g

239円/100g

424円/100g

405円/100g�

262円/100g

249円/100g162円/100g

210円/100g

275円/100g
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190g 665円(税込718円)通常税込734円
キウイ（静岡県）		［放］不検出	＜3.5	＜3.3

松永農園（静岡県･静岡市）
松永さんの
キウイジャム

松永さんが無農薬栽培したキウイを
砂糖で煮詰めた手作りジャムです。原
材料：キウイ、ビートグラニュー糖

今季企画終了に
なります。次回は
来年以降の掲載
になります。

松永農園

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

250g 578円(税込624円)
茨城県	 	

300g 440円(税込475円)FA FA
茨城県	 	

野口さん達（茨城県･桜川市）

194 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）

195 つくば茜鶏 手羽先
ゼラチン質に富み、コクのある部
位。

300g 440円(税込475円)
茨城県	 	
FA

野口さん達（茨城県･桜川市）

196 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

85g×3 510円(税込551円)通常税込562円

EBG15日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

198 鎌倉あらびき
ウインナー×3

無添加(発色剤･結着剤･保存料･化学
調味料不使用)で、澱粉による増量は
していません。

豚肉（国内産）		［放］不検出	＜3.4	＜4.5
400g 680円(税込734円)通常税込754円

ECG10日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

199 鎌倉マイルドポーク
ウインナー (徳用)

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

豚肉（国内産）	 	
400g 1460円(税込1577円)通常税込1642円

EG20日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

200 鎌倉ロースハム
(徳用)

国内産豚肉をじっくり熟成させた
ロースハム400gをブロックでお届
けです。

豚肉（国内産）	 	

(40g×5)
×2 728円(税込786円)通常税込799円

EG10日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

201 鎌倉串ざし
フランクフルト2袋

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。今回は2袋でお届けです。

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

202 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	 	
200g 920円(税込994円)通常税込1037円

FBG30日	

福永産業（福岡県･遠賀町）

203 鹿児島 坊津黒牛
牛丼･肉じゃが用

脂が適度に入ったバラ部位を牛丼･肉
じゃが用にスライスしました。

鹿児島県	 	
170g 550円(税込594円)

FBG30日	

福永産業（福岡県･遠賀町）

204 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

FAG30日	

福永産業（福岡県･遠賀町）

205 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）

206 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	 	

85g×2 348円(税込376円)
EBG15日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

207 鎌倉あらびき
ウインナー×2

無添加(発色剤･結着剤･保存料･化学
調味料不使用)で、澱粉による増量は
していません。

豚肉（国内産）		［放］不検出	＜3.7	＜3.8
60g×2 450円(税込486円)

EBG15日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

208 鎌倉ボンレスハム
スライス×2

合成添加物を使わない成形ハム。お
得な2パック組です。

豚肉（国内産）		［放］不検出	＜3.9	＜3.9
120g 305円(税込329円)

EBG7日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

209 丹沢農場の皮なし
ベビーウインナー

豚肉、自然海塩、粗糖、香辛料のみで
作られたひと口サイズの皮なしウイ
ンナー。

豚肉（国内産）	 	
100g 440円(税込475円)

EBG7日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

210 丹沢農場の
ロースハムスライス

安全な肉を原料とした無添加ハムで
す。豚肉、海塩、三温糖、香辛料のみ
の自然な味に仕上げてあります。

豚肉（神奈川県）	 	
100g 405円(税込437円)

EBG7日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

211 丹沢農場のショルダー
ベーコンスライス

豚ウデ肉と、食塩、砂糖、香辛料のみ
を使い、国産チップで丁寧にスモー
クした風味豊かな逸品です。

豚肉（国内産）	 	

100g 370円(税込400円)
FCG180日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

212 丹沢農場の
スモークレバー

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

豚肉（国内産）	 	
120g 370円(税込400円)

FCG180日	

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

213 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）	 	

130g(鶏肉40g
タレ90g)×2 350円(税込378円)通常税込400円

FBJKL

野口さん達（茨城県･桜川市）

214 つくば茜鶏 
親子丼の素 2袋

つくば茜鶏を親子丼用にカットし、特製
親子丼用タレに漬けてパックしました。玉
ねぎを加えて煮込み、卵でとじてどうぞ。

鶏肉（茨城県）	 	

190g 515円(税込556円)通常税込567円
レモン（静岡県）		［放］不検出	＜2.8	＜3.0

松永農園（静岡県･静岡市）

215 松永さんの
レモンジャム

松永さんが無農薬栽培したレモンを
砂糖で煮詰めた手作りジャムです。原
材料：レモン、砂糖

500g 1230円(税込1328円)
はちみつ（アルゼンチン）	 	

山田養蜂場（茨城県･つくば市）

554 アルゼンチン産
百花蜜はちみつ

アルゼンチンでとれるクローバー、アル
ファルファなどの百花蜜はちみつ。さわや
かな香りで、クセの少ないはちみつです。

OK
前日
！

200g 320円(税込346円)
ECIK

丸和油脂（東京都･品川区）

217 デキシー
チョコレートクリーム

カカオのおいしさたっぷりのチョコ
レート味。甘さ控えめ。

食用植物油脂（マレーシア･アメリカ他）		
6g×4 491円(税込530円)

CIKL

創健社（神奈川県･横浜市）

218 オニオンスープ
淡路島産のたまねぎをじっくりロー
ストした、野菜の旨みがつまったスー
プです。

	 	

◦ 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

◦  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)
EAG届いて6～10日	I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

219 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

ジャム・蜂蜜
スープ

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

OK
前日
！

素材をいかしたジャムなどは、
パンをはじめ、料理などにも

お使いください。

1 ～ 2
人前

×2 袋

P9の食パンを使って
ピザトーストに!

おでんと相性抜群!!おでんと相性抜群!!
マイルドポーク

ウインナー !

子供も大好き
　　ハムステーキ! アメリカンドックに

してどうぞ!

鎌倉ハムイチオシ商品特集！

ホットケーキミックスを使ってホットケーキミックスを使って
624 625OK

前日
！

2
   袋

お得

250円/100g

158円/100g

448円/100g 349円/100g

158円/100g

497円/100g 301円/100g 216円/100g

250g 389円(税込420円)F
茨城県	 	

野口さん達（茨城県･桜川市）

197 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。

168円/100g

今回より丹沢農場の商品は
全て値上げになります
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1個 211円(税込228円)通常税込239円

FG30日	JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

233 ライ麦ベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、玄米粉(茨城
県)、ライ麦、粗製糖、天日塩、天然酵母

小麦（北海道）、ライ麦（鹿児島県）		

ライ麦フレークを生地に
練り込んでいます

1個 220円(税込238円)通常税込248円

FG30日	JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

234 はちみつ全粒くるみ
ベーグル

はちみつを合わせた全粒粉生地の風
味豊かなベーグルに仕上げました。

小麦（北海道）･蜂蜜（茨城県）	 	

くるみを生地に
混ぜ合わせています　

1個 220円(税込238円)通常税込248円

FG30日	IJL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

235 チーズベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、玄米粉(茨城
県)、ナチュラルチーズ、粗製糖、天日塩、
天然酵母、(原材料の一部に乳を含む)

小麦（北海道）、ナチュラルチーズ（国内産）		

ナチュラルチーズを
かけて焼き上げました　

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）

236 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）

237 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）

238 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）

246 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!

400g 230円(税込248円)
EBG届いて12日前後	I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

249 よつ葉プレーン
ヨーグルト

北海道の原乳使用。糖分を加えてい
ないので、お料理やお菓子作りにも。
酸味をおさえたマイルドタイプ。

生乳（北海道）		［放］不検出	＜3.3	＜3.3
80g×3 212円(税込229円)

EAG18日	I

サツラク農協（北海道･札幌市）

250 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
90g 415円(税込448円)

ECG180日	I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

253 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）	 	
250g 575円(税込621円)

ECG90日	I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

254 よつ葉
シュレッドチーズ

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）	 	

100g 292円(税込315円)通常税込330円ECG180日	I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

255 よつ葉 パンにおいしい発酵バター
北海道産生乳を100%使用した発酵バター。ミルクの風
味に、ヨーグルトのような爽やかな後味が特長。

生乳（北海道）	 	

お料理にも

65㎖×10 178円(税込192円)
EAG15日	I

日本生活協同組合連合会

256 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。

	 	
85g×3 235円(税込254円)通常税込268円

ECG14日	HI

茨城乳業（茨城県･石岡市）

257 タマゴプリン
牛乳･卵は茨城県産のみ使用。家庭作りと同じく蒸して固
めています。凝固剤、安定剤不使用。

牛乳･卵（茨城県）	 	［放］不検出	＜3.7	＜3.8

家庭づくりに近い蒸しタイプ

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

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。

EBG14日以上	I

30g 181円(税込195円)247 プレーン

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場 
さけるチーズ

30g 190円(税込205円)248 ペッパー
生乳（茨城県）	 ［放］不検出	＜3.3	＜3.1

340円(税込367円)通常税込390円

ビンは再利用し
ますので必ずご
返却ください

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。

400g244 プレーン

400g 370円(税込400円)
生乳（茨城県）															［放］不検出	＜3.4	＜3.4	
245 微糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

G届いて10～11日	EAG届いて10～11日	I
◦�原材料は搾りたての牛乳と塩
のみ。原乳の良さが前面に感
じられます。

◦�手で繰り返し伸縮を繰り返す
完全ハンドメイド。程よくほ
ぐれます。

◦�そのままはもちろん、サラダ、
トーストなど加熱しても風味
が立ちます。

鈴木牧場の
　　さけるチーズ

市販品とは
全くちがう!脱プラ推進!

ビン入りで
お届け

お得な
2個組は

16ページ

590円(税込637円)通常税込680円180㎖×2 256円(税込276円)
EDG19日	I

258 2本組
生乳93%使用の飲むヨーグルト。香料、安定剤不使用。原材料：生乳、砂糖、
フラクトオリゴ糖

180㎖
×5

ECG19日	I

259 5本組

酪王乳業（福島県･郡山市）
生乳たっぷりのむヨーグルト

生乳（福島県）	 ［放］不検出	＜3.7	＜4.5

腸、元気ですか？

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）

251 腸内活性ヨーグルメイト
(プレーン)

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）

252 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

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。

福島の酪農応援

3個 370円(税込400円)
小麦（国内産）	 	［放］不検出	＜0.9	＜0.7

3個 362円(税込391円)G60日	JL G60日	JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

242 玄米粉入り蒸しパン 
あん入り

サンコー（愛知県･豊橋市）

243 玄米粉入り蒸しパン 
あんなし

小麦粉（国内産）	 	［放］不検出	＜0.9	＜0.9

レンジ等で加熱してからお召し上がりください！

原材料：小麦粉(国
内産)、砂糖(てん
菜糖)、焙煎発芽玄
米粉、有機ショー
トニング、イースト
(酵母)、食塩、膨
張剤(ベーキングパ
ウダー)

国産小麦100%原
料由来の小麦粉、焙
煎発芽玄米粉使用。

330円(税込356円)約40g×5 460円(税込497円)
FBG180日	L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

240 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）	 	

冷 凍 パ ン 凍ったまま電子レンジまたはトースターで OK!

約65g×6 675円(税込729円)
FAG180日	HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

239 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）	 	

210g
(3枚入り)

FBL

池田食品（埼玉県･所沢市）

241 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

1個入
1個入

いばらきベーグル地元のお店

27g×5 280円(税込302円)
EBG10日	

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

227 鎌倉粗挽
ロングウインナー

野菜と一緒にドッグパンにはさんで。

豚肉（国内産）	 	
3個 300円(税込324円)

G届いて1～2日	L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

226 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
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）

225 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）

はさんでホットドックに!

※イメージ

270円(税込292円)
230 1斤8枚

265円(税込286円)
231  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

229 1斤6枚

228 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斤10枚 270円(税込292円)
G届いて2日G届いて2日IL

クーロンヌジャポン（茨城県･取手市）

232 クーロンヌの角形食パン
サンドイッチ用

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。

小麦（アメリカ、他）	 	

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。

※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

223 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)
224 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

221 8枚

220 6枚

270円(税込292円)
270円(税込292円)

222 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
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神奈川県 中井町　金子製麺・地粉の皮
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麺120g×2
スープ47g×2 360円(税込389円)通常税込405円

ECG21日	HJKL

金子製麺（神奈川県･中井町）

261 あしがら車屋
味噌らーめん(2食入)

小麦（国内産）	 	

170g
(2合用) 398円(税込430円)通常税込451円

EG90日	JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

262 まいたけご飯の素

まいたけ（埼玉県）		［放］不検出	＜4.8	＜3.5

100g×2 259円(税込280円)
EBG届いて4日	K

丸和食品（東京都･練馬区）

270 有機国産大豆 
寄せ豆腐

秋田県産有機大豆と海水にがりのみ
で作った寄せ豆腐。消泡剤不使用。

大豆（秋田県）		［放］不検出	＜0.9	＜1.0

豆乳濃度が高く深い味わい

150g 245円(税込265円)
ECG21日	JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

271 白和え
絹ごし豆腐に、こんにゃく、人参、椎
茸、白ごまを加え、自社で煮出しただ
しで味付けしました。

大豆（国内産）		［放］不検出	＜1.4	＜1.4

具、だし入りなので和えるだけ

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）

272 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
90g×2 184円(税込199円)

EBG届いて4日	K

丸和食品（東京都･練馬区）

273 厚揚
国産大豆100%、にがり使用の生地
をなたね油で揚げました。

大豆（国内産）		［放］不検出	＜1.1	＜1.2
10枚 398円(税込430円)通常税込451円

EBG90日	JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

274 味付いなり揚げ
肉厚の油揚げを、かつおだしをきか
せて家庭煮に近い味付けにしまし
た。湯煎すると開きやすくなります。

大豆（国内産）		［放］不検出	＜0.9	＜1.0
200g 170円(税込184円)

ECG30日	K

丸和食品（東京都･練馬区）

275 生おから
国産大豆100%の生協豆腐のおか
ら。真空パック後ボイルしてお届け。

大豆（国内産）		［放］不検出	＜1.3	＜1.3
35g×3 148円(税込160円)

EAG7日	JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

276 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×2 100円(税込108円)

EBG10日	JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

277 水府納豆ミニ2個
(タレ･カラシ付)

茨城県産小粒大豆100%。軟らかめ
の豆を風味よくねかせました。

大豆（茨城県）		［放］不検出	＜2.9	＜3.7

40g×3 140円(税込151円)
EBG7日	K

JAやさと（茨城県･石岡市）

278 本味納豆
(タレ･カラシ無)

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

大豆（茨城県）		［放］不検出	＜3.4	＜3.0
40g×2 165円(税込178円)

EBG10日	K

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

279 押し麦入り納豆
(タレ･カラシ無)

茨城県産小粒大豆、国産大麦使用。
押し麦を混ぜることで、もちもちとし
た食感が加わります。

大豆（茨城県）		［放］不検出	＜3.5	＜3.2
40g×2 172円(税込186円)通常税込199円

EBG9日	JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

280 十勝の息吹 ひきわり2P
(タレ･カラシ付)

大豆（北海道）	 	

大豆の旨味しっかりのひきわり

100g 265円(税込286円)
ECG30日	JK

登喜和食品（東京都･府中市）

281 丸大豆てんぺ
北海道十勝産大豆(トヨホマレ)をテ
ンペ菌で発酵。発酵終了後に低温加
熱処理をして長期保存を実現。

大豆（北海道）	 	

200g 270円(税込292円)
ECG21日	K

丸和食品（東京都･練馬区）

286 水煮大豆
国産の大豆を水煮にしました。ほん
のり塩味がついています。サラダや
筑前煮、カレーにも。

大豆（国内産）	 	

す
ぐ
に
使
え
て

便
利

150g
×3 197円(税込213円)通常税込235円EBG6日	HL

共生食品（神奈川県･相模原市）

287 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
20枚 205円(税込221円)

ECG14日	L

金子製麺（神奈川県･中井町）

288 地粉餃子の皮
自家製粉の地粉と水、赤穂の塩、打
ち粉だけで作りました。水分を多めに
練り、コシのある食感。直径10cm。

小麦（国内産）	 	
30枚 155円(税込167円)

EG14日	L

金子製麺（神奈川県･中井町）

289 地粉シュウマイの皮
地粉100%による昔ながらの味わい
のするシューマイの皮。コシと風味の
ある食感が楽しめます。6.5cm角。

小麦（国内産）	 	

120g 308円(税込333円)通常税込346円

ECG90日	J

菊田商店（東京都･練馬区）

290 煮豆 お福豆
(紫花豆)

北海道の紫花豆を、グラニュー糖、純
米酒、塩で直火炊き。豆の繊維をこ
わさず煮上げました。

紫花豆（北海道）	 	
120g 320円(税込346円)

ECG90日	J

菊田商店（東京都･練馬区）

291 煮豆 青豆
北海道産青えんどう豆使用。豆の色
はきれいなうぐいす色。軟らかさの
中にしっかりコシを残した仕上がり。

青えんどう豆（北海道）	 	
80g 265円(税込286円)

ECG30日	KL

仁徳（千葉県･船橋市）

292 茶漬昆布
北海道産の昆布と焼津産のかつお節
を入正醤油と砂糖で炊き合わせ、い
りごまを混合。辛口に仕上げました。

昆布（北海道）	 	
40gビン入 390円(税込421円)

EG60日	JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

293 生ふりかけおかか
鰹節、さば節、白胡麻、きくらげ、松
の実、青のりを、しっとりとした生ふ
りかけ風に炊きました。

かつお節（静岡県）	 	

松の実がいいアクセント!

35g 398円(税込430円)通常税込448円

EG180日	

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

294 ちりめんオリーブ
瀬戸内海産のちりめんをエキストラ
バージンオリーブ油とりんご酢で和
えました。

ちりめん（広島県）	 	

パスタの具にぜひ!

80g×2 250円(税込270円)E

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

295 青梅ゼリー
(梅実入り)

梅果汁の中に梅の甘露煮を丸ごと入
れ、寒天、こんにゃく粉で寄せまし
た。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）	 	

今週のおすすめ

供給部
倉田の
おすすめ

昔ながらのこんにゃ
くを串に刺したみそ
田楽。お子様のおや
つにも、お酒のお供
にも！国産こんにゃく
粉を使用したこん
にゃくと、シンプルな
材料のみそだれが付
属しています。ぜひご
賞味ください。

10本入 258円(税込279円)通常税込292円EG60日	JKL

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

260 こんにゃくみそおでん
(特製タレ付)

こんにゃく粉（群馬県、栃木県）	 	

おやつ感覚で
　食物繊維補給！

国産こんにゃく粉を使用。
白、黒の2色が串にさして
あります。特製のみそだれ
を添付しました。

原材料：こんにゃく粉、海藻粉末、水酸化
カルシウム�【田楽みそ】米みそ、砂糖、
豆みそ、水飴、加塩みりん、果糖ぶどう糖
液糖、食塩、白胡麻、唐辛子、酒精

コーン&バターを
のせて♪

秋にピッタリ
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

260g
(130g×2) 315円(税込340円)通常税込356円ECG届いて6～8日	HL

ニューオークボ（千葉県･柏市）

263 生スパゲティ

小麦（カナダ、アメリカ）	 	

260g
(130g×2)

EG届いて6～8日	L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

264 生フェットチーネ

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

ニューオークボのモチモチ生パスタ千葉県

柏 

260g
(130g×2)

EG届いて6～8日	L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

265 ほうれん草入り
生フェットチーネ

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

ほうれん草（北海道）	 	
320円(税込346円)通常税込356円 369円(税込399円)

小麦（カナダ、アメリカ）	 	

幅広タイプ ほうれん草入り

もちもちしてお
いしくて、びっ
くりでした!
(坂東市の
� 組合員さん)

前回初めて注文し
ました。とてももっ
ちりでおいしかっ
たです(我孫子市
� の組合員さん)

生スパゲティ、
とてもおいしく
て家族に大好
評です(龍ヶ崎の
� 組合員さん)

わたしもおすすめします!
「生スパゲティ」

地粉にこだわって練
り上げた無かんす
い麺。無添加味噌
スープ付。お好みで
野菜、焼き豚、ゆで
卵などを入れて。

舞茸をふんだんに
使用した炊きこみ
ごはんの素。歯ざわ
りのよさと舞茸特
有の風味が楽しめ
ます。

2合用

特製みそだれ付き

300g 183円(税込198円)269 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)268 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)267 ミニ
きぬ豆腐

150g×2 198円(税込214円)266 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

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。

大
大

豆
麦+

220g 140円(税込151円)
こんにゃく芋（国内産）	 ［放］不検出	＜3.5	＜3.9

EBG90日	
鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

282 生芋あく抜き
こんにゃく

180g 140円(税込151円)
こんにゃく芋（国内産）	 ［放］不検出	＜3.6	＜3.6

EBG90日	
鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

283 生芋あく抜き
しらたき

東京都 練馬　菊田の煮豆 埼玉県 越谷　遠忠食品

460円(税込496円)通常税込518円

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。

EG10日	J

200g 240円(税込259円)284 1個

浜食（東京都･調布市）
洗いもずく

200g×2

285 2個組

もずく（沖縄県）	 	

A

沖縄県 伊平屋島より

シーズン最終

北海道十勝産
の生産者を限
定した大豆を、
仕込む前日に
挽き割り、納豆
にしました。

お得な
2個組は
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11
カット野菜

＋
味付き
肉・たれ JOSOのミールキット包丁いらず＆下処理済み

880円(税込950円)通常税込
1015円

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

2人前(約460g
+もやし250g)

EG届いて1〜2日 OHKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

296 5種野菜と天然えびの
海鮮塩炒め

白菜（国内産）、えび（ベトナム）  
2人前(約355g)

EG届いて1〜2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

297 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。

2人前(約360g)

EG届いて1〜2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

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

2人前(約450g)990円(税込1069円) 900円(税込972円) 890円(税込961円)
EG届いて1〜2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

299 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。

330g
(つくね10個、タレ40g×2) 435円(税込470円)通常税込

484円

FCG180日 HJKL

大新（鳥取県･境港市）

305 4種野菜の
おさかなつくね

あじ（国内産）  
150g(6個) 398円(税込430円)

FCG180日 IL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

306 フライパンでできる
鮭とチーズのカリカリ包

北海道産の秋鮭とチーズを合わせた
具を、春巻きの皮で包みました。フラ
イパンで両面を焼いてください。

秋鮭（北海道）  
150g 343円(税込370円)

FCJ

秋川牧園（山口県･山口市）

307 鶏の塩麹漬け
ムネ肉を塩麹に漬け、軟らかさと旨
みを引き出しました。生姜とごま油
の風味が香ります。フライパンで。

鶏肉（山口県、他）  
330g 568円(税込613円)通常税込

663円

FCG90日 HJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

308 黒酢の酢豚

豚肉（北海道）  

まろやか風味の酢豚です

3個180g 352円(税込380円)通常税込
394円

FCG180日 IJKL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

309 黒豚ポテトコロッケ
じゃがいもと黒豚肉の素朴で優しい味わい。国産原料の
醤油やノンホモ牛乳等素材にこだわりました。揚げて。

じゃがいも（北海道）、豚肉（鹿児島県）  

揚げたてでサクサクの衣を味わって!

360g(18g×20) 409円(税込442円)FCKL

野菜･豚肉･小麦（国内産）  

ほどよい生姜が一口食べるとクセになる

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

310 香港黄金しょうが餃子
一般的な生姜よりも辛みと香り成分が強い黄金生姜と国
産野菜･豚肉･小麦で仕上げました。焼いて。

16個280g 501円(税込541円)
FCG120日 JKL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

311 飛鳥の黒豚肉の
焼き餃子

黒豚肉と野菜をたっぷり入れ、にんに
くを利かせた焼き餃子。ひとつひと
つ手包みしました。焼いて。

豚肉（国内産）  

540g
(18g×30) 580円(税込626円)

FCKL

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

312 トクスイ餃子
豚肉とたっぷりのキャベツを使い作
りました。ニラの風味が控えめで脂っ
ぽさの少ないあっさり味。焼いて。

豚肉･キャベツ（国内産）  

70g×2
たれ･山椒付 2480円(税込2678円)通常税込

2894円

FAJKL

大黒淡水（静岡県･焼津市）

317 うなぎ蒲焼 
70g×2

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）  

愛知県の指定生産者が
飼育した国産の

うなぎ

18g×10個入 391円(税込422円)
FKL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

313 ほうれん草餃子
ほうれん草の風味や栄養がたっぷり
の餡を国産小麦粉の皮で包みまし
た。ほうれん草の苦手な方でも。

鶏肉･キャベツ･ほうれん草（国内産）  
10個180g 389円(税込420円)通常税込

436円FCJKL

しそ（国内産）  

焼いてどうぞ

ニッコー（神奈川県･大和市）

314 しそさっぱり餃子
具に大葉を加え、皮には梅酢を練りこみ、さっぱりとした
餃子に仕上げました。タレなしでも召し上がれます。

14本420g 437円(税込472円)
FBJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

315 国産原料にこだわった
お徳用春巻

豚肉･キャベツ等、国産具材のみを、
国産小麦粉の皮でミニタイプの春巻
に。揚げて。.加工でん粉：約1.6%

小麦（国内産）  
5個200g 492円(税込531円)

FCG120日 OKL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

316 飛鳥のえびにら饅頭

えび（ベトナム）、にら（国内産）  

天然むきえびをたっぷり使いました

小松菜（国内産）  キャベツ（国内産）･豚肉（香川県、徳島県）  豆腐･玉ねぎ（国内産）  

調理時間
約5分

準備品
油

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

豆腐入りで
ふんわり食感

2人前

食塩相当量：1.5g

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

調理時間
約6分

準備品
油

甘辛みそタレで
ご飯がすすむ

セット内容：タレ漬け豚
肉、カット野菜(キャベ
ツ、人参、ピーマン)

2人前

食塩相当量：2.28g

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

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）

303 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

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）

301 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

940円(税込1015円)

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

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）

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

玉ねぎ（国内産）、豚肉（鹿児島県）  
965円(税込1042円)2人前(約510g)

EG届いて1〜2日 HJKL

キャベツ（国内産）、豚肉（鹿児島県） 

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

300 国産豚の野菜炒め
新鮮な野菜とスタミナ肉が入った炒めソース
のセットです。スタミナ肉入りソースはご飯と
の相性バッチリ。

炒め料理の定番が
これ一つで!

2人前

調理時間
約5分

準備品
油

セット内容：カット野
菜(キャベツ、玉ねぎ、
人参)、タレ漬け豚肉 

食塩相当量：1.4g

1130円(税込1220円)2人前
(800g+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 1日350gの野菜が摂れる
野菜のちゃんぽん

新鮮でおいしい野菜とちゃんぽんスープと具
のセット。下処理、カット済なのでお鍋一つで
10分以内できます。

具だくさんの
野菜を食べよう

調理時間
約6分

準備品
油

セット内容：カット野菜、
麺 ×2袋、 ス ー プ2袋、
具材、単品もやし

食塩相当量：6.25g

もやしがつき
ます。目安は
20 0〜25 0g
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
20 0〜25 0g
なので、1袋そ
のままお使い
ください

2人前

白菜・中華めん（国内産） 

海鮮の旨味が
たっぷり 

新鮮な野菜と本格海鮮ソースの
セットです。下処理カット済みなの
で、フライパン一つで手軽に調理
できます。

調理時間
約4分

準備品
油

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

食塩相当量：1.5g

2人前

グリンリーフのミールキットは
ココが違う!
製造工場のすぐ隣に自社農場があり、と
れたての野菜をその日のうちにカット･袋
詰めします。野菜の洗浄時に使う「水」
は敷地内を流れる赤城山の水脈を利用
し、赤ちゃんをお風呂に入れてあげるよ
うに、バブリング洗浄で丁寧におこない
ます。"できるだけとれたての野菜でミー
ルキットを提供したい"というグリンリー
フのこだわりが随所に現れています。

自社農場を中心とした新鮮な野菜

洗浄

ミールキットの野菜

も や し が 付 き まも や し が 付 き ま
す。目安は200 〜
250gですので1袋
お使いください

あじに4 種の
国 産 野 菜 ( 玉
ねぎ、人参、
ごぼう、長芋)
を混ぜたつく
ねで す。仕 上
げに添付たれ
をからめて。

6個入

北海道育ちの健康な豚肉
と3 つ の 野 菜 ( 玉 ね ぎ･
ピーマン･人参)に黒酢を
加えました。湯煎で。

3個入
20個入

16個入 30個入

10個入

10個入

餡を国産小麦粉を使
い手作りの皮で手包
みしました。半解 凍
後、フライパンで。14本入



12 CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

2食556g 387円(税込418円)
わかめ（韓国）  

200g×3玉 421円(税込455円)通常税込
470円

調理例 焼うどん

FBG180日 L

日岡商事（兵庫県･加古川市）

319 冷凍うどん
国産小麦粉と食塩のみで作りました。凍ったまま麺を沸
騰したお湯で1分半茹でてください。温でも冷でも。

小麦粉（国内産）  

原材料は国産小麦粉と食塩のみ

160g(2枚入) 528円(税込570円)
野菜（国内産）  

富山県産白えび入りでボリュームたっぷりです

170g 407円(税込440円)通常税込
457円FBOJKL FOL FCHJKL

鶏肉（山口県、他）  

ポン酢、塩等との相性良し　

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

318 わかめどっさりうどん
国産小麦粉のうどんにわかめ、刻み揚げ、かまぼこ、青ね
ぎをトッピング。鰹、昆布ダシの関西風つゆで。

日岡商事（兵庫県･加古川市）

320 白えびかきあげ
富山県産白えび、国産の野菜(玉ねぎ、人参、小松菜)と国
産小麦を使用し、non-GMO菜種油で揚げました。

秋川牧園（山口県･山口市）

321 とり天
スティック状にカットした柔らかいムネ肉の天ぷら。ふん
わりとした衣が新食感。トースター、電子レンジで。

200g 480円(税込518円)FBHJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

322 鶏のから揚げ
無投薬の神山鶏の肉を魚醤入りの特製タレに漬けた柔ら
かジューシーな唐揚げ。レンジかトースターで温めて。

鶏肉（徳島県）  
150g 460円(税込497円)

びんちょうまぐろ（太平洋）  

マストミ自社製塩麹使用

約100g 418円(税込451円)
FCG30日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

324 ほたてしぐれ煮
北海道産ほたての風味を活かす為、
醤油、みりん、三温糖、酒、生姜でシ
ンプルに炊き上げました。

ほたて貝柱（北海道）  
100g 498円(税込538円)通常税込

562円FCG90日 HJKL EBG90日 

マストミ（徳島県･徳島市）

323 マグロの塩麹竜田
塩麹に漬けて旨味を引き出したマグロの竜田揚げ。レン
ジで加熱。さらにトースターで香ばしく仕上げても。

秋鮭（青森県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

12個180g 414円(税込447円)
FBG120日 KL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

326 飛鳥の黒豚
シューマイ

豚 肉 たっぷりの シューマイで す。
ジューシーで味わい豊かに仕上がっ
ています。蒸すかレンジで温めて。

豚肉（国内産）  
6個192g 540円(税込583円)

FCG120日 KL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

327 飛鳥の手作り
帆立シューマイ

帆立をたっぷり加えたジューシーでコ
クのある味わい。大きめで食べ応え
満点です。蒸すか、レンジで温めて。

帆立（青森県、北海道）  
200g 435円(税込470円)

FBHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

328 チキンナゲット
開放鶏舎で育った若鶏のムネ肉等を
使用。レンジかトースターで。トース
ターで表面がカリッと焼くと美味。

鶏肉（山口県、他）  
200g 338円(税込365円)

FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

329 鶏つくね
若鶏のムネ肉に鶏皮を加えてジューシーさを出
し塩麹で旨味を引き出した柔らかい食感の鶏
だんご。加熱調理済みなのですぐに使えます。

  
275g(10本入) 1042円(税込1125円)

FHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

330 やきとり5種盛り合わせ
秋川牧園の若鶏使用。もも串3本･つくね串2本･鶏肝串2
本･皮串1本･砂肝串2本のセット。湯煎かレンジで。

鶏肉（山口県、他）  

甘辛い濃いめのタレと若鶏肉の相性が抜群♪

8個340g
(固形量208g) 511円(税込552円)

FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

331 大きな豆腐肉団子
(黒酢あん)

団子の豆腐は国産大豆･天然にがり
使 用、タレは玄米原 料 の黒 酢を 使
用。湯煎かレンジで温めて。

野菜･豆腐･鶏肉（国内産）  
20g×6 310円(税込335円)

FJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

332 お弁当用
ソースメンチカツ

具材の鶏肉、豚肉、キャベツ、玉ねぎ
は全て国産。油調済み。レンジ加熱ま
たは自然解凍で。

鶏肉･豚肉（国内産）  
120g 247円(税込267円)

FJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

333 砂肝
ゆずこしょう炒め

若鶏の砂肝をスライスし、ゆずこしょ
うと醤油ベースの特製タレにつけま
した。解凍後フライパンで炒めて。

鶏肉（山口県、他）  
120g 375円(税込405円)通常税込

420円

調理例 

FCJKL

鶏肉（山口県、他）  

夕飯の一品やおつまみに

秋川牧園（山口県･山口市）

334 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。

150g 366円(税込395円)FCHJKL

鶏肉（国内産）  

ほどよい甘酢っぱさ♪お弁当や夕飯に

秋川牧園（山口県･山口市）

335 甘酢のやわらかチキン南蛮
ふんわり衣に特製甘酢たれを染み込ませ、柔らかな食感
です。レンジで温めて。タルタルソースレシピあり。

300g 528円(税込570円)通常税込
600円FG180日 K

さつま芋（国内産）  

中はほっこり、外はカリッとした食感　

鳴門のいも屋（徳島県･鳴門市）

336 芋棒(紅はるか)
国内産さつま芋の紅はるかを使ったスティック状の大学
芋。半解凍でも美味。

280g 620円(税込670円)
FG180日 K

鳴門のいも屋（徳島県･鳴門市）

337 ごまポテ
さつまいも(紅はるか)を程よい甘さに
味付け。食べやすい2cm角にカット
し、ごまをまぶしました。半解凍も◎

さつまいも（国内産）  
(70g×3)×2 888円(税込960円)通常税込

1006円

FCG180日 HJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

338 彩り野菜とひじきの
豆腐ハンバーグ 2パック

消泡剤を使わず天然にがりを加えた豆腐に国産野菜とひ
じきを加えたハンバーグ。レンジまたは焼いて。

大豆･鶏肉（国内産）  

湯煎かレンジで

90g×2 404円(税込436円)
FHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

339 ふわふわ豆腐
煮込みハンバーグ

豆腐ハンバーグをイタリア産のバル
サミコ酢を使って作った酸味の少し
きいた甘酢ソースで煮込みました。

大豆･鶏肉（国内産）  

レンジで

170g×2 565円(税込610円)
FOIL

大進食品（神奈川県･横浜市）

340 マム 海老とオーガニック
ペンネのグラタン

オーガニックペンネマカロニと天然
海老を入れホワイトソースで仕上げま
した。レンジで温めて。

海老（マレーシア）  

4個220g 332円(税込359円)
FCJ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

343 芽吹き屋 
よもぎ大福

国産餅米と天然よもぎ、北海道産小
豆の粒あんを使用しました。着色料
や防腐剤等は不使用。自然解凍で。

よもぎ（国内産）  
210g(3本入) 319円(税込345円)

FJKL

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

344 芽吹き屋 
みたらしだんご

国産米を原料とした上新粉生地にみ
たらしたれをかけたお団子です。

米（国内産）  
90㎖×7 950円(税込1026円)通常税込

1285円

生産者さん

F
ケール（愛媛県）  

フジワラ化学（愛媛県･西条市）

345 フジワラの青汁

80㎖ 160円(税込173円)FHI

生乳（北海道）、バナナ（エクアドル）  

久保田食品（高知県･南国市）

346 バナナアイスキャンデー
有機バナナ、北海道産ビートグラニュー糖使用。ナチュラ
ルな甘味に仕上げたこだわりのアイスキャンデー。

110㎖ 190円(税込205円)
FHIK

久保田食品（高知県･南国市）

347 チョコレート
アイスクリーム

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

生乳（国内産）･カカオ（エクアドル他）  
110㎖ 120円(税込130円)FIL

生乳･小豆（北海道）、抹茶（国内産）  

厳選抹茶と自家製小豆餡の上品で
まろやかな美味しさ

久保田食品（高知県･南国市）

348 夢中熱中 抹茶とあずきの最中
まろやかな抹茶アイスクリームと、北海道十勝産あずき
100%の組み合わせ。乳脂肪分8.0%

有機 栽培ケールにク
マザサ、シソ葉エキス
を配合。ケールは自社
及び契約農家が有機
栽培しています。

同時折り込みのチラシもご覧下さい
運送費の高騰により、次回から値上げとなります

アイスクリンのような食感と
バナナの風味が相性抜群

のアイス
人気です

4320円(税込4666円)342 4個セット
大豆（北海道）  

450g×4個

FCKL

たくさん
利用される

方へ

腸から元気に♪
毎日スプーン  2 杯
朝･夕1回づつ

で

プレマラボ（東京都･中央区）
豆汁グルト

341 1個 450g

大豆を丸ごと使った乳酸菌による発酵
食品。毎日大さじ1～2杯食べることで
腸内細菌が増え腸の力を高めます。

フルーツに
そえ、蜂蜜
をかけても

松永さんのレモン
ジャムと相性抜群
朝食のシリアルや
ジャム、甘酒と混
ぜても

野菜のディッ
プに(味噌&オ
イル和えや梅
酢&マヨネー
ズ和え)

私はこんな風に
食べています

次回は11月1回掲載
10月2回にお届け
次回は11月1回掲載

ご
飯
を

 

お
い
し
く
♪

お弁当に
おかずに

お
知
ら
せ

原
料
や
運
送
費
高
騰
に
よ
り
、

次
回
か
ら
値
上
げ
と
な
り
ま
す

10本入

炒めた野菜と
一緒に

2食入

鮮度の良い秋
鮭 を 焼 き 上
げ、フレークに
しました 。原
材 料：秋 鮭、
菜種油、食塩

8個入 6個入

3個入
   ×2

4個入

佐井村漁協（青森県･佐井村）

325 津軽海峡 鮭フレーク

1個当り
税込約1167円

1111円(税込1200円)通常税込
1296円

同時
折り込み

チラシもご覧
下さい
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お試し
サイズ 

有 機 栽 培 ケ ー ル
100%。ケールは
自社及び契約農家
が有機栽培してい
ます。携帯に便利
な粉末タイプ。

CO-OP MAIL JOSO【2022年10月1回】

5種
×各1袋 798円(税込862円)通常税込

1177円

G120日 OIJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

349 お菓子の詰め合せ 
5種セット

ポテトチップス塩味、大豆チップスの
り塩味、小魚せんべい、スイートポリ
コーン、きな粉ウエハース

  

15g
×10袋 600円(税込648円)通常税込

810円

G120日 L

サンコー（愛知県･豊橋市）

350 ねじりん棒ミニパック
10袋

原材料：小麦粉(小麦(国内産))、甘藷
でん粉、植物油脂(パーム油、米油)、
食塩、ベーキングパウダー

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0

(7g×5)
×2 396円(税込428円)通常税込

454円

G120日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

351 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）  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.8
80g 575円(税込621円)通常税込

659円

紅茶（スリランカ）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

355 茶園指定紅茶
カーカスワールド茶園

スリランカ(セイロン)紅茶品評会受
賞茶園カーカスワールド茶園の紅茶
のみを使用しました。

100g 540円(税込583円)通常税込
594円

紅茶（スリランカ）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

356 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。

90g 170円(税込184円)通常税込
199円

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

352 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）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.7
6個 285円(税込308円)通常税込

322円

G70日 HJL

サンコー（愛知県･豊橋市）

353 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（国内産）  ［放］不検出 ＜0.8 ＜0.8

100g
(個包装) 265円(税込286円)通常税込

303円

G90日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

354 栗しぐれ
原材料：白餡、砂糖(てん菜糖)、水飴

手亡豆（北海道）  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.7
2g×50 410円(税込443円)通常税込

464円

紅茶（スリランカ）  
2g×20 460円(税込497円)通常税込

518円

紅茶（インド）  
2g×20 460円(税込497円)通常税込

529円

紅茶（スリランカ）、香料（中国）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

733 セイロン紅茶
(ティーバッグ)

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

OK
前日
！

ランカスター（千葉県･千葉市）

357 アップルティー
(ティーバッグ)

セイロン紅茶に爽やかなりんごの香り
をつけました。ストレートでどうぞ。
濃い目にだしてアイスティーにも。

ランカスター（千葉県･千葉市）

358 ピーチティー
(ティーバッグ)

無農薬栽培のセイロン紅茶に、中国
で桃の香りをつけています。

60g×2 320円(税込346円)通常税込
368円

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

359 ポテトチップスしお味
国内産のじゃがいもを植物油でパリッとフライし、さっぱ
りと塩で味つけしました。原材料：馬鈴薯、植物油脂

じゃがいも（国内産）  ［放］不検出 ＜2.5 ＜2.6
46g 210円(税込227円)通常税込

248円

EG180日 IJK

サンコー（愛知県･豊橋市）

360 玄米パフの
クランチチョコレート

国産玄米を使用した焙煎パフとクーベルチュールチョコ
レートを混ぜ合わせて仕上げました。

チョコレート（国内産）  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.7

12枚
(1枚×12袋) 230円(税込248円)

G120日 HIJL

サンコー（愛知県･豊橋市）

361 カルシウム
ウエハース300

カルシウムウエハース300は、現代
人に不足しがちなカルシウムが、1枚
に標準300mg含まれています。

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜0.9
58g 150円(税込162円)

BG180日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

362 安納芋ようかん
原材料：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）  ［放］不検出 ＜0.8 ＜0.8

45g 235円(税込254円)通常税込
270円

黒大豆（兵庫県）  
55g 200円(税込216円)通常税込

238円
G180日 K G180日 

小豆（北海道）  

だいずデイズ（兵庫県･神戸市）

363 ほの甘くろまめ
兵庫県産の黒豆を蒸した、ほんのり甘いおやつです。

だいずデイズ（兵庫県･神戸市）

364 有機ほの甘あずき
北海道産有機小豆を有機きび糖でほんのりと甘く味付け
し、柔らかく蒸し上げました。

75g 298円(税込322円)
G60日 K

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

365 3色煎り豆
原材料：大豆、青大豆(秘伝)、黒大豆

大豆（山形県）  
130g×2 370円(税込400円)

G120日 

マルヤス食品（愛媛県･愛南市）

370 トコゼリーピーチ 
2個組

ピーチと数種類の果肉を潰してゼリー
に溶け込ませているので、1種類の果
物では出せない味わいがあります。

もも（ギリシャ）  
130g×2 370円(税込400円)

G120日 

マルヤス食品（愛媛県･愛南市）

371 トコゼリーみかん 
2個組

みかんと数種類の果肉を潰してゼリー
に溶け込ませているので、1種類の果
物では出せない味わいがあります。

みかん（国内産）  

8本 340円(税込367円)
G90日 JK

創健社（神奈川県･横浜市）

366 きなこねじり菓子
原材料：きなこ、水飴、粗糖、食用植
物油脂(こめ油)

大豆（国内産）  

全
て
国
産
原
料
を

使
用

130g 340円(税込367円)
G180日 K

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

367 干し柿ゼリー
原材料：水飴、干し柿、砂糖、寒天、こ
んにゃく粉、澱粉[馬鈴薯(国産)、甘薯
(国産)]、なたね油、レシチン(大豆由来)

柿（奈良県、和歌山県）  
155g 270円(税込292円)

G90日 

太洋（神奈川県･横須賀市）

368 豆かんてん 
黒糖みつ

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

天草（国内産）  
160g 270円(税込292円)

G90日 K

太洋（神奈川県･横須賀市）

369 きな粉 黒みつ寒天
原材料：天草、黒糖、きな粉

天草（国内産）  
130g×2 370円(税込400円)

G120日 

マルヤス食品（愛媛県･愛南市）

372 トコゼリーパイン 
2個組

パインと数種類の果物の果肉を潰し
てゼリーに溶け込ませています。

パイン（タイ）  
105g×2 420円(税込454円)

G180日 

マルヤス食品（愛媛県･愛南市）

373 珈琲ゼリー 2個組
芳醇な香りと味わいをお楽しみいた
だけます。

コーヒー豆（インドネシア）  

50g 578円(税込624円)通常税込
635円

BG180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

374 煎茶
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。

茶葉（静岡県）  
50g 460円(税込497円)

BG180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

375 ほうじ茶
秋に収穫したお茶を主体に、鉄釜で
焙じたお茶です。香りが強く、味は
さっぱりしています。

茶（静岡県）  
100g 730円(税込788円)

G180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

376 くき茶

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜0.3 ＜0.4
1000㎖ 827円(税込893円)

りんご（長野県）  

信州産りんご100%使用

160g×5 765円(税込826円)
うんしゅうみかん（和歌山県）  

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

377 井筒･
アップルジュース

ゴールドパック（長野県･松本市）

378 みかんジュース
和歌山県産うんしゅうみかんを使用
しました。濃厚で甘酸っぱいおいし
さの100%ストレートジュース。

720㎖ 1480円(税込1628円)
ぶどう（岐阜県）  

契 約農園で 有 機
的に 育 てら れ た
ぶどうが原料の、
まろや か な 甘み
のワイン。酸化防
止剤無添加。

720㎖ 1480円(税込1628円)
ぶどう（岐阜県）  

自家 農園、一 部 契
約栽培のデラウェ
ア種使 用。熟 成期
間を長くとり、さわ
やかな辛口に仕上
げました。

天然ワイン醸造（岐阜県･岐阜市）

383 天然葡萄酒･赤甘口

天然ワイン醸造（岐阜県･岐阜市）

384 天然葡萄酒･白辛口

同時折り込みチラシもご覧下さい

秋のサンコーイチオシ商品大集合！ ランカスター

 　　イチオシ商品

　　  　　勢ぞろい！

全 特品 価

シーズン初 シーズン初 シーズン初

シーズン初

個包装

個包装

個包装

個包装

次回から値上げ

全品
特価

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
！

マルヤス食品

2ℓ×6 1300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 
2ℓ×6本

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

岩手県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

OK
前日
！

379 3g×10包
お試しサイズ

フジワラ化学（愛媛県･西条市）
フジワラの青汁

380 3g×30包 1050円(税込1134円)通常税込
1188円

260円(税込281円)通常税込
292円

382 1ℓ
人参（福島県） ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.4

有機人参を使った栄養豊富なス
トレートジュース。果肉が沈殿し
ているので、よく振ってからお飲
みください。

二本松有機農業研究会（福島県･二本松市）
有機人参まるごとジュース

381 200㎖

お酒 お酒

5缶

煎 茶をつくるとき、ふ
るいにかけて分けられ
た副産物。一番茶のみ
を使用。農薬無散布。

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。

2500円(税込2700円)通常税込
3078円

924円(税込998円)通常税込
1296円

ケール（愛媛県）  
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どんぐりていの
そば粉を使って
そばがきに!

雑穀としてご飯に
混ぜてもおいしい!

500g 980円(税込1058円)通常税込
1080円

G90日 M

中田農園（茨城県･坂東市）

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

そば（茨城県）  
500g 1050円(税込1134円)通常税込

1166円

G90日 M

中田農園（茨城県･坂東市）

386 そばの実
特別栽培の常陸秋そばです。甘皮が
付いた状態です。

そば（茨城県）  
400g 375円(税込405円)通常税込

416円

CL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

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

  

カラッと揚がります!
主原料のわさびは、長野県
産本わさび使用 ( 西洋わさ
びは不使用 )。

40g 360円(税込389円)通常税込
400円

CG180日 JK

東京フード（茨城県･つくば市）

391 生おろしわさび

本わさび（長野県）  
10g 430円(税込464円)通常税込

486円C
唐辛子（国内産）  

向井珍味堂（大阪府･大阪市）

392 和七味
七種の国産素材を独自に配合。辛み
をおさえ、料理を引き立たせる香り
と風味があります。

360㎖ 470円(税込508円)
CKL

入正醤油（千葉県･東庄町）

396 入正超特選醤油 
澪つくし

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。

500g 540円(税込583円)通常税込
594円ECG180日 K

田中屋（愛媛県･松山市）

397 麦こうじ味噌 田中屋

大麦（愛媛県）  

秋の野菜をたくさん使った
けんちん汁に!

500g 640円(税込691円)通常税込
702円

ECG180日 JK

田中屋（愛媛県･松山市）

398 米糀みそ 田中屋
九州産の有機栽培米と大豆(フクユタカ)を原料に塩分約
10%で仕込みました。

米･大豆（九州）  

お肉と野菜の味噌炒め

200㎖ 490円(税込529円)
BG180日 JKL

チョーコー醤油（長崎県･長崎市）

399 プレミアム
ゆずドレッシング

高知県産のゆず果汁を使用したマイ
ルドなドレッシングです。

ゆず（高知県）  

サ
ラ
ダ
等
に
か
け
て

お
召
し
上
が
り

く
だ
さ
い
　

330㎖ 420円(税込454円)通常税込
464円

玉ねぎ（国内産）  
180㎖ 350円(税込378円)通常税込

400円

鶏卵（国内産）  
290g 480円(税込518円)

G180日 HJ

富貴食研（大阪府･茨木市）

533 平飼い鶏の
有精卵マヨネーズ

遺伝子組み換えでない菜種の圧搾一
番搾り油、平飼いで産んだ卵を使用
しています。

卵（三重県）  

有
機
り
ん
ご
酢
と

瀬
戸
内
レ
モ
ン
の

果
実
酢
が
入
っ
て

い
ま
す
！

OK
前日
！

200㎖ 370円(税込400円)CG60日 JKL CG180日 HI J

野菜（国内産）  

フライ物、目玉焼き、
天ぷらなどに　

400g 180円(税込194円)
有機トマト（イタリア）  

酸度調整のためのクエン酸は
使用しておりません　

やましな（徳島県･藍住町）

400 フォロドレッシング
香ばしい玉ねぎの風味が後を引く、クリーミーなドレッシ
ング。野菜サラダにかけてお召し上がりください。

創健社（神奈川県･横浜市）

401 有精卵シーザーサラダ
ドレッシング

クリーミーで濃厚なコクと芳醇なナチュラルチーズの味
わいが特徴。

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
！

創健社（神奈川県･横浜市）

402 有機ダイストマト缶
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。ダイス
カットにした立方体タイプ。

60g 410円(税込443円)

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。

昆布（北海道）  

OK
前日
！

50g 520円(税込562円)通常税込
572円

しいたけ（大分県）  
21g 320円(税込346円)C C

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.4

江藤さん（大分県･玖珠町）

405 江藤さんの
干ししいたけ

自分の山から切り出した原木に植菌
し栽培したしいたけを乾燥させまし
た。

コタニ（岩手県･大船渡市）

406 岩手産 
きざみ芽かぶ

岩手県産の良質な乾燥めかぶ。海藻の
ぬめりは水溶性の食物繊維といわれ、体
によい成分がたくさん含まれています。

30g 380円(税込410円)
CG180日 

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

コタニ（岩手県･大船渡市）

407 万能汁物の具
岩手産わかめ、芽かぶ、ふのり、岩の
りをまぜ合わせた汁物の具です。

8g×10 340円(税込367円)通常税込
400円

IKL

仙波糖化工業（栃木県･真岡市）

580 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。

キャッサバ（タイ）  

化学調味料･たん白
加水分解物は不使用　

OK
前日
！

130g 420円(税込454円)JKL

鶏骨（国内産）  
130g 420円(税込454円)JKL

鶏骨（国内産）  

秋川牧園（山口県･山口市）

408 やさしい鍋つゆ 
寄せ鍋

秋川牧園の鶏がらスープ、国産のとび
うお煮干し･昆布･干しいたけからだ
しをとった醤油ベースの鍋つゆです

秋川牧園（山口県･山口市）

409 やさしい鍋つゆ 
とり塩鍋

秋川牧園の鶏がらスープと国産のい
わし煮干し･昆布･干しいたけから丁
寧にだしをとった鍋つゆです。

新そばに合う商品特集!

そばに入っ
ている多く
の成分は水
溶性 ( 水に
溶けだして
し ま う 性
質 ) で す。

9 新そば
は一般的な乾そばより小麦粉の
配合量が少ない為、そば湯がしっ
かり楽しめます。ぜひ最後まで
お楽しみください !

「新そば」の
時期は9月下旬
から12月までに
なります

そばは栄養豊富な穀物です !
免疫力アップにもなります

か
き
あ
げ
な
ど
に
！

227円/100g212円/100g

1250円(税込1350円)通常税込
1382円

740円(税込799円)通常税込
810円

389 丸缶

米澤製油（埼玉県･熊谷市）
圧搾一番しぼりなたねサラダ油

1400g

548 大

なたね（オーストラリア）

600g

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
！

水揚げした桜えびをそのまま天日干しし
たもの。かき揚げ、お好み焼き等に。開
封後は冷蔵庫で保管して。

G60日 O

600円(税込648円)387 15g

友和丸（静岡県･静岡市）
素干し桜えび

388 25g

次回から値上げ

300円(税込324円)

300円(税込324円)35g

白ごま（グァテマラ、ニカラグア、モザンビークなど） 

山田製油（京都府･京都市）

394 京都山田ごま塩
瓶入り(白)

35g

黒ごま（ミャンマー、パラグアイなど）  

G180日 CG180日 

G180日 CG180日 

山田製油（京都府･京都市）

395 京都山田ごま塩
瓶入り(黒)

酒類

370円(税込407円)

730円(税込803円)
米（国内産）  

502 900㎖

日本生活協同組合連合
虹の宴 料理酒

393 1.8ℓ

お料理の隠し味として
欠かせません。 し

1㎏ 355円(税込383円)
さとうきび（鹿児島県）  

通
常
の
砂
糖
と

同
じ
よ
う
に

お
使
い
下
さ
い

アルファフードスタッフ（愛知県･名古屋市）

508 粗精糖
(自然派style)

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

さ

OK
前日
！

500㎖ 534円(税込587円)J

もち米（国内産、中国）  

相生ユニビオ（愛知県･西尾市）

506 三河伝統製法
「古式 本みりん」

もち米と米麹、醸造アルコール、焼酎
で仕込み、じっくりと熟成。甘味と酸
味のバランスの取れた味わい。

酒類

OK
前日
！

OK
前日
！

食品調味料
◦ 常総生協がおすすめする調味

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

◦ 昔ながらの長期熟成させた発
酵調味料を基本に扱います。

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

500㎖ 425円(税込459円)J

米（国内産）  

くせのないまろや
かな 味 が 何にで
も合います。

創健社（神奈川県･横浜市）

519 有機純米酢

OK
前日
！

す せ そ
大豆1に対し
て大麦麹を4
の 割 合 で 仕
込 ん だ 贅 沢
な味噌です。
や わ ら か な
甘 味 と 風 味
が 特 徴 。塩
分8.5%。

100g 200円(税込216円)
CG180日 

かたくちいわし（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0
200g 480円(税込518円)

G180日 

かたくちいわし（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

 乾物・だし

かねの水産（千葉県･大網白里市）

404 煮干粉
酸化防止剤、着色料、合成保存料不
使用の煮干を粉砕しました。味噌汁、
お好み焼き、ふりかけ等に。

かねの水産（千葉県･大網白里市）

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

OK
前日
！

8g×18 620円(税込670円)
G180日 

中山水産（静岡県･裾野市）

572 こだわりの
だしパック

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

かつお（静岡県）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜2.7

OK
前日
！

OK
前日
！

550円(税込594円)通常税込
648円

586 14g

コタニ（岩手県･大船渡市）
三陸岩手のカットわかめ

403 徳用45g

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.5

260円(税込281円)通常税込
292円

濃縮タイプシーズン初 シーズン初

3〜4
人前

3〜4
人前

◆材料
だし昆布
����15gくらい
水������ 1ℓ
501 蔵の素 � 20cc

◆作り方
水 と 蔵 の 素 に 昆
布を入れて3時間
以 上 漬 け れ ば 出
来上がり。
昆 布は2 ～ 5cm
角にカットまたは
細切りにしても。

昆布水
だし昆布を使った

簡単

さ

蔵の素はOK
前日
！ 掲載

980円(税込1058円)通常税込
1080円

桜えび（駿河湾）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8
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176g(麺80g×2
スープ8g×2) 335円(税込362円)通常税込

378円

小麦粉（国内産）  

176g(麺80g×2
スープ8g×2) 335円(税込362円)通常税込

378円
JKL KL

小麦粉（国内産）  

みそ半（長崎県･南島原市）

410 隠れ岩松 塩にゅうめん
「島原手延べそうめん」に、にがりを含んだ長崎県産
「にっぽんの海塩」で仕上げたスープを合わせました。

みそ半（長崎県･南島原市）

411 隠れ岩松飛魚だしにゅうめん
「島原手延べそうめん」に、焙焼して風味を引き出した長
崎県の飛魚(あご)を使ったスープを合わせました。

16.5g
×4 365円(税込394円)通常税込

410円

KL

東京フード（茨城県･坂東市）

414 まろやかおでんの素
焼津産かつお荒節、北海道産昆布や
国産素材で作ったおでんだしの素で
す。1袋に対し水750cc。

  
30g 398円(税込430円)通常税込

443円

コタニ（岩手県･大船渡市）

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

昆布（北海道）  

180g(麺80g×2
スープ10g×2) 335円(税込362円)通常税込

378円

小麦粉（国内産）  

180g(麺80g×2
スープ10g×2) 335円(税込362円)通常税込

378円
KL JKL

小麦粉（国内産）  

みそ半（長崎県･南島原市）

412 隠れ岩松 野菜だしにゅうめん
九州産小麦を100%使用した「島原手延べそうめん」
に、野菜の出汁を使ったスープを合わせました。

みそ半（長崎県･南島原市）

413 隠れ岩松 和風カレーにゅうめん
「島原手延べそうめん」に、和風カレースープを合わせま
した。茹で立ての麺にカレースープがよく合います。

40g 320円(税込346円)通常税込
356円

CG180日 J

東京フード（茨城県･つくば市）

416 練りからし

からし（カナダ）  
120g 200円(税込216円)通常税込

227円

G120日 JK

上高地みそ（長野県･松本市）

417 桃花林 ゆずみそ
信州みそに愛媛県産生ゆずの香りが
生きた手作りの味。

大豆（国内産）  
50g 660円(税込713円)通常税込

724円

C

森文醸造（愛媛県･内子町）

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

ゆず（愛媛県）  

全型10枚 235円(税込254円)
G180日 

長谷川商店（東京都･中央区）

584 はねだし焼きのり
厳選したのりを、風味を大切に一枚
一枚焼き上げた物の中から、小穴や
破れ、縮みなどをはね出したもの。

のり（有明海、瀬戸内海）  

OK
前日
！

全型20枚 598円(税込646円)
CG180日 

金庄（千葉県･船橋市）

419 徳用 
千葉産石焼のり

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

のり（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

便
利
な

チ
ャ
ッ
ク
付
き

25g 250円(税込270円)
白ごま（国内産）  

化
学
調
味
料

無
添
加

65g 390円(税込421円)
BG180日 

ポールスタア（東京都･東村山市）

421 青森県田子町産
みじん切りにんにく

青森県田子町産の風味豊かなにんに
く「福地ホワイト種」を使用。切る手
間のいらない「みじん切りタイプ」。

にんにく（青森県）  
220g 370円(税込400円)

まいたけ（国内産）  
約10本入 220円(税込238円)CK KL C

タカノツメ（山形県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.8

九鬼産業（三重県･四日市市）

420 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。

長野森林組合（長野県･長野市）

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

おきたま興農舎（山形県･高畠町）

423 タカノツメ
(おきたま)

山形･おきたま興農舎の伊藤さん達よ
り。農薬無散布。

360㎖ 924円(税込998円)
シークヮーサー（沖縄県）  

水で割ってジュースにしたり、
レモンやライムの
代わりに

1kg 550円(税込594円)通常税込
616円

小麦（北海道）  
500g 370円(税込400円)通常税込

421円

G120日 L

小麦（北海道）  

江別製粉（北海道･江別市）

618 強力全粒粉
(北海道産小麦使用)

北海道産のハルユタカ、ホロシリ、ホ
クシンのブレンド。食物繊維、ミネラ
ルを含んだ全粒粉。

OK
前日
！

200g 498円(税込538円)
そば（北海道）  

300g×2
(1.4mm) 330円(税込356円)

小麦（カナダ）  

沖縄アロエ（沖縄県･那覇市）

424 シークヮーサー
100

沖縄で収穫されたシークヮーサー果
汁のみを使用しました。

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
！

山本食品（長野県･長野市）

637 国産の十割そば
北海道産そば粉100%で打ったそば
です。麺は細めです。食塩無添加、そ
ば湯もどうぞ。

OK
前日
！

日本製麻（富山県･砺波市）

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

OK
前日
！

300g×2 480円(税込518円)L M L L

小麦（埼玉県、他）  ［放］ 137Cs=5.1

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。

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

OK
前日
！

雑貨

240g 440円(税込475円)ML

そば、小麦（国内産）  

おびなた（長野県･長野市）

425 八割そば
国産原料のみ使用。従来の八割そば
の食感と違う、つるつるとした喉越し
を極めました。

190g
(固形量140g)×2 520円(税込562円)通常税込

584円

さば（長崎県、他）  

料理の素材としても　

創健社（神奈川県･横浜市）

426 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。

190g
(固形量140g)×2 540円(税込584円)通常税込

604円

KL

さば（長崎県、他）  

そのままおかずはもちろん、
料理の素材としても　

創健社（神奈川県･横浜市）

427 さば味付 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、本醸造醤油と喜界島
産粗糖のみで味付ました。

498円(税込548円)通常税込
572円

330g 345円(税込380円)通常税込
396円

ボーソー油脂（東京都･中央区）

431 台所用米ぬか粉
せっけん

米ぬか由来の油脂を主原料にした水環境
と手肌にやさしい台所用石けん。合成界
面活性剤、蛍光増白剤不使用。

油汚れにも! 国産原料の
米ぬかを有効利用しました

❶　取り外して広げた新聞紙の上に置く。
❷　粉せっけんを振りかけて、濡らしたぼろ布で拭き取る。
❸　 こびりついた汚れはプラスチックの不要なカードなどでこ

そげとる。
❹　きれいになったらそのまま取り付ける。

換気扇 編

水を使わないプロのワザ、お試しあれ!

2022
秋の

大掃除
適度な気温のこの時期は、

頑固な油汚れの掃除がおすすめです♪

100g 380円(税込410円)
有機米（国内産）  

JKL

味千汐路（新潟県･糸魚川市）

429 緑黄色野菜の
炊き込みごはん

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

離乳食

100g 380円(税込410円)J

有機米（国内産）  

味千汐路（新潟県･糸魚川市）

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

7か月頃
から

12か月頃
から

1550円(税込1705円)通常税込
1815円

1180円(税込1298円)通常税込
1375円 OK

前日
！

432 本体 450㎖

846 詰替用 400㎖

オリーブ油や髪にやさしい天然成分を
配合したシャンプー。スパイシートワイ
ライトの香り。
太陽油脂（神奈川県･横浜市）
パックスオリー
ヘアソープ

1550円(税込1705円)通常税込
1815円

1180円(税込1298円)通常税込
1375円 OK

前日
！

433 本体 450㎖

850 詰替用 400㎖

オリーブスクワラン、ホホバ油を贅沢に配
合、しなやかな髪にまとまります。スパイ
シートワイライトの香り。
太陽油脂（神奈川県･横浜市）
パックスオリー 
ヘアコンディショナー

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
！

ストックはOKですか？

650円(税込715円)通常税込
748円120g 450円(税込495円)

  

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

842 パックス 
ソルティーはみがき

塩のちからで歯周炎(歯槽膿漏･歯肉
炎)を予防して歯ぐきを健やかに保
つ、塩入り石けんはみがき。

歯ぐき
ケア

タイプ

OK
前日
！

1.8ℓ 700円(税込770円)

ボーソー油脂（東京都･中央区）

790 安心生活洗濯用
液体石けん詰替用1.8ℓ

溶けやすいヤシ、パーム脂肪酸にコ
メ脂肪酸を配合。溶け残りや衣類へ
の付着の心配はありません。

  

OK
前日
！

１
・
８
ℓ
の

お
徳
用
サ
イ
ズ

900㎖ 390円(税込429円)

ボーソー油脂（東京都･中央区）

788 安心生活洗濯用
液体石けん無香料 詰替用

米ぬかからとれたコメ脂肪酸を最大限配
合(主原料ヤシ、コメ)した無香料タイプの
植物性液体石けん。溶け残りの心配なし。

  

OK
前日
！

無香料

450㎖ OK
前日
！

260㎖

太陽油脂（神奈川県･横浜市）
パックスナチュロンハンドソープ

ヒマワリ油を使用した植物性石けんのハンドソープ
です。ぬるぬるせずさっぱり洗えます。香料はヒノ
キ、ヒバより抽出したものを原料にしています。

泡状ポンプ式430

詰替用834

お鍋一つで出来るみそ半のにゅうめんシリーズ！ おでんに欠かせない
商品勢ぞろい! 

カナダ産オーガニッ
クからしを使用。香
料 、着 色 料 、酸 味
料、乳化剤不使用。

全品
特価

次回から値上げ

※イメージ

シーズン初

シーズン初 シーズン初

全 特品 価

約
10本入

3合用

ゆで時間5分半

ゆで時間約4分
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300g 360円(税込389円)通常税込
400円

EG届いて15日前後 J

やまこみそ（茨城県･守谷市）

434 米こうじ 300g
茨城産コシヒカリ100%。使いきり
サイズの300g。塩こうじ作りや甘酒
作りに。

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.0

火 入れをしな い
生 醤 油。色 は 薄
口、味は濃い口。

1ℓ 540円(税込583円)通常税込
594円

CKL

入正醤油（千葉県･東庄町）

435 入正
生しぼり醤油

大豆（アメリカ、ブラジル）  

煮物の素材の色が
引き立ちます　

75g 520円(税込562円)通常税込
598円CG180日 KL

昆布（北海道）  

おにぎり、吸い物、
　　サラダなどにも!

リアス（千葉県･船橋市）

436 徳用塩吹昆布

220g×2 498円(税込538円)通常税込
570円

丸和食品（東京都･練馬区）

437 押し豆腐 2袋

大豆（国内産）  
200g 445円(税込481円)通常税込

498円EG21日 K F
するめいか（三陸北部沖） ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

旨味濃くお得な下足(ゲソ)です

共和水産（岩手県･宮古市）

438 国産するめいか
下足(バラ凍結)

(40g×3)×2 260円(税込280円)通常税込
302円

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.4
250g×2 1096円(税込1184円)通常税込

1242円

生乳（北海道）  

冷凍保存もできます

(45g×3)×2 660円(税込712円)通常税込
752円

魚肉（国内産）  

近海の小魚たっぷり使用!

10切550g 1580円(税込1706円)通常税込
1782円EG7日 K EG90日 I EG90日 FG180日 

紅鮭（ロシア）  

常備して便利!

JAやさと（茨城県･石岡市）

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

よつ葉乳業（北海道･音更町）

444 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。

山九水産（山口県･長門市）

445 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。

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

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

18g×25 554円(税込598円)通常税込
613円

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0
120g(4個) 354円(税込382円)通常税込

397円

FCHIJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

448 黒豚メンチカツ

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

400㎖×2 880円(税込950円)通常税込
972円

大豆･小麦（アメリカ、カナダ）  
360㎖×2 970円(税込1048円)通常税込

1070円FDKL JKL J

米（国内産）  

大進食品（神奈川県･横浜市）

447 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。

チョーコー醤油（長崎県･長崎市）

449 白だし 2本組

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

450 食菜酢 2本組

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

100g 320円(税込346円)通常税込
378円FG180日 

豚肉（国内産）  
240g 578円(税込624円)通常税込

653円EG7日 

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

439 丹沢農場の
徳用ベーコン切り落とし

無添加ベーコンの切り落としです。いろいろな料理にお
使い下さい。

丹沢農場（神奈川県･愛川町）

440 丹沢農場の皮なし
ベビーウインナー (徳用)

豚肉、自然海塩、粗糖、香辛料のみで作られたひと口サイ
ズの皮なしウインナー。

豚肉（国内産）  
500g 89円(税込96円)通常税込

108円

北海道  
500g 89円(税込96円)通常税込

108円

士別農園（北海道･士別市）

441 士別のじゃがいも(小玉)

士別農園（北海道･士別市）

442 士別の玉ねぎ(小玉)

北海道  

増量
パック

お得

2
 個組

お得 2
 個組

お得

2
 本組

お得 2
 本組

お得

2
 袋

お得

70g以下(目安)の小
さなじゃがいもです。
そのまま煮たり揚げ
たり、蒸したりしてど
うぞ。減農薬栽培。

5cm以下(目安)の小
さな玉ねぎ です。そ
のまま煮たり、揚げ
たり、蒸したりしてど
うぞ。減農薬栽培。

25個入

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。

本醸造薄口醤油ベー
スの濃厚で薄色タイ
プのダシ入り調味料。
焼津産かつお本節と
利尻産昆布を使用。

純米酢と純粋はちみつに
沖 縄 の 塩 を加 え た 調 味
酢。甘酢漬、ドレッシン
グ、マリネ、南蛮漬、ピク
ルスなどに。

甘酒はもちろん、醤油こう
じや塩こうじなど様々な用
途に使える万能食材。発酵
食品でもある「こうじ」を
上手に食卓に取り入れて腸
内環境を整えましょう。

醤油
こうじ

米こうじ

◆作り方
❶　 どちらも米こうじをほぐした後、容器(瓶かタッパー、フリーザー

バッグでも)に材料を全て入れて混ぜる。
❷　常温で寝かせ、1日1回混ぜて空気を少し入れる。
❸　 麹が柔らかくなったら出来上がり。(冬場や寒いときは2週間、

温かいと1週間程度。その後は冷蔵庫で保管してください)
※ 冷蔵庫保管で半年程度を目安に使い切って下さい

和え物や冷奴の
味付けに

肉や魚の下味に
炒め物の調味料に

(例:肉100 ～150gに
大さじ1くらい)

使い方

シーズン
スタート!!

塩
こうじ

今年も やまこ
　 みその

シーズン初
次回11月初旬の
企画予定　
次回11月初旬の
企画予定　

米こうじを調味料として使おう♪
使い方
　　色々! 米こうじを調味料として使おう♪

麹が軟らかくなれば食べられます(約1ヶ月後)。長く置く
とより熟成し、おいしくなります

使い方
　　色々!

◆作り方
❶　 鶏むね肉を食べやすい大きさにそぎ切りにし

て、塩麹大さじ1を入れて冷蔵庫で1晩置い
ておく。

❷　 キャベツ、ピーマンを2cm位の千切りにする。
しめじは小房に分けておく。

❸　 フライパンに油をひき②を強火でいためて、
お皿に出しておく。

❹　 同じフライパンに鶏肉を入れ両面に焼き色が
ついたら蓋をして蒸し焼きにする。

❺　 鶏肉に火が通ったら、③と塩麹大さじ1を入
れ強火にし炒め合わせる。

◆作り方
❶　 米 麹 は55度 の 湯

に2 ～ 3時 間 浸し
てふやかす。

❷　 生姜はせん切りに
する。 

❸　 ①の麹の水をきり、
その他の材料を全
部 混 ぜ 合 わ せる。
瓶に詰め冷蔵庫で
保存する。

◆材料
鶏むね肉 �250g
キャベツ��� 3枚
ピーマン ��� 1個
赤ピーマン �� 1個
しめじ ��� 100g
塩麹 ���� 大2 ◆材料

米麹 ����� 300g      
納豆 ����� 150g 
塩吹昆布 ���� 35g 
酒�������� 大2 
醤油 ��� カップ1/4    
白だし ��� カップ1/4 
みりん ��� カップ1/4  
はちみつ ������
����� 大1と1/2～2 
生姜 ����� 1かけ

鶏むね肉と野菜の
塩麹炒め お手軽もろみ

作っておくと何かと便利!作っておくと何かと便利!

簡単

醤油麹に漬けて冷蔵庫で2
～3日(期間はお好みで)寝か
せれば出来上がり

材料を混ぜ合わせて
冷蔵庫へ1ヶ月くらい
置けば食べころ♪

（このページ右上レシピ）

輪切り後、醤油麹に
30分以上漬けて炒め
れば出来上がり

原
料
が
美
味
し
い
昆
布
だ
か
ら
、
化

学
調
味
料
を
使
わ
ず
に
作
れ
な
い
か

と
メ
ー
カ
ー
と
相
談
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。

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。

国内産の鮮度の良いするめいかの下足を
バラ凍結にしました。バター焼き、天ぷ
ら、唐揚、お好み焼き等に。

2
   袋

お得

◆材料 (重量比)は
醤油麹は 醤油:麹=1:1
塩麹は 塩:水:麹=0.3:1:1

いつもの商品がお買い得♪家計応援！ 全 特品 価


