
※消費期限が短いため、
長期不在の方に送られる
場合はご注意ください。

つくば山麓･旧新治村の岩瀬さんより。味にこだ
わった黒豚に近い交配の豚で、甘みがあるのが特
長です。

茨城県
4800円(税込5184円)500002 宅配　1kg

2497円(税込2697円)

EG製造日から5日 
岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山
岩瀬さんの豚 ロースしゃぶしゃぶ用

500001 宅配　500g

鹿児島県
7900円(税込8532円)500004 宅配　モモバラ1kg

鹿児島県坊
ぼうのつ

津地区の3人の生産者より黒毛和牛をお届
け。牛にストレスをかけない肥育を心掛けています。

※消費期限が短い
ため、長期不在の
方に送られる場合
はご注意ください。

肉質は適度に霜降りが入り、甘味、
旨味のバランスに優れています　

手間暇かけて丁寧に育てました
甘みのある脂をご堪能下さい!

tel：0297-48-4911
fax：0297-45-6675

注文
期間 10月31日 （月）〜12月2日（金）

ネット
注文

インターネットでもギフトの注文ができますので 
是非ご利用ください

宅配 12月中旬のお届け予定です

一部商品はお届け期間が限られます。 ※のしはお付けできません。

班配達 ご注文の翌々週にお届けします

※すべて送料込みの価格です。（商品によっては沖縄･北海道は別途かかる場合があります）
※注文書と宅配用紙の両方にご記入下さい。
※一部商品にはお届け期間に限定があります。
※離島など場所によって冷蔵品をお届けできない場合があります。
※離島への発送についてはご相談させていただく場合がございます。ご了承ください。

毎年人気の商品 いつものお気に入りを
お世話になったあの人に!

お 肉

海 産 物

菓子・冷菓

畜産物

2No.
人気

josoco-op mail

国内産豚肉をじっくり熟成させたロースハム400g
と脂の少ないボンレスハム400gのセットです。

豚肉（国内産）

EG20日
鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）
鎌倉ロースハム･ボンレスハムセット

ロースハム400g
ボンレスハム400g 4100円(税込4428円)500005 宅配

【セット内容】
ボンレスハム 400g×1
ロースハム 400g×1

商品説明パンフ付き

北海道の海の幸を直送
サラダやマリネに大活躍

スモークサーモン60g×3
帆立250g×1 5250円(税込5670円)

G90日FG90日

秋鮭・ほたて（北海道）  

札幌中一（北海道･札幌市）
秋鮭スモークサーモン･ほたてセット

500008 宅配

丁寧にスモークした
秋鮭スモークサーモ
ンと、この時期喜ば
れ る ほ た て 貝 柱 の
セットです。

ザッハトルテ1個
クッキーシュー4個 3194円(税込3450円)

FG60日 HIL

生乳・卵（国内産）

弁天堂（兵庫県・淡路市）
ザッハトルテ・クッキーシューセット

500009 宅配

弁天堂で人気のザッハト
ル テと アー モ ンド クッ
キーシューのセット。添加
物を使わず国産原料を主
に使用。

3種680g 3500円(税込3780円)

FG60日 JKL

カレイ（ドイツ他）、さば（ノルウェー）、銀鮭（チリ）  

ダイマツ（鳥取県･米子市）
氷温熟成 煮魚･焼魚詰合せ

500006 宅配

氷温熟成で旨味が凝縮
定番の煮魚･焼魚をお手軽に

【セット内容】
かれい醤油煮100g×2
さばみそ煮90ｇ×3
銀鮭の塩焼き70g×3

定番の煮魚、焼魚を詰め合わせまし
た。3種の味をお楽しみいただけま
す。湯煎、またはレンジで温めて。

乳化剤･香料不使用の
チョコレート、オーガ
ニックココアを使用。
ス ポ ン ジ は 海 外 認 証
オーガニックのなたね
油で脂肪分を減量して
軽い仕上がりに。 

ザッハトルテ

添加物は使わず、国内
産原材料を主に安心で
きる物を使用。シュー
生地にクッキー生地を
乗せて焼くことで香ば
しくパリパリ感がある
仕上がりに。

アーモンド
クッキーシュー

厳選素材で心をこめて
一つ一つ作りました 久保田厳選･アイスギフト

JOSO

作り手の顔が見える
贈り物

お歳暮
2022冬ギフト

こ
だ

わり
の品で年末のご挨

拶

うっとりする香ばしさ、とろける食感、
圧倒的なうま味。3つの口福が楽しめる絶品

商
品
説
明
パ
ン
フ
付
き

鰹2本(約700g)
たれ15g×2、塩6g×2 4680円(税込5054円)

かつお（三陸東沖太平洋）

ハマヤ（高知県･高知市）
藁焼き鰹タタキ「龍馬タタキ」

500007 宅配

一本釣りした脂のりの良い鰹
を、四 万十川 流 域 の 稲 藁を
使ってあぶりました。無添加
タレ、天日塩付きです。

冷蔵庫解凍3時間、流水解凍20分

FG60日 JKL

北海道、沖縄、離島
へは送れません

美味しいハムをあの人に
鎌倉こだわりのハムギフト

EG製造日から5日 

4950円(税込5346円)

福永産業（福岡県･遠賀町）
鹿児島 坊津黒牛すき焼用

500003 宅配　モモバラ500g

畜産物

1No.
人気

畜産加工品

1No.
人気

商
品
説
明
パ
ン
フ
付
き

原材料：スモークサーモン：
秋鮭(北海道)、食塩、砂糖、
こしょう、ほたて：帆立貝
柱(北海道)

【セット内容】
スモークサーモン60g×3
帆立250g×1

素朴だからこそ深い味わい。
見た目もおしゃれなぺトランの焼き菓子
ぺトラン定番ギフトセット

【セット内容】
フィナンシェ、レモンケーキ、アーモン
ドチョコクッキー、ブールドネージュ、
紅茶マドレーヌ、いちごメレンゲ 各1点

6種6個 3700円(税込3996円)
Gレモンケーキ21日、他30日 HIKL

小麦（北海道、茨城県） 

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）
ぺトラン詰合せ

500011 宅配

ぺトランで人気の焼き菓子を詰合せに
しました。ティータイムやコーヒーのお
供におすすめです。

田中久美子さん
（ペトラン）

ぺトランさんのお菓
子詰め合わせです！ 
夏ギフトとは違うセッ
ト内容になります

生乳（国内産）  

FHIK

定番のカップアイスや、みず
みずしい土佐のフルーツが
味わえるアイスキャンデーを
セレクトしたセットです。

【セット内容と原材料】
■カップアイス : 土佐ジローアイス
クリン･バニラ･ 抹茶 ･ラムレーズ
ン･チョコレート･ごま 100ml×
各1個 
■キャンデー : 苺 ･ 苺とミルク･す
もも･やまもも･柚子 ･マンゴー･
バナナ･パイナップル① ･ブルーベ
リー② 80ml×各1本 ( 計15 個 )
①②はカタログ新登場のアイス
キャンデーです
原材料：①パイナップル果汁 ( パイ
ナップル ( 沖縄県産 ))、砂糖 ②ブ
ルーベリー ( 高知県産 )、砂糖、
レモン果汁

※沖縄 ･ 北海道は別途送料
( 税込 1320 円 )

アーモンドクッキーシュー
がとても美味でした。近
所の大人気の洋菓子店の
シュークリームにも勝ると
も劣らない味で、高めの
値段にも納得でした !

福永産業さんの鹿児
島坊津黒牛は小さい
頃食べていた味がし
ます。上京してから
この味のする牛肉は
なかった。本当にお
いしいです。私は熊
本出身です。

クチコ ミ

クチコ ミ

久保田食品（高知県･南国市）
久保田特選カップ･キャンデーセット

カップアイス6種
キャンデー9種 各1個 4550円(税込4914円)500010 宅配



丹沢高原豚イチオシの豚漬
隠し味のピーナッツバターが絶品!

丹沢農場のバラエティセット
い
ろ
い
ろ
な
味
が
楽
し
め
ま
す
！

茨城県の銘柄牛
2 CO-OP MAIL JOSO【2022年冬ギフト】

アレルゲン表示 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

120g×6種

EG7日 KL

豚肉（国内産）  
3100円(税込3348円)405002 班配達

120g×6種 3980円(税込4298円)

丹沢農場（神奈川県･愛川町）
丹沢農場のバラエティーセット

500014 宅配

飼料内容を吟味した丹沢高原
豚を使用。6種の無添加ハム、
ソーセージの詰合せです。

【セット内容】
ロースハム、ベーコンスライス、
焼き豚スライス、皮なし和風ミ
ニウインナー、ポークウインナー、
粗挽きウインナー ( 各120g) 

組合員に人気の鳴門魚類商品5種を詰合せました。
いつもの味を、あの人に。

5種790g 5980円(税込6458円)

G30日 FG30日 JK

秋鮭（北海道）、ぶり（九州近海）、さわら（山口県）、真さば（長崎県）

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）
味のエトセトラ5種セット

500022 宅配

【セット内容】
銀 だ ら 西 京 漬 (2 切
160g)、雄武産 秋鮭 ( 雄
宝 ) 西京漬 (3 切160g)、
さ わ ら 西 京 漬 (2 切
140g)、寒さばフィーレ
みりん干し(2 枚160g)、
香ばし味噌のぶり切身
(5 ～ 6 切170g)

商品説明パンフ付き

漬け魚中心の楽しいセット! はんなり香る京の漬魚 流水解凍ですぐできるので重宝

5袋996g 3750円(税込4050円) 5種8個 3370円(税込3640円)

【セット内容】
おとうふ揚げ 5 個175g
ソフトはんぺん 4 枚 200g
玉ねぎ揚げ165g
つまみ揚 ( 野菜 )130g
三陸おでん種セット 6 種10 品 326g

【セット内容】
さば水煮缶180g( 固形量130g) 2 缶
ほたて水煮缶 80g( 固形量 45g) 2 缶
ツナ水煮缶 80g 2 缶
いわし水煮缶180g(125g) 1缶
さんま水煮缶180g( 固形量125g) 1缶FG180日 HJK

すけそうだら（北海道）  さば（国内産）、いわし（三陸）、さんま（国内産）、ほたて（陸奥湾）、メバチマグロ（気仙沼） 

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）
高橋徳治商店冬の練り物セット

500026 宅配

タイム缶詰（宮城県・陸前高田市）
タイム缶詰アソート

500027 宅配

厳選した素材の味を最大限に
活かした人気の練り製品詰め
合わせ。原料は全て国産、合成
添加物不使用。

タイム缶詰の人
気 商 品 の 詰 め
合わせです。新
鮮 な 食 材 を 使
用し、手作業で
て い ね い に作
りました。リー
フレットつきで
す。

三陸の美味しいがギュッと
詰まったセットです

ホッとする味を目指した
登喜家のタイム缶詰セット　

商品説明パンフ付き
商品説明パンフ付き

国産モツの中で最も人気の高い牛の小腸のみ使用。
丁寧に処理し臭みがありません。素材の良さが分か
る塩味。

1尾約2.7kg 7150円(税込7722円)
秋鮭（北海道） 

【セット内容】
牛内臓肉 200g×2
スープ100g×4 袋

牛内臓肉200g×2
スープ100g×4袋 5063円(税込5468円)

牛小腸（国内産）  

大進食品（神奈川県･横浜市）
博多名物 国産牛モツ鍋セット

500015 宅配

FG180日 J

極上の味わい スープ2袋目は鍋の〆に

※消費期限が短い
ため、長期不在の
方に送られる場合
はご注意ください。

※消費期限が短い
ため、長期不在の
方に送られる場合
はご注意ください。

※消費期限が短い
ため、長期不在の
方に送られる場合
はご注意ください。

500g 6980円(税込7538円)
茨城県 

県内195名の指定農家が約30ヶ月間育て上げ
た黒毛和種(和牛)の中から、食肉取引規格(枝肉
格付)においてA･B4以上に格付された上質で優
秀なものだけが、『常陸牛』として流通していま
す。

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山
常陸牛肩ロースすき焼き用

500012 宅配

G製造日から5日EG製造日から5日

豚肉（神奈川県）

約120g×7枚 3300円(税込3564円)405001 班配達

飼料内容にもこだわった丹沢高原豚の
ロース厚切りを、特製の味噌ダレに漬け
込みました。旨味のあるロース肉とピリ辛
味噌ダレの芳醇な味わいは格別です。

G7日 EG7日 NJKL

約120g×7枚 4500円(税込4860円)

丹沢農場（神奈川県･愛川町）
丹沢高原豚の豚漬

500013 宅配

商品説明パンフ付き

3種710g 3200円(税込3456円)

マストミ（徳島県･徳島市）
無添加中華惣菜 3点セット

500016 宅配

FG最短60日 OHJKL

カタログでもおなじみ
のマストミより。素材･
調味料共に厳選し、定
番人 気の惣 菜を詰合
せました。

【セット内容】
鶏のから揚げ 200g、
エビのチリソース煮
180g、黒 酢の酢豚
( 放牧豚 )330g

マストミ人気の中華総菜を詰合せ

豚肉 ･ 野菜 ･ 小麦など
国産素材にこだわった
手づくりの本格点心。
本場中国の家庭の味
をお楽しみ頂けます。

4種960g 3380円(税込3650円)
豚肉･小麦（国内産）  

飛鳥食品（東京都･江戸川区）
飛鳥の中華点心セット

500017 宅配

FG120日 JKL

【セット内容】
黒豚シュウマイ12
個180g、黒豚焼き
餃 子 16 個 280g、
黒 豚 水 餃 子 15 個
250g、ミニ肉まん
5 個 250g

黒豚焼餃子

黒
豚
水
餃
子

ミ
ニ
肉
ま
ん

黒豚
シュウマイ

※イメージ

飛鳥食品人気の4点セットです

オホーツク海で4年間じっくりと育っ
た甘み抜群のほたて貝柱です。刺身、
ステーキで。贈って喜ばれます。

F

ほたて貝柱（北海道）

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）
猿払産ほたて貝柱

1kg(1玉約30g) 7680円(税込8294円)500018 宅配

1kg(1玉約30g) 6180円(税込6674円)405003 班配達

海産物

1No.
人気

商品説明パンフ付き

じっくり 4 年かけて育ちました
旨味が抜群のほたて貝柱

愛知県の指定生産者が育てました カット済みで調理しやすい !指定生産者による管理
基準に基づいた生産で、
安全性にもおいしさにも
優れています。タレも生
協の特別仕様。

うなぎ（愛知県）  
9480円(税込10238円)70g×6

6680円(税込7214円)70g×4

500020 宅配6パック

F

オホーツク海で漁獲されたオスの
秋鮭を新巻鮭にしました。適度な塩
分(2%)で仕上げました。使いやす
いように切り込みが入っています。札幌中一（北海道･札幌市）

新巻鮭姿切り

500021 宅配

原材料：秋鮭、食塩

FJKL

4種×2切510g ネギトロ50g×10
タレ20g×105460円(税込5897円) 4480円(税込4838円)

FJK FJKL

さわら（韓国）、紅鮭･銀だら（アメリカ）、めぬけ（アイスランド）  めばちまぐろ（太平洋）  

京都の老舗「本田味噌」製の西京味噌を使った特
製の漬け床に、じっくり漬け込みました。

良質のメバチマグロを
つぶつぶ感を残してミ
ンチにしました。別添
のオリジナルのタレも
調味料を厳選。

つきじ深村（東京都･中央区）
京都やま六 西京漬詰合せ

マストミ（徳島県･徳島市）
まぐろ屋さんの丼セット

500023 500024宅配 宅配

【セット内容】
さわら 60g × 2
紅鮭 65g × 2
銀だら 60g × 2
めぬけ 70g × 2

4種
   ×2

※イメージ

25枚680g 3500円(税込3780円)

EG7日 HJ

魚肉すり身（鹿児島県、他）  

松野下蒲鉾（鹿児島県･枕崎市）
こだわりさつま揚げ詰合せ

500025 宅配

本場鹿児島のさつま揚げ 甘さ控えめです

枕崎水揚げの魚のすり身と無リンの白身魚の
すり身を使用。鰹節、昆布等で味付けし、菜
種油で揚げました。

【セット内容】
棒天 8 本、小判天
5枚、ごぼう天4 枚、
やさい天 4 枚、黒
ごま芋天 4 枚

大黒淡水（静岡県･大井川町）
うなぎ蒲焼

500019 宅配4パック

毎年うちはこれを親し
い友人に送ります。大
粒で、お刺身はもちろ
んステーキでも美味
しいと喜ばれます。

クチコ ミ

10袋

※消費期限が短
いため、長期不
在の方に送られ
る場合はご注意
ください。



無茶々園の
生産者さん

CO-OP MAIL JOSO【2022年冬ギフト】

生協までご連絡ください。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。

青果

1No.
人気

微生物農法の会･高柳さんより。歯ざわりが良く、そ
れでいてムチッとした食感が味わえるれんこん。

歯ざりがよく、ムチっとした
食感が好評!

甘さと濃厚なコクが特徴！

お届けは12月中旬ごろ
の予定ですが、ご希望
の 方 には12月20日 以
降にお届けしますので、
宅配用紙にその旨ご記
入ください。

高柳さん

前年
好評

茨城県

3kg 3700円(税込3996円)500028 宅配

4kg 4770円(税込5152円)

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

500029 宅配

少人数にも
嬉しい3㎏箱も

登場♪

S〜2Lサイズ
5kg 3332円(税込3599円)

愛媛県

500032 宅配　

無茶々園（愛媛県･西予市）
無茶々園の温州みかん

甘いだけでなく、甘みと
酸味のバランスのとれた
濃厚な味わいが特長。農
薬無散布主体ですが、病
害虫の発生により農薬0
～3回使用。

農薬の散布回数を出来るだけ減らし生産者にも、消費者に
も安全なみかん作りを心がけています。土作りには鶏糞や
有機質肥料を使い、味の濃い、おいしいみかんを作ってい
ます。減農薬栽培。

5kg 3500円(税込3780円)
静岡県  

渥美農園（静岡県･浜松市）
渥美さんの温州みかん

500033 宅配

まろやかな味わいが特徴です

渥美さんご一家

6～9
玉

4500円(税込4860円)

養豚と果樹栽培をおこなう有畜複
合農業を実践し、果樹に使用する肥
料は、この豚糞を利用した自家豚糞
堆肥を使用。化学肥料は一切使用し
ていません。農薬も必要最少限に。

2.5kg
(6〜9玉)

長野県

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）
洋梨(ル･レクチェ )

500034 宅配

収穫量が限られている
ため、なるべく早めに
ご注文ください

濃厚な甘み、かつ繊細な歯ざわり
稀少な西洋梨「ル･レクチェ」

芳醇な香りと甘さが特徴です

9～10
玉

3998円(税込4318円)

洋梨の女王と呼ばれる
ラ・フランス。てっぺん
に「しわ」が付いたら
完熟の証。減農薬栽
培・化学肥料不使用。

3㎏
(9〜10玉)

長野県

さんさんファーム･宮下さん達（長野県･松川町）
洋梨（ラ・フランス）

500035 宅配

さんさんファームの皆さん

土づくりからこだわる「大和田さん」
からさつまいもを厳選!

さつまいもの栽培から
加工まで一貫製造!

減農薬･無化学肥料栽培の
たねなし柿

無農薬

500037 5kg 3150円(税込3402円)
茨城県

宅配

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

大
和
田
さ
ん

微生物農法の会･大和田さんより
農薬無散布栽培のさつまいもを直
送。甘くてホクホクのさつまいも
は毎年好評の一品。ビタミンB、
C、食物繊維等も豊富でおいしい
さつまいもを是非贈り物に。

500038 150g
×5袋 4200円(税込4536円)

さつまいも（茨城県）  

宅配

無農薬

あゆみの会･白鳥干しいも生産組合（茨城県･鉾田市）
干しいも 5袋

あゆみの会･羽成さん達より。茨城県産の紅はるかを使っ
て、丁寧に干し上げました。原料の芋は無農薬栽培。

減農薬･無化学肥料栽培のたね
なし柿を、硫黄くん蒸及び保存
料･添加物を使わずに加工した
干し柿です。

今では少なくなった昔な
がらの天日干し。徹底し
た選別で厳選したさやい
り落花生です。

羽成さん

5袋
G14日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）
あんぽ柿

70g×10玉 3200円(税込3456円)
500039 宅配

70g×10玉 2500円(税込2700円)
405004 班配達

天日干しの様子ますだ（千葉県･八街市） 
天日干しさやいり落花生

700g
(350g×2) 3750円(税込4050円)500040 宅配

700g
(350g×2) 2850円(税込3078円)405005 班配達

5種830g 4350円(税込4698円)
5種830g 3100円(税込3348円)

八街 落花生詰合せ

500041 宅配

405006 班配達
落花生（千葉県）

【セット内容】
天日干しさやいり300g
粉ふき 90g
バターピー 120g
うす皮煎り 120g
茹で落花生 200g

※原料の一部に
大豆を含みます

   千葉
八街産！

今では珍しい天日干し乾燥で、香りが高く
甘みも強い

G90日 INKG90日 N

3

木下さん

まるでゼリーの塊!?
甘さも群を抜く新品種!

9～12
玉

商品説明パンフ付き

愛媛県  

愛媛生まれの新品種です。甘さ、香り良し、果
汁も多いです。大玉限定で喜ばれる事間違い
なし!減農薬栽培。

3㎏箱(9〜12玉) 5150円(税込5562円)

木下さん達（愛媛県･宇和島市）
紅まどんな

500030 宅配

商品説明パンフ付き

プルプル食感と
抜群の甘み

外皮がとても
薄いので、
包丁を使って

無袋で太陽の光をたっぷり浴び
たふじりんごです。ネオニコチノ
イド系農薬･除草剤等不使用。

5㎏ 4998円(税込5398円)
長野県
500031 宅配　

はなうた家（長野県･麻績村）
りんご(サンふじ)

標高800mで育てる
はなうた家の厳選りんご

はなうた家
谷口さんご夫妻自宅用でも頼んでい

ますが、高柳さんの
れんこんに出会うま
でれんこんがこんな
に美味しいものだと
は知りませんでした。
2歳の息子もレンコン
大好きです。�(Kさん )

クチコ ミ

送り先から「とにかく
コクがあって味が濃
いみかん」と好評で
す。極力農薬を使っ
ていないのも安心で
す。� (Yさん )

クチコ ミ

大和田さんのさつま
いも、ただ蒸かした
だけなのにとっても甘
くておいしかったで
す !� (Hさん )

クチコミ
商品説明パンフ付き

桃ギフトでもお馴染み!
小林さんの厳選したふじりんご

写真はイメージです。必ず蜜が入ると
は限りませんのでご了承ください。

小林さん

8〜12玉 
約3kg 4200円(税込4536円)

長野県

小林さん（長野県･中野市）
小林さんのりんご(ふじ)

500036 宅配

甘みののったふじを厳選し
てお届けします。無化学肥
料･減農薬栽培。

8～12
玉

本当に香りが良くて美
味しいです。買い続
けます !

クチコ ミ

「紅まどんな」皮が薄
くてジューシー。すご
く美味しかったです。

クチコ ミ

100g×6種 4700円(税込5076円)

山田養蜂場（茨城県･つくば市）
山田養蜂場のはちみつ6種詰合せ

500042 宅配

6種詰合せです。

【セット内容】
とち蜜、さくら蜜、
アカシヤ蜜、みか
ん蜜、くり蜜、百
花蜜、各100g

それぞれのはちみつの味や香りをお楽しみください

From 長野県  さんさんファームからの贈り物　

渥美さんのみかん、
とっても甘くて美味し
かったです。� (Kさん )

クチコ ミ
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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。お届け時の温度帯

3種20個 4250円(税込4590円)

EG21日 I

生乳（石川県）

ホリ乳業（石川県･金沢市）
腸内活性ヨーグルメイト3種詰合せ

500046 宅配

【セット内容】
プレーン 90g × 6
加糖 90g × 8
のむヨーグルト
140g × 6

ホリ牧場の
皆さん

牧草主体に育てた乳牛の生乳を
使用。牧場、工場の一貫経営。長
時間発酵熟成により、まろやか
な味に仕上げました。

720㎖×2種 4200円(税込4620円)
ぶどう（北海道）  

はこだてわいん（北海道･七飯町）
はこだてわいん赤･白2本セット

500053 宅配

【セット内容】
白 ( ナイアガラ )720 ㎖
赤 ( キャンベル ･アーリー )720 ㎖

5種6品 3000円(税込3240円)
野菜（国内産）  

グリンリーフ（群馬県･昭和村）
グリンリーフのお漬物セット

500047 宅配

国産の野菜で添加物を使わずに作った
人気のお漬物5種をセットにしました。

【セット内容】
糖しぼり大根 250g× 2、糖しぼりゆ
ず大根150g、農家で漬けた白菜漬け
250g、農家で漬けたゆず白菜 250g、
大根しょうゆ漬け150g

EG9日以上 J

新鮮な牛乳に生クリーム、生卵黄を
加えたアイスクリーム。

健康な牛から搾った新鮮な生乳を原料に作
り上げたヨーグルトとチーズのセットで
す。価格はビン代込みです。

5種8個各110㎖ 3935円(税込4250円)

F  HI

牛乳（栃木県）

千本松牧場（栃木県･那須塩原市）
千本松牧場プレミアムミレピーニアイス

500043 宅配

【セット内容】
バニラ× 2、ストロベリー× 2
チョコレート× 2
ロイヤルミルクティー×1、抹茶×1

商品説明パンフ付き

720㎖×2種 4300円(税込4730円)
米（国内産）  

越後鶴亀（新潟県･新潟市）
越後鶴亀 慶賀 ギフトセット

500054 宅配

純米酒特有のコクが味わえる日本人の味覚に合う「日本のワイン」

【セット内容 & 原材料】
招福神 純米金箔入：米、米麹 ( 国
内産 )、金箔
純米吟醸：米、米麹 ( 国内産 )

お祝いなどの贈答に最適な一品、
お目出度いお酒の贈物です。

EG150日 JKL

昆布（北海道）  

リアス（千葉県･船橋市）
リアス 昆布巻セット

5種6品 4480円(税込4838円)500048 宅配

昆布屋さんが作った豪華で美味
しい昆布巻セット。年末の年越し
そばにも使えるにしんの甘露煮
入り。

芳醇でさっぱりとした味わい

生乳の濃厚さが際立つ
16種類の腸内活性菌ヨーグルト

年末に重宝されるお漬物セット 年末年始に大活躍の詰合せ!

鈴木牧場の乳製品の「あの味わい」を
大切なひとに

チョコのギフトはいかがでしょうか? 
2022年版Artisanチョコの
詰め合わせ 

鈴木さんご一家

7種7個 3733円(税込4032円)

EG14日 I

生乳（茨城県）

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場詰合せ

500044 宅配

【セット内容】
ヨーグルト(プレーン)400g×1
ヨーグルト(微糖)400g×1
フレッシュモッツァレラ100g×1
さけるチーズ(プレーン)30g×1
さけるチーズ(ペッパー )30g×1
さけるチーズ(バジル)30g×1
さけるチーズ(クミン)30g×1

地
ビ
ー
ル
の
ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
名
高
い
エ
チ

ゴ
ビ
ー
ル
よ
り
。
選
り
す
ぐ
り
の
4
種
類
の
ビ
ー
ル

を
詰
合
せ
ま
し
た
。

カステラでもない、ロールケーキ
でもない不思議なお菓子

ニューオークボのパスタ&
マカロニセット

水分を蒸発させながら仕上げる伝統の直火炊き。食べご
たえのある煮豆です。

小麦（カナダ、アメリカ）  

8種12品1440g 3700円(税込3996円) 5種×各2品 3850円(税込4158円)

EG90日 JKL
菊田商店（東京都･練馬区）
菊田煮豆セット

500049 宅配

L
ニューオークボ（千葉県･柏市）
ニューオークボパスタ&マカロニセット

500051 宅配

【セット内容】
とら豆120g×2、金時豆120g×2、
青豆120g×2、昆布豆130g×2、
白福豆120g、お福豆120g、黒豆(雁
喰豆 )100g、いんげん豆120g

【セット内容】
スパゲティブロンズタイプ1.7mm×2
スパゲティブロンズタイプ1.9mm×2
タリアテレ 300g×2
ペンネマカロニ100g×2
スクリューマカロニ100g×2

【セット内容 & 原材料】
京都山田金ごま油 60g：金ごま (トルコ )
京都山田黒ごま油 60g：黒ごま ( ミャンマー、パラグアイ )
京都山田がーりっくオイル 60g：白ごま (グァテマラ、パラグ
アイ等 )、にんにく( 国内産 )
京都山田ねぎ生姜オイル 60g：白ごま ( グァテマラ、パラグ
アイ等 )、ねぎ、しょうが ( 国内産 )

1箱(各1本) 3700円(税込3996円) 60g×4種 3300円(税込3564円)

G45日 HJKL

生乳・卵（国内産） 金ごま（トルコ）、白ごま（グァテマラ、パラグアイ等）  

三源庵（京都府･京都市）
ロールカステラセット(黒豆･抹茶)

500050 宅配

山田製油（京都府･京都市）
京都山田 極上卓上ごま油セット

500052 宅配

白餡を練りこんだカステラ
生地を、職人が手で巻きま
した。しっとりなめらかな舌
触りと、重厚感のある食感。

北海道で収穫されたキャンベル
アーリー種とナイアガラ種を使
用した赤･白ワインセットです。

常総 生協オリジナルギフト企
画。ニューオークボのパスタ&マ
カロニをセットにしました。

山田製油の美味しいごま油シリー
ズをテーブルの上でお好みにお使
いいただけるサイズのボトルです。

【セット内容】
黒豆･抹茶各1本

【セット内容】
にしん甘露煮半身1枚×2
にしん昆布巻 ( 北海道産 )2 本 80g×1
にしん昆布巻 ( 北海道産 )1本180g×1
さけ昆布巻 ( 北海道産 )2 本 80g×1
さけ昆布巻 ( 北海道産 )1本180g×1

【セット内容】
ミルクチョコ プレゼント×1
ソルト&キャラメルチョコガラスまどと花びんにいけたダリア×1
フルーツ&ジンジャーチョコ chocolate cranberry×1
アーモンドチョコ かかえてるネコちゃん2022ver. ×1
スパイス&ココアパフチョコ the cats are sitting…×1

50g5種×各1枚 3400円(税込3672円)

I

カカオ（スイス）  

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）
Artisan Chocolate Collection

500045 宅配

第3世界ショップのArtisan
チョコシリーズを詰め合わ
せました。

甘すぎず、それでいて
コクがあって美味しい
です。これとネージュ
のアイスクリームを
使っておやつに家で
パフェを作りました。

クチコ ミ

【セット内容】4 種類各 3 缶
プレミアム レッドエール：ホップ
由来のしっかりとした苦味 ･ 柑橘
系の香り。
エレガント ブロンド：フルー
ティーな味わいとアロマホップの
香りが調和した軽やかなビール。
ピルスナー ：チェコスタイルを追
求した、麦芽のコクとホップのさ
わやかな香りが特徴の本格派
ビール。
こしひかり越後：新潟産コシヒカ
リを使用したスッキリとした喉越
しと澄んだ旨味のラガービール。
寿司などの和食と好相性。 

エチゴビールの人気商品が
セットになりました! お酒

G180日 L

麦芽（フランス、ドイツ）  

エチゴビール（新潟県･新潟市）
エチゴビール詰合せ(4種セット)

(350㎖×4種)×3缶 4750円(税込5225円)500055 宅配

(350㎖×4種)×3缶 3900円(税込4290円)405007 班配達

直火開放釜で手間暇かけて
炊き上げました

原材料：小麦(カナダ、
アメリカ)、食塩

原材料：ぶどう(北海道)

J

お酒

お酒

ALC：12% 

ALC：15%

酸化防止剤無添加

商品説明
パンフ付き

会社説明
パンフ付き

のしは短冊のしのみになります


