
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。

josoはじめよう!
健康で経済的なくらし
2017年度 みんなで取り組む活動テーマ

地元のやさいを食べよう！！
〜日々の台所から地域を変えていこう〜

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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2560円(税込
2765円)通常税込

2916円

　啓は「ひらく」、蟄は「冬ごもりしていた虫」のことで、文字通り土中で冬眠してい
た蛙や蛇などが這い出してくる頃です。季節の移ろいと共に、素材も料理も春めい
たものに変わってきます。中でもほろ苦い春の芽吹き(土

つ く し

筆、よもぎ、野のせりなど)を
自然と体が欲し、食べると、冬に鈍ったからだもだんだん活動的になってきます。
　今週は春の揚げ物特集です。最近は揚げ物をしない家庭が増えています
が、油の質に注意し、揚げ物ばかりに偏らなければ健康には問題ありませ
ん。普段使っている油と違う油で揚げるとまた一味違いますよ。
　家庭での揚げたてを塩で頂くとまた格別です。

8尾前後180g 798円(税込
862円)通常税込

913円

FBG180日 O

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

11 ブラックタイガー 2L

ブラックタイガー（インドネシア）  
340g 875円(税込

945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）

12 大粒シーフードミックス

するめいか･ほたて（北海道、青森県）、天然エビ（マレーシア）  
片身5～8枚前後200g 428円(税込

462円)通常税込
498円

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

13 真あじフィーレ

真あじ（長崎県）  
180g 428円(税込

462円)通常税込
475円FCG90日 

城ヶ島水産（神奈川県･三浦市）

14 めかじき切身(一口カット)

めかじき（インドネシア、台湾）  

400g 470円(税込
508円)

微生物農法の会･高柳さん（茨城県･行方市）

15 高柳さんのれんこん

茨城県  ［放］不検出 ＜2.2 ＜1.1
約100g 286円(税込

309円)

吉澤さん達（群馬県･昭和村）

16 グリーンアスパラ

群馬県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5
1kg 190円(税込

205円)

まごころの里（北海道･栗山町）

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

北海道  
25g 625円(税込

675円)通常税込
702円

CG60日 O

友和丸（静岡県･静岡市）

18 素干し桜えび

桜えび（駿河湾）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8
300g 475円(税込

513円)
ECG180日 

ニッカンフーズ（大分県･日田市）

19 たけのこ水煮
(スライス)

たけのこ（国内産）  

貴重な国産たけのこ

200g×2 460円(税込
496円)通常税込

518円EG10日 J

浜食（東京都･調布市）

20 洗いもずく 2個組

もずく（沖縄県）  
300g 545円(税込

589円)通常税込
605円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

21 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。茹でてサラダに。バラ
凍結。

茨城県 [放]不検出 <3.6 <3.4
60g 275円(税込

297円)通常税込
308円

EG30日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

25 かりかり梅(きざみ)
原料の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、チャーハンなどに便利です。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

1380g 948円(税込
1024円)通常税込

1069円
J

岡村製油（大阪府･柏原市）

549 あげもの油

綿実（トルコ、ギリシャ）、菜種（オーストラリア）、米ぬか（国内産）  
1kg 530円(税込

572円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

22 無茶々園の
清見オレンジ

みかんとオレンジの 掛け 合わせ品
種。たっぷりの果汁と芳醇な香りが
特長的。農薬0～3回。

愛媛県  
約200g 395円(税込

427円)

井上さん（埼玉県）、岩下さん達（熊本県）

416 サラダスナップ
（増量）

さやごと食べる甘みの強い豆です。
サッと茹でてマヨネーズ等をつけて。
増量パックでお買い得。減農薬栽培。

埼玉県、熊本県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.5
80g 398円(税込

430円)通常税込
464円FG60日 J

稲石（福岡県･福岡市）

27 鮭ちりめん

かたくちいわし（国内産）  
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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。

通常よりも大粒です。
カレ ー、シチュー、
スープにぴったりサイ
ズです。

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。

めかじきの切身過
程で出る端材を、
一 切 あたり10 ～
15gにカットした
お徳用です。

24 5kg
山形県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.4

23 3玉

本田さん、鈴木
さん達よりふじ
をお届け。甘み
と酸味のバラン
スが良く、多汁
で香りも高い人
気の品種。減農
薬栽培。

おきたま興農舎･本田さん達（山形県･高畠町）
りんご(ふじ)

ちりめん、鮭焼ほ
ぐしにわかめと白
ご ま を 和 え ま し
た。ご飯のお供や
おにぎり、チャー
ハンに混ぜても。

原材料：かたくちい
わし、鮭焼ほぐし、
白ごま、干わかめ、
醸造酢、砂糖、食塩

組合員さんから
のお便り

あの揚げ油をもう1度!
香り、歯ざわり、味･･･口うるさ
い主人が「これはうまい!」と太
鼓判。
� (松戸市･Kさん)

ごはん
混ぜるだけで

2
 個組

お得

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。

素
材
の
旨
み
を
引
き
出
す
綿
実
油
と
甘
み
の
あ

る
香
り
が
特
長
の
米
油
を
使
っ
た
、
風
味
豊
か

な
油
で
す
。
非
遺
伝
子
組
み
換
え
原
料
使
用
。

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。

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。

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。

日中は40℃近く、
夜は−10℃以下で
育つ寒締め栽培。
糖度が高く、甘み
の強いアスパラで
す。農薬無散布。

無農薬

OK
前日

！

春

揚げ物の春
3月5日は「啓蟄」

けい ちつ

特集

380円(税込
410円)通常税込

431円

鳴門魚類 全品特価セール

5～8
枚
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CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

外皮を
剥く時に

1kg 487円(税込
526円)

愛媛県  

いちごの豆腐ブラマンジェ
� （作り方は5ページ）

200g×2 815円(税込
880円)

竹村さん（茨城県･かすみがうら市）

34 竹村さんのいちご

茨城県  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0

デザート作りにも

1個 400円(税込
432円)

無茶々園（愛媛県･西予市）

28 無茶々園の
ムッキーちゃん

200g 650円(税込
702円)

あゆみの会･菅谷さん達（茨城県･かすみがうら市）

35 いちご(とちおとめ)
品種はとちおとめ。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7

500g 398円(税込
430円)

江川農園（神奈川県･小田原市）

36 江川さんの
キウイフルーツ

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

神奈川県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

約450～600g 310円(税込
335円)A

ヒロインターナショナル（神奈川県･横浜市）

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

ペルー（トゥンベス地域）  

35g 95円(税込
103円)A

あゆみの会･遠藤さん達（千葉県･旭市）

43 パセリ
栄養価の高いパセリ。添えるだけで
なく、刻んで料理に加えれば風味も
アップ。農薬無散布。

千葉県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.0

約50g 117円(税込
126円)A

あゆみの会･嶋田さん達（千葉県･旭市）

44 葉ねぎ(小ねぎ)
刻んで麺類の薬味にどうぞ。かつおな
どくせのあるお刺身にも。軟らかいので
ぬたにもおすすめです。減農薬栽培。

千葉県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.1

バジルパスタ

約30g 184円(税込
199円)

山本さん（熊本県･不知火町）

45 スイートバジル

熊本県  

手
作
り

バ
ジ
ル
ソ
ー
ス
に
も

ル
ッ
コ
ラ
の
お
ひ
た
し

50g 190円(税込
205円)B

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

46 ルッコラ

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.1

加熱する場合はサッと短時間で

250g 50円(税込
54円)EA

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

47 もやし
緑豆もやし。筑波山麓の綺麗な湧水をたっ
ぷりと使用しじっくりと育てた歯ごたえが
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
約130g 185円(税込

200円)

福山さん達（宮崎県･新富町）

48 ピーマン
肉詰めや、煮込み料理にも。減農薬
栽培。

宮崎県  

約130g 220円(税込
238円)

福山さん達（宮崎県･新富町）

49 赤ピーマン

宮崎県  
3本 240円(税込

259円)

赤谷さん（千葉県･旭市）

50 きゅうり 
化学肥料を使わず米糠、籾殻薫炭ボ
カシを土に。きめ細かい栽培をする
ことで農薬使用を最小限に。

千葉県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.8

大木さん

300g 320円(税込
346円)A

大木さん（茨城県･常総市）

52 大木さんの中玉トマト

茨城県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5
40g 155円(税込

167円)B

中村農芸･中村さん（茨城県･取手市）

54 中村さんのベビーリーフ

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

1束 167円(税込
180円)

微生物農法の会･宮内さん達（茨城県･行方市）

58 微生物農法の会の
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
1束 165円(税込

178円)

木村農園（茨城県･つくば市）

59 木村さんの小松菜
軟らかく、甘みがあり、味も濃い品
種。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.1

690円(税込
745円)30 1kg

1950円(税込
2106円)

愛媛県  
31 3kg

堅い皮も簡単にむけ、さらに中の薄皮までむけてし
まう便利グッズ。手軽に晩柑類を楽しめます。

皮が厚い晩柑。でもこれさえあ
れば皮むきラクラク! 利用頂い
た組合員からは「思った以上に
よかったです!皮むきストレス、
バイバーイ(つくば市･Nさん)」
と好評でした。
一家にひとつあると便利です。 中の

皮も

無茶々園のヒミツ道具
「ムッキーちゃん」のご紹介

旬の晩柑を
　もっと身近に!

江川農園（神奈川県･小田原市）
江川さんの青島みかん

温州みかんの中でもやや大きめで、甘酸のバランスが
良く、濃厚な味わいが特長です。減農薬栽培。

380円(税込
410円)

32 1kg

1800円(税込
1944円)

神奈川県   

33 5kg

自分の子供に食べさ
せられるものをモッ
トーに農薬使用回数
を減らし、自家製肥料
･忌避剤で栽培してい
ます。減農薬栽培。

824円(税込
890円)39 1kg

静岡県 ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1

松永農園（静岡県･静岡市）
松永さんのレモン

398円(税込
430円)38 400g

松永さん

無農薬

約150g 220円(税込
238円)

右田さん達（熊本県･芦北町）

51 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。

熊本県  
約100g 286円(税込

309円)

吉澤さん達（群馬県･昭和村）

16 グリーンアスパラ

群馬県 ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5

無農薬

無農薬 無農薬

無農薬

土耕栽培なので水洗いしてから
お召し上がりください

約100g 280円(税込
302円)

53 ホワイトアスパラ

群馬県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.9

グリーンア
スパラより
も 長 め に
茹でて下さ
い。4～5分
が目安です

無農薬

無農薬

無農薬

関東、東北、静岡県産の作物
について放射能検査を実施
しています。掲載の放射能数
値はカタログ作成時のもので
す。最新の情報は「商品情
報」をご覧ください。

農産物の
放射能検査について

無農薬

独特の香りは生の
バジルならでは。
冷気にあてると低
温障害で黒くなり
ますので冷蔵庫に
は入れないで下さ
い。農薬無散布。

ほのかにゴマの
ような 香りがし
ます。サラダ、炒
め 物 等 で。農 薬
無散布。

肉厚な赤ピー
マン専用種主
体 。糖 度は 約
10度前後と高
めで す。減 農
薬 ･ 無 化 学 肥
料栽培。

大玉トマトより甘み
が あ る 中 玉 系トマ
ト。ビー玉からピン
ポン玉位まで大きさ
は色々です。減農薬
栽培。

約 2 0 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。

親 子3代 にわた
り農薬を使用せ
ずレモンを作り
続けています。
皮ごと安心して
ご利用下さい。
農薬無散布。

親 子3代 にわた
り農薬を使用せ
ずレモンを作り
続けています。
皮ごと安心して
ご利用下さい。
農薬無散布。

安心の無農薬栽培レモン

700g 440円(税込
475円)

静岡県

海瀬農園（静岡県・沼津市）

412 黄金柑
黄色い果皮に小さめサイズですが、味
と香りのバランスは良くオレンジに近
い風味。無化学肥料、減農薬栽培。

約550g 550円(税込
594円)

岩川さん達（鹿児島県･屋久島町）

413 屋久島タンカン
皮がむきやすく果肉はやわらかで多
汁。甘みが強くて、酸味は少なく、香
り豊かな柑橘です。農薬無散布。

鹿児島県  

無農薬

1玉 210円(税込
227円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

56 長島さんのレタス

茨城県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜3.9
1玉 165円(税込

178円)
57 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。

無農薬 無農薬

約170g 276円(税込
298円)

金棒さん･山本さん（熊本県･天草市）

415 初恋スマート
ミニトマト

日持ちがよく甘いだけでなく酸味もある甘
酸バランスよいトマトです。ヘタの取れた
果実も入ります。減農薬栽培。

熊本県  

1個 238円(税込
257円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

391 ブロッコリー

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9

無農薬
ビタミン、カロ
テン 豊 富 な ブ
ロッコリー。つ
ぼ み の 部 分だ
けでなく、太い
茎 の 部 分 も 茹
で て 。農 薬 無
散布。

1kg 665円(税込
718円)

JAいちかわ･寺田さん、鈴木さん（千葉県･柏市）

414 柏田中の完熟トマト

千葉県 ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.6

シーズン初

時 季 を 絞り、距
離の近さも活か
した 完 熟トマト
をお届けします。
1kgでお得です。
減農薬栽培。

日向夏の偶発品
種 。レ モン 色 の
果皮でやさしい
香りと甘さが 特
徴。皮 が厚 めな
の で 包 丁 等 で
切って。農薬0～
5回。

無茶々園（愛媛県･西予市）

29 無茶々園のはるか

無茶々園（愛媛県･西予市）
無茶々園の
不知火(デコポン)

市場で人 気のある
高 級 品 種 。甘 味 が
強く、皮もむきやす
く食べやすい。清見
(きよみ)とポンカン
の 掛 け 合わせ。農
薬0～3回。

1028円(税込
1110円)通常税込

1188円

350円(税込
378円)通常税込

405円

390 3kg

389 1kg

愛媛県 

無茶々園（愛媛県･西予市）

無茶々園の甘夏

適度な甘味と酸味
の爽やかな柑橘で
す。除草剤、化学肥
料不使用。

日中は40℃近く、夜は−10℃以下で育つ寒締め栽培。糖度が
高く、甘みの強いアスパラです。農薬無散布。

シーズン初
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220円(税込
238円)通常税込

259円

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

豆腐とチンゲン菜のえびあん

2～3株 140円(税込
151円)A

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

60 チンゲン菜

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6

厚揚げとねぎの焼鳥風

500g 220円(税込
238円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

61 長ねぎ

栃木県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.7

1kg 360円(税込
389円)

上村さん達（青森県･おいらせ町）

65 人参(洗い) 
炒め物、グラッセ、サラダ、シチュー
等に。農薬無散布。

青森県  ［放］不検出 ＜0.6 ＜0.5
1本 180円(税込

194円)

三須さん達（千葉県･富里市）

66 大根

千葉県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.2

400g 190円(税込
205円)

木村農園（茨城県･つくば市）

67 木村さんのごぼう
食物繊維、ミネラル豊富なごぼう。煮
物やきんぴらに。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.8
500g 120円(税込

130円)

木村農園（茨城県･つくば市）

68 木村さんの太ごぼう
軟らかいのが特長で、食物繊維、ミネラルも
豊富。大きく育っているが故に「す」の入っ
ている場合がありますが、そのままご利用頂
けます。煮物やきんぴらに。減農薬栽培。

茨城県  

1kg 380円(税込
410円)

微生物農法の会･大和田さん（茨城県･行方市）

71 大和田さんの
さつまいも

甘みがあり、毎シーズン好評です。農
薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5
300g 170円(税込

184円)

木村農園（茨城県･つくば市）

72 木村さんの長芋
山芋の中では水分が多めで比較的粘
りも少なめ。千切りにしてサラダに。
減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4
800g 560円(税込

605円)

あゆみの会･村野さん達（鹿児島県･中種子町）

69 みつき(安納紅) 
安納芋は種子島だけで作られている
甘みの強いさつまいもです。ねっとり
した食感が特長的です。減農薬栽培。

鹿児島県  
160g 520円(税込

562円)

微生物農法の会･小林さん達（茨城県･行方市）

70 干しいも
(微生物農法の会)

茨城の味覚を微生物農法の会から。
さつまいもの栽培から干し加工まで
一貫して行っています。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.3

青菜としめじの
オイスターソース炒め

200g 250円(税込
270円)EA

山田さん（茨城県･つくば市）

76 山田さんのしめじ

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.9
100g 195円(税込

211円)EA

村上さん（栃木県･高根沢町）

79 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 ＜4.4 ＜4.4

100g 237円(税込
256円)B

あゆみの会･渡辺さん（千葉県･旭市）

80 ホワイト
マッシュルーム

床土には馬厩肥、鶏糞を使い、殺菌
は薬剤を使わず熱殺菌です。

千葉県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.7

はんぺんとなめこのあんかけ

70g 115円(税込
124円)EA

安田さん（福島県･郡山市）

81 安田さんのなめこ
カサがしっかりし、ぬめりも一級品です。

福島県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.3

エリンギご飯

100g 260円(税込
281円)EA

三重県  

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

82 エリンギ

無農薬無農薬

長野県

丸金(長野県・長野市)

77 えのき茸
地元長野県、および近県の間伐材から造ったオガ粉（木の粉）と、栄養源はすべて国内産で作り、広島県産カキガラ
粉末で畑づくりをしています。シャキッとした歯ごたえと風味をお楽しみください。

78 ブラウンえのき茸

200g 208円(税込
225円) 200g 218円(税込

235円)EA EA

日
持
ち
が
よ
く
、

シ
ャ
ッ
キ
と
し
た

し
っ
か
り
食
感

白
え
の
き
に
は
な
い
、
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ク
の
あ
る

　
　
　
味
が
特
徴

83 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)

84 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

ひ らた け のし
めじです。おが
くず に 米 糠 を
混 ぜ たも ので
菌 床 栽 培 。日
持 ち が良 い と
評判です。

800円(税込
864円)

北海道  
74 3kg

290円(税込
313円)73 1kg

渡部さん（北海道･上士幌町）
じゃがいも

無農薬無農薬

無農薬

542円(税込
585円)

北海道  
75 3kg

190円(税込
205円)17 1kg

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

まごころの里（北海道･栗山町）
玉ねぎ

「有機の野菜セット」の定期配達に
登録しませんか?

いよいよ春の野菜が少しずつ登場してきます。
季節の移ろいを感じられるセットです。

★現在は、「微生物農法の会」(茨城県･行方市)、「宇治田さん」(茨城県･石岡
市)、「桑原さん」(茨城県･石岡市)の3名の生産者を追加募集中!
★今後の予定　清水さん、天池さんの野菜セットは5月からスタートで鋭意準備
中。再開前にお知らせします。

無農薬

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。

軟らかくてクセが
ない中国野菜。サ
イズ が 小さい 時
は 3 株 に な る 場
合もあります。減
農薬栽培。

�※できるだけ
��葉付きで
�お届けします

煮物、大根おろ
し等に。農薬無
散布。

無農薬

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。

桑原さん
セット例

微生物農法の会セット例 宇治田さんセット例 桑原さんセット例

約100g 220円(税込
238円)

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
て見た目は悪いですが、味は良く香り
が強いのが特長です。農薬無散布。

熊本県  
100g 158円(税込

171円)A

大紀コープファーム･しょうが生産者グループ（奈良県）

41 しょうが
爽やかな香りは薬味として。肉料理
の風味付けに。しょうが湯にも安心し
てお使い下さい。減農薬栽培。

高知県  
10枚 94円(税込

102円)A

あゆみの会･吉田さん達（茨城県･行方市）

42 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。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.2

無農薬

バラが入る場合があります

1束 120円(税込
130円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

62 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 ＜3.9 ＜3.9
1束 175円(税込

189円)

木村農園（茨城県･つくば市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.2

無農薬

山形県
約200g 225円(税込

243円)

おきたま興農舎・高橋さん達(山形県・高畠町)

419 おきたまの茎立菜
雪国山形の春をつげるほろ苦いアブラナ
科の葉物です。おひたし、漬物、煮びた
し、炒め煮などでどうぞ。農薬無散布。

500g 187円(税込
202円)

微生物農法の会･飯田さん達（茨城県･行方市）

64 人参 
米糠などの自家製ぼかし肥を使い、
農薬を使用せずに栽培しています。
農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.3 ＜0.4

500g前後 480円(税込
518円)

福田さん達（沖縄県・宮古島）

55 かぼちゃ (カット)
ホクッとした口当たりと程よい甘み。
ソテー、煮物等に。減農薬栽培。

沖縄県
約400g

宮本さん達(熊本県・山都町)

420 里芋
小型で、軟らかく粘りがある芋です。
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。

熊本県
約100g 276円(税込

298円)

井上さん（埼玉県）、岩下さん達（熊本県）

26 サラダスナップ
さやごと食べられる甘みの強い豆。
自然の忌避剤を使用し、木の活性を
高める事で農薬使用を最小限に。

埼玉県、熊本県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.5

煮 物 、サ ラ
ダ、じゃがバ
ター等で。農
薬無散布。

増量200gは
1ページ
416 です
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250cc

EG60日 JKL

200g 420円(税込
454円)FBO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

85 エビホタテミックス

えび（ミャンマー）、ほたて（北海道、青森県）  
3種約590g 1380円(税込

1490円)通常税込
1836円

天然ぶり切身、
天然秋鮭切身、
さ わら切 身 の
無 塩 切 身 3 種
詰め合わせ。

FG30日 
  

500g 685円(税込
740円)通常税込

826円FB

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

88 徳用 涸沼のしじみ(冷凍)

しじみ（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.8

チャック付きなので
必要量使えて便利

220g 305円(税込
329円)

EAGお届け日含め2日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

89 あさり
熊本、愛知、三重、千葉の4産地から
季節に合わせてお届け。大粒で、身の
入り、旨味共に良いあさりです。

あさり（熊本県、愛知県、三重県、千葉県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6
10尾(メス5尾･オス5尾) 920円(税込

994円)FG90日 

札幌中一（北海道･札幌市）

90 北海道産ししゃもオス･メス

ししゃも（北海道）  
4枚210g以上 448円(税込

484円)通常税込
538円

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

91 天日干しアジ
佐賀県に水揚げされたアジを開き、
潮風と太陽で干し上げる「天日干し」
にしました。干物の定番です。

真あじ（佐賀県）  
3枚220g 398円(税込

430円)
FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

92 朝食用 
近海真あじ開き

九州近海産の真あじを開き、塩のみ
で仕上げました。朝食用にちょうど
いい大きさです。

真あじ（九州近海）  

4枚260g 398円(税込
430円)

FCG120日 OL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

93 氷温熟成 
ふっくら開きあじ

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。

真あじ（鳥取県）  
10枚400g 508円(税込

549円)通常税込
583円FG120日 

ダイマツ（鳥取県･米子市）

94 氷温熟成 
山陰産開きあじ(中骨取り)

真あじ（山陰沖）  

朝食にちょうど良い小ぶりの
あじです

4枚220g 400円(税込
432円)

FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

95 無頭さんま開き
(中骨取り)

北海道沖で漁獲したさんまの頭、中
骨を除去し、開き加工しました。解凍
後、グリル等で焼いて下さい。

さんま（北海道）  
200g 670円(税込

724円)FCG90日 

札幌中一（北海道･札幌市）

96 一夜干 姫ほっけ

ほっけ（北海道）  
2枚400g 635円(税込

686円)
FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

97 礼文産真ほっけ開き
北海道礼文島近海で漁獲された大き
めサイズの真ほっけを開き、塩のみで
味付けして干しあげました。

真ほっけ（北海道）  

1枚 350円(税込
378円)FCG90日 

中村商店（北海道･函館市）

98 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。フライパンやグリルで加熱して。

するめいか（北海道）  

肉厚でお得感のあるサイズの
希少なするめいかです

6～7枚160g 410円(税込
443円)FCG180日 JKL

つかさ食品（千葉県･南房総市）

99 パクッと食べられる
さんまみりん醤油漬

さんま（国内産）  
4尾230g 410円(税込

443円)
FCG180日 J

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

100 さんま糠漬け
国内産(北海道 沖漁獲 )のさんまの
頭、内臓を除去し、塩のみでこしらえ
た糠床にじっくり漬け込みました。

さんま（国内産）  
2切150g 565円(税込

610円)
FCJK

つきじ深村（東京都･中央区）

101 紅鮭西京漬
紅鮭を、京都老舗の西京味噌床に漬
け込みました。味噌を軽く落として
弱火で焼いて下さい。

紅鮭（ロシア）  
2切140g以上 498円(税込

538円)通常税込
745円FG30日 JK

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

102 さわら西京漬

本さわら（九州沖）  

5～6切170g 568円(税込
613円)通常税込

697円FG30日 JK

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

103 香ばし味噌のぶり切身

ぶり（長崎県）  

たっぷりの野菜といっしょにホイル焼きにも

5切280g 398円(税込
430円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

104 国産さばの
ごま味噌漬

三陸産の真さばを三枚におろして切身
にし、ごま油、すりごまを加えた味噌
床にじっくりひと晩漬け込みました。

真さば（宮城県、岩手県、青森県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.9
2切140g 535円(税込

578円)
FCJK

つきじ深村（東京都･中央区）

105 かれい柚子こしょう
味噌漬

白身で脂ののったからすかれいを、
京都老舗の西京味噌に漬け込みまし
た。柚子こしょうがきいています。

からすかれい（デンマーク）  

味噌を軽く落として弱火で
焼いてください

230g 390円(税込
421円)FCG180日 J

荒井商店（千葉県･南房総市）

106 やわらかいかの塩糀漬け(輪切り)
北海道･青森県沖の太平洋で漁獲したするめいかを輪切
りにし、塩糀にひと晩漬け込みました。

するめいか（北海道、青森県沖）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.8

美
味
し
い
食
べ
方

解
説
付
き

6～10枚200g 370円(税込
400円)

FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

107 脂ののった真いわし
三枚おろし

入梅時期に千葉県沖で漁獲される大
羽いわしを三枚におろし、腹骨も除
去し、バラ凍結しました。

真いわし（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.7

煮付け、塩焼き、ムニエル、
フライなどに

12～16枚170g 370円(税込
400円)

FBG120日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

108 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
片身2枚約220g 398円(税込

430円)通常税込
497円FG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

109 大きな真アジフィーレ(無塩)

真あじ（佐賀県）  

塩焼き、唐揚げ、南蛮漬け、
ホイル焼きなどに

片身2枚200g 348円(税込
376円)通常税込

430円FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

110 さばフィーレ(甘塩)

真さば（長崎県、佐賀県）  
2尾240g 395円(税込

427円)
FG180日 

乙浜シーフーズ（千葉県･南房総市）

111 千葉県産天然小鯛
(下ごしらえ済)

銚子港に水揚げされた天然の小鯛を
すぐに調理できるようにエラと内臓、
ウロコを取りました。

鯛（千葉県）  

塩焼き、酒蒸し、鍋物、
煮魚などに

えびとひじきの
がんもどき

天然むきえびとほた
て貝柱をバラ凍結。
必要な分だけ取り出
せて便利です。

豆腐とえびなどの海鮮、ひじきを加
えて生地をまとめ、さっと揚げたら
自家製がんもどきのできあがり。煮
物などもいいですが、出来立てはそ

のままアツアツを召し上がれ。

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。

切
身
セ
ッ
ト
と

　
一
緒
に
ど
う
ぞ

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

87 料理の名人
(万能調味タレ)

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6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

フライや天ぷらでも

全国でも有数の
大 和しじみ 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。

鮮魚 北海道のししゃもを
オス･メスそれぞれ5
尾ずつ。メスは卵の
甘みを、オスは身の
凝縮した旨みを味わ
えます。そのまま焼
いて。

山陰沖で漁獲され
た真あじを開き一
夜 干 し に し ま し
た。食べやすいよ
う中骨を取り除い
ています。

脂のりの良い真ほっ
けを三枚におろしス
ティックタイプにしま
した。食べたい分だけ
使えて便利。冷凍のま
ま焼いてどうぞ。

国 産 の 脂 のりの
良 いさんまを 厳
選し、国産丸大豆
醤 油と濃口醤 油
をブレンドしたみ
りん 醤 油 に 漬 け
込みました。

魚体1メートル前後
の本さわらを、独自
の西 京味噌床に漬
け込みました。

九州沖の天 然
ぶりを使用し、
ごま油 の 香り
をきかせた味
噌 漬 け。ご 飯
の お 供 に 、冷
めて も 柔らか
い のでお 弁 当
にも。

5～6
切

6～10
枚

五島･対馬沖で初夏から
夏場に獲れた真アジの
中から、ボリューム感の
ある大きいサイズの物を
使用。無塩ですので、ど
んな味付けも可。フライ
パン調理も可能です。

鮮度の良い真さ
ばを甘塩仕立て
に漬けました。

10枚

今年度もたくさん食べていただきありがとうございます!

鳴門
  魚類 全 特品 価 セ ルー

498円(税込
538円)通常税込

562円

  

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

86 鳴門の定番切り身(無塩)セット

4尾



5

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。

※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！ CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

2～3種 1550円(税込
1674円)EBG2日 

丸友しまか（岩手県･宮古市）

112 鮮魚セット(下処理済)

  
3切240g 560円(税込

605円)
FCG90日 

札幌中一（北海道･札幌市）

113 真だら切身
主に稚内沖で漁獲した真だらです。
水揚げ後すぐに切身にし、急速凍結
したのでしっとり感が違います。

真だら（北海道）  
60g×2 425円(税込

459円)
紅鮭（ロシア）  

60g×3 620円(税込
670円) 300g 298円(税込

322円)通常税込
356円FCG30日 

マストミ（徳島県･徳島市）

116 めばちまぐろのカマぶつ切り
(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。

めばちまぐろ（太平洋）  

50g×2 358円(税込
387円)通常税込

432円FG20日 

マストミ（徳島県･徳島市）

117 ビンチョウまぐろ(スライス)
身質が柔らかいのが特徴のビンチョウまぐろを手軽に使
えるようにスライスカットしました。お刺身や丼などに。

ビンチョウまぐろ（太平洋）  
50g×2 478円(税込

516円)通常税込
540円FCG20日 

マストミ（徳島県･徳島市）

118 つぶつぶまぐろたたき身
船上凍結した鮮度の良いめばちまぐろを使用。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）  

流水で約5分解凍して下さい

50g×4、タレ×4 995円(税込
1075円)通常税込

1183円

FG20日 JKL

マストミ（徳島県･徳島市）

119 徳用 つぶつぶまぐろ丼セット

めばちまぐろ（太平洋）  
80g×2 448円(税込

484円)通常税込
540円FCG30日 JKL

マストミ（徳島県･徳島市）

120 まぐろ漬け丼用(ビンチョウマグロ)

ビンチョウマグロ（太平洋）  

100g 360円(税込
389円)FG180日 

札幌中一（北海道･札幌市）

121 函館産いかソーメン
函館近海産のいかを極細切りにしま
した。いか本来の甘み、歯ごたえをご
堪能下さい。

いか（北海道）  
200g 685円(税込

740円)ECG4日 

丸友しまか（岩手県･宮古市）

122 ミズダコボイル(刺身用)

ミズダコ（岩手県）  
6～8粒100g 620円(税込

670円)
FCG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

123 猿払産 
刺身用ほたて貝柱

オホーツク海に面する猿払(さるふつ)
は、海流や地形などの自然環境に恵
まれ、美味しいほたてを育てます。

ほたて貝柱（北海道）  
3～6枚230g 410円(税込

443円)FB

共和水産（岩手県･宮古市）

124 三陸産するめいか つぼ抜き
三陸北部沖で水揚げ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）  
200g 398円(税込

430円)FG60日 

丸友しまか（岩手県･宮古市）

125 もったいない
カットスルメイカ

胴体部分に傷があったりするものを
カットしました。炒め物、揚げ物、煮
物などに。

スルメイカ（三陸）  

50g 190円(税込
205円)FCG90日 

久保田水産（静岡県･吉田町）

126 三陸産 オキアミ
三陸沿岸の新鮮なツノナシオキアミ
をボイル後、乾燥しました。お好み焼
き、卵焼きに混ぜて。

ツノナシオキアミ（三陸）  ［放］不検出 ＜4.7 ＜5.0
55g 298円(税込

322円)FC

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

127 たらこ(切れ子)
ロシア産のすけそうだらの卵を、塩
のみで味付けしました。おにぎり、お
茶漬け、パスタの具材などに。

すけそうだらの卵（ロシア）  
90g 500円(税込

540円)FCG60日 

イリイチ食品（山口県･下関市）

128 辛子明太子(切れ子)
卵の粒がしっかりしたタラの子を原
料に、化学調味料を使わずに作りま
した。

すけそうだらの卵（ロシア）  
7～10枚160g 380円(税込

410円)FCG180日 KL

つかさ食品（千葉県･南房総市）

129 フライパンで簡単!いわし竜田揚

真いわし（鳥取県）  

100g 280円(税込
302円)

FCG90日 JL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

130 いわしごま漬
かたくちいわしの頭、内臓を除去し
て酢漬けにし、その後ごまと千切り
生姜、たかのつめを加えました。

かたくちいわし（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.9
片身1枚(2切入) 238円(税込

257円)通常税込
281円

FCG30日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

131 さば味噌煮
鳴門魚類オリジナルの国産大豆味噌を使用。自社でだし
取りし、じっくり煮込んださばの味噌煮です。湯煎で。

真さば（長崎県、佐賀県）  

炙るとひと味変わります

75g(固形量60g、タレ15g)
×2 2100円(税込

2268円)
FCG180日 JKL

カネナカ（愛知県･豊橋市）

132 うなぎ蒲焼丼
(2パック入)

愛知県で育てられたうなぎを蒲焼にしま
した。タレ：粗製糖、醤油、水あめ、発酵調
味料、食塩、でんぷん※山椒は付きません

うなぎ（愛知県）  
100g 490円(税込

529円)EBG90日 

佐井村漁協（青森県･佐井村）

133 津軽海峡 
鮭フレーク

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

秋鮭（青森県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.4

※調理例

150g×2 390円(税込
421円)FCG120日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

134 とれとれいわし
たたき身

いわし（鳥取県、千葉県、他）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9

お豆腐を使って作ろう 417

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

5 牛乳　 34 いちご
196もめん豆腐

「豆腐のブラマンジェ」
　　　　　レシピセット

切り取ってご活用ください

トッピングはお好みで。
季 節 の 果 物 や い ち ご
ジャムもおすすめです。

1231円(税込
1329円)通常税込

1340円

◆作り方
❶ 豆腐をミキサーに入れておく。分量の牛乳か

ら100ccくらいを取り分けて、事前に片栗
粉を溶いておく。

❷　鍋に残りの牛乳と粉寒天を入れて火にかけ、
混ぜながら弱火で1分くらい沸騰させる。火
を止めて、砂糖を加えて溶かす。

❸　片栗粉を溶いた牛乳を、よく混ぜてから②に加
え、混ぜながら弱火にかける。全体にとろみが出
たら火を止める。

❹　ミキサーに③を加えて滑らかになるまでよく
攪拌する。

❺　粗熱が取れたら、型に流し入れラップをして冷蔵庫
で1～2時間ほどしっかりと冷やし固める。

◆材料(6～8人分)
もめん豆腐 �������������� 330g
牛乳 ���������������� 470cc
片栗粉 ���������������大2+小2
粉寒天 ����������������� 4g
砂糖 ����������� 40g(量はお好みで)

豆
腐
の
ブ
ラ
マ
ン
ジ
ェ

日本近海の高鮮度の真いわし
を100%使用。

瓶
の
口
い
っ
ぱ
い
に

身
が
詰
ま
っ
て
ま
す
！

下処理済みなので料理に便利

※セット例
114 2切

雄大な自然が残るロシア西カムチャツカ産の紅鮭を、海塩「海の精」を使用して旨味を
引き出しました。塩分は、甘口仕上げ。

115 3切

塩屋（茨城県･ひたちなか市）
紅鮭切身(甘口) FCG30日 

鮮魚

2食入 2食入
2食入

太平洋 で 漁 獲
しため ば ち ま
ぐろを使用し、
つぶつぶ 感 を
残して ネ ギト
ロ用に 加 工し
ました。※台湾
船籍船漁獲

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。

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。冷
凍せずに冷蔵で
お届けします。

鮮魚

境港産の真いわ
し を、下 味 に 国
産丸大豆醤油、
粉付けに北海道
産のばれいしょ
でん粉を使用し
唐揚用に仕上げ
ました。

岩手県宮古に水揚げ
される旬の鮮 魚を 水
揚げ当日に家 庭 で 料
理しやすいように下処
理し、脱気包装して冷
蔵でお届けします。

2食入

牛
乳
牛
乳

いちごいちご もめん豆腐もめん豆腐

材料はたったの３つだけ
忙しい朝におすすめのレシピ教えます

朝は何かと忙しいもの。

そんな時は「エッグマヨ

トースト」が簡単でおす

すめ！食パンの上にマ

ヨネーズと卵をのせて

焼くだけで完成。マヨ

ネーズのほどよい酸味

と卵のまろやかさが後

を引く美味しさです。お

かべやの食パンなら、

パンそのものが美味し

いのでそれだけで十

分。忙しいママさんはぜ

ひともお試しあれ。

商品部
小菅の
おすすめ

1斤6枚 350円(税込
378円)AG届いて2日 JKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

345 おかべや 豆乳角型食パン
(6枚)

小麦（北海道）  

原材料：小麦粉、
天然酵母、種子島
の粗糖、豆乳、塩
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200g 645円(税込
697円)EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

135 茨城牛(山方)
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  

2枚200g 515円(税込
556円)

ECG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

137 岩瀬さんの豚
ロースとんかつ用

岩瀬さんの黒豚系ロース肉をとんか
つ用に切身にしました。

茨城県  
250g 640円(税込

691円)EAG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

138 岩瀬さんの豚
ロースしょうが焼き用

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 465円(税込
502円)EBG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

136 岩瀬さんの豚
バラうす切り

風味が良く、コクのあるバラを、巻き
物にも便利なうす切りにしました。厚
さ約1～1.5mm。

茨城県  
250g 560円(税込

605円)EBG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

139 岩瀬さんの豚
肩ローススライス

赤身の中に適度な脂身が交じる、味
の良い部位。一口大に切って焼肉に
も。

茨城県  
250g 445円(税込

481円)EAG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

140 岩瀬さんの豚
モモスライス

赤身主体の部位。巻き物にも重宝し
ます。厚さ3mm。

茨城県  
250g 485円(税込

524円)
EBG届いて3日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

141 岩瀬さんの豚
モモしゃぶしゃぶ用

赤身主体のモモをしゃぶしゃぶ用に
スライス。

茨城県  

150g×2 400円(税込
432円)

EAG6日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

142 岩瀬さんの豚小間切
野菜と炒めて、カレーやシチュー等
の煮込みにも。すぐ火が通るので、時
間がない時でも便利です。

茨城県  
300g 400円(税込

432円)FAG30日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

143 岩瀬さんの豚挽肉
旧･新治村、岩瀬さんの豚。自家配合
飼料を与え、内臓の丈夫な豚を育て
ています。赤身率8割です。

茨城県  
300g 580円(税込

626円)ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

144 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  
300g 460円(税込

497円)EBG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

145 ローズポーク 
肩スライス

脂身の少ない、味の濃い部位です。す
じ切りして。厚さ3mm。

茨城県  
150g×2 390円(税込

421円)
EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

146 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「ローズポー
ク」を、生産者限定でお届けします。

茨城県  
200g×2 510円(税込

551円)
EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

147 ローズポーク 
徳用小間切

たっぷり使えてうれしい量の小間切
徳用タイプ。

茨城県  

80g×2 500円(税込
540円)FCG180日 L

中津ミート（神奈川県･愛川町）

148 中津豚ロースステーキ香味焼用
豚ロースを厚めにスライスし、まわりに香辛料とパン粉を
付けました。ご家庭で焼いてお召し上がり下さい。

豚肉（神奈川県）  
5～7枚200g 700円(税込

756円)
ECG6日 J

中津ミート（神奈川県･愛川町）

149 中津豚ヒレ塩こうじ漬
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 390円(税込

421円)ECG5日 NJKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

150 中津豚こま生姜焼き用(味付)

豚肉（神奈川県）  

野菜を入れてちょうどいい、
少し濃い味付けになっています

200g 315円(税込
340円)

FCG120日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

151 中津豚レバー焼肉用
(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）  
300g 460円(税込

497円)FAG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

152 ローズポーク 挽肉
茨城県の銘柄豚「ローズポーク」の挽
肉。赤身率8割です。

茨城県  

400g 650円(税込
702円)FAG90日 

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

153 豚挽肉(バラ凍結)
茨城県の銘柄豚、ローズポークを使
用。使いやすいバラ凍結品。赤身率8
割です。

茨城県  
300g 370円(税込

400円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

154 つくば茜鶏 ムネ
あっさり味で消化も良く、経済的な
ムネ。蒸しどり、唐揚げ、煮物に。

茨城県  
300g 480円(税込

518円)通常税込
529円FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

155 つくば茜鶏 モモ

茨城県  
250g 470円(税込

508円)通常税込
529円FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

156 つくば茜鶏 ムネモモ唐揚げ用

茨城県  

250g 490円(税込
529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

157 つくば茜鶏 
ムネモモ小間切

ムネ肉とモモ肉を一口大にカットし
ました。必要な量だけ使えるバラ凍
結で便利。煮物、炒めものに。

茨城県  
400g 525円(税込

567円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

158 つくば茜鶏 手羽先
ゼラチン質に富み、コクのある部位。
塩焼き、唐揚げに。だしがでるので煮
物にも。

茨城県  
400g 525円(税込

567円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

159 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  
250g 240円(税込

259円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

160 つくば茜鶏 レバー
生 産 者 や、鶏に与えてい る飼 料が
はっきりしている鶏のレバーは貴重
です。

茨城県  
500g 660円(税込

713円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

161 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。

茨城県  

モモ、バラ500g 2580円(税込
2786円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

162 鹿児島 坊津黒牛
すき焼き用

霜降りがよく入り、甘みがあります。
赤身主体のモモと、ジューシーなバラ
を合わせ切りにしました。

鹿児島県  
170g 690円(税込

745円)FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

163 鹿児島 坊津黒牛
切り落とし

炒め物、煮物等何にでも使える切り
落としです。

鹿児島県  
160g 445円(税込

481円)FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

164 国産牛小間切
肉じゃが、カレー、シチューなどの煮
物、炒め物、焼肉と幅広く使えます。
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県  
200g 390円(税込

421円)FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

165 国産牛挽肉
福岡県、大分県の3名の生産者のホ
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  
250g 525円(税込

567円)FBG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

166 茨城牛(山方)
牛豚合挽肉

茨城牛(山方)とローズポーク使用。
風味の良さを併せ持った合挽肉。牛･
豚比率5：5。

茨城県  

300g 545円(税込
589円)通常税込

605円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

21 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。茹でてサラダに。バラ
凍結。

茨城県

岩瀬さんの豚肉�
�［放］不検出<4.1�<3.4
ローズポーク 
�［放］不検出<3.7�<3.8
中津ミート
�［放］不検出<3.0�<3.0

豚 肉

鶏 肉

つくば茜鶏
　�［放］不検出<3.6�<3.4

茨城牛（山方）�
�［放］不検出<3.0�<4.0
鹿児島　坊津黒牛
�［放］不検出<3.5�<3.7
国産牛（福岡・大分）
�［放］不検出<3.8�<3.8

牛 肉

焼肉
   サラダ

葉野菜、根菜な
どさまざまな種
類の野菜を組み
合わせると、食感
のコントラストが
楽しめます。

野菜をたっぷり加えて

2枚入

自社牧場の豚のこま
肉を、中津ミート特
製の生姜焼きのたれ
に 漬 け ま し た 。丼
に。野菜を加えて炒
めても。

ムネ肉とモモ肉を
唐揚げ用にカット
しました 。必 要な
量だけ使えるバラ
凍結で便利。

肉質は少し硬めです
が、脂身と赤身のバ
ランスが良く、味に
コクがあります。
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85g×2 335円(税込
362円)通常税込

378円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

167 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）  
200g 350円(税込

378円)EBG20日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

168 鎌倉
ポークソーセージ

豚肉（国内産）  

豚 肉 、食 塩 、砂
糖、香辛料のみで
作ったソーセージ
です。

85g×2 540円(税込
583円)通常税込

605円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

169 鎌倉バラベーコン
スライス×2

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

豚肉（国内産）  
60g×2 430円(税込

464円)通常税込
486円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

170 鎌倉
ボンレスハム×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）  
120g 270円(税込

292円)EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

171 中津皮なし
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（神奈川県）  

6本120g 360円(税込
389円)FCG180日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

172 中津生ウインナー (トマトバジル)
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（神奈川県）  
100g 370円(税込

400円)EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

173 中津ショルダー
ベーコンスライス

豚肉（神奈川県）  

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。

100g 390円(税込
421円)EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

174 中津ロースハム
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）  
120g 330円(税込

356円)FBG180日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

175 ボロニアソーセージスライス
(レッドベル)

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（神奈川県）  
250g 350円(税込

378円)
ECG24日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

176 中津もつ煮込み
(味噌味)

豚モツ（神奈川県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.7

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。

200g 350円(税込
378円)ECG24日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

177 中津麻婆豆腐の素

豚肉（神奈川県）  
130g(鶏肉40g、タレ90g)×2 290円(税込

314円)通常税込
324円

FBG180日 JKL

田仲さん達（茨城県･桜川市）

178 つくば茜鶏 
親子丼の素 2袋

鶏肉（茨城県）  

100g 481円(税込
519円)

EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

181 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

マヨネーズの代わり
にヨーグルトを使う
と、口当たりさっぱ
り、カロリーもひかえ
めに仕上がります。

EAG届いて10～11日 I

 ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4 

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。

ビンは繰り返し使いますので
必ずご返却下さい

400g 345円(税込
373円)179 プレーン

400g 360円(税込
389円)180 加糖

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）  

ヨーグルトを使って さわやか
ポテトサラダ

30g 176円(税込
190円)

EBG14日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場 さけるチーズ

182 プレーン

30g 185円(税込
200円)

183 ペッパー

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

特別増資（一口500円）受付中500250

季節の野菜に合わせて
豆腐のまろやかさで味わう

418「豆腐クリーム」
　　　　　レシピセット

豆腐クリーム

切り取ってご活用ください

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

197きぬ豆腐  16 アスパラ 
606ねりごま(白)  

◆材料
豆腐(絹) ���������� 100g
ねりごま(白) ��������� 小2
はちみつ ���������� 小1
塩、醤油 ���������� 各少々

きぬ豆腐きぬ豆腐

952円(税込
1028円)通常税込

1053円

◆作り方
よく水切りをした豆腐と、残りの材
料をなめらかになるまで撹拌する。
トマトやアスパラガス、菜花によく
合います。

野
菜
に
の
せ
て

デ
ィ
ッ
プ
ソ
ー
ス
に
も

お
す
す
め
で
す

アスパラアスパラ

ね
り
ご
ま(

白)

ね
り
ご
ま(

白)

中津ミート
�［放］不検出<3.0�<3.0
鎌倉ハム
�［放］不検出<3.9�<3.0
※加工品については原料を
検査しています

畜産加工品

1ℓ 237円(税込
256円)

EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

5 サツラク牛乳
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。

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.4

EAG届いて3日 I

288円(税込
311円)

3 1ℓ

170円(税込
184円)

10 500㎖

生乳（北海道）［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

サツラク農協（北海道･札幌市）
サツラク低温殺菌牛乳

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。

500㎖ 138円(税込
149円)

EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

9 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 211円(税込
228円)

EAG届いて8日 I

北海道酪農公社（北海道・江別市）

4 牧場で飲むおいしさ
低脂肪牛乳

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

石狩平野の生乳のみ
を使用。牛乳の成分
をできるだけこわさ
ないで、乳脂肪分の
みを1.0％に低減し
ました。

6個 330円(税込
356円)AG7日 H

宇治田農場（茨城県･石岡市）

8 宇治田さんの平飼い卵

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4

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。

10個 236円(税込
255円)AG7日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

7 八郷の卵

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2

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。

6個 330円(税込
356円)AH

天池さん、杉山さん（茨城県･石岡市）

契約 自給飼料農家養鶏卵

茨城県                           ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7 

契約者、募集中です!

有機農業の生産者が
自家製堆肥を作る為
に飼っている鶏の卵
です。自家栽培の野
菜を与え、健康に育
てました。

有機農業の循環の中から産まれた卵です

たらこ入り卵焼

※調理例つくば 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。

1～2
人前
×2袋

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。
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CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

80g×3 206円(税込
222円)

EAG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

184 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
400g 550円(税込

594円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

185 腸内活性
ヨーグルメイト(プレーン)

ホ リ 牧 場 で 搾 乳 し た 良 質 な 生 乳
100%使 用。腸内で有用菌をふや
し、抵抗力を高めるのに役立ちます。

生乳（石川県）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0
90g×3 465円(税込

502円)
EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

186 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
400g 219円(税込

237円)
EBG届いて7日前後 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

187 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
180㎖×2 248円(税込

268円)
EAG19日 I

酪王乳業（福島県･郡山市）

188 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
65㎖×10 178円(税込

192円)
EAG15日 I

日本生協連合会

189 CO乳酸ドリンク 
65㎖×10本

柑橘系風味の飲み切りサイズの乳酸
菌飲料。

  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

5個 255円(税込
275円)

EBG届いて3日 HIKL

モンテール（東京都･足立区）

190 牛乳と卵の
デザートワッフル

自家製カスタードクリームとホイップ
クリームのミックスを、ワッフルで包
みました。

  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.6
85g×3 222円(税込

240円)ECG14日 HI

茨城乳業（茨城県･石岡市）

191 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
150g 298円(税込

322円)
ECG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

192 よつ葉
バター ホワイト加塩

北海道産生乳100%の加塩バターで
す。

生乳（北海道）  
45g 206円(税込

222円)
ECG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

193 よつ葉北海道十勝
スモークチーズ

十勝産チェダーチーズ100%を国産
桜チップで燻製。子供でも食べやすい
ひと口サイズ。おやつ、おつまみに。

生乳（北海道）  
120g 358円(税込

387円)EG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

194 よつ葉パンにおいしい
バター &ひまわりオイル

北海道産バターを60%使用。ひまわり油を使用し、バ
ターそのものの味を活かしながらパンに塗りやすくなっ
ています。

生乳（北海道）  

国産大豆使用の生地
に枝豆、にんじん、
ごぼう、玉ねぎを加
えて、味よく仕上げ
ました。

1個 150円(税込
162円)ECG届いて3日 KL

おかべや（神奈川県･相模原市）

195 おかべや 枝豆入り野菜がんも

枝豆（北海道）  

330g 179円(税込
193円)通常税込

204円EAG届いて3日 K

おかべや（神奈川県･相模原市）

196 おかべや 宴もめん

大豆（熊本県）  
330g 179円(税込

193円)通常税込
204円EAG届いて3日 K

197 おかべや 雅きぬ

大豆（熊本県）  
3枚 165円(税込

178円)EAG届いて6日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

201 油揚げ

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.5
90g×2 155円(税込

167円)EBG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

202 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

35g×3 148円(税込
160円)

EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

206 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 ＜3.3 ＜3.1
40g×3 140円(税込

151円)
EBG7日 K

JAやさと（茨城県･石岡市）

207 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×2 100円(税込

108円)
EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

208 水府納豆ミニ2
(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
10個 210円(税込

227円)ECG届いて4日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

203 豆腐からあげ

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.2

40g×2 165円(税込
178円)

EBG10日 K

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

209 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×2 160円(税込

173円)
EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

210 十勝の息吹 ひきわり2P
(タレ･カラシ付）

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。

大豆（北海道）  
100g 240円(税込

259円)
EBG11日 JK

登喜和食品（東京都･府中市）

211 生てんぺ
北海道十勝産大豆(トヨホマレ)をテ
ンペ菌で発酵。糸ひき、臭味がない
ため、色々な料理に使えます。

大豆（北海道）  
3種6個 345円(税込

373円)通常税込
405円EG届いて3日 OJK

丸和食品（東京都･練馬区）

204 鍋物種セット

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.5
200g 198円(税込

214円)通常税込
248円

EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

205 桜寄せ豆腐
国内産大豆に桜の葉を混ぜ込んで固め、桜の花をのせ
た、春限定のお豆腐。香料、着色料不使用。

桜の花（国内産）  ［放］不検出 ＜2.2 ＜2.2

220g 140円(税込
151円)EBG90日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

212 生芋あく抜き
こんにゃく

昔ながらの缶蒸し製法で作りあげた
こんにゃくです。

こんにゃく芋（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9
180g 140円(税込

151円)EBG90日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

213 生芋あく抜き
しらたき

国内産のこんにゃく芋で作られた、
歯切れと味しみの良い白滝です。

こんにゃく芋（国内産）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.6
6個 210円(税込

227円)EG140日 

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

214 小巻き芋しらたき
群馬県産のこんにゃく芋を使用した
しらたきを小巻きにしました。さっと
水洗いして煮物や炒め物に。

こんにゃく芋（群馬県）  
110g 360円(税込

389円)ECG90日 

リアス（千葉県･船橋市）

215 石巻十三浜産
絆わかめ

震災復興で立ち上がった漁師が品質
にもこだわったわかめです。水戻しし
てご利用ください。

わかめ（宮城県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.6

生
産
者･

リ
ア
ス･

常
総
の
「
絆
」
で
す

6種470g 520円(税込
562円)

EG90日 HJKL

かじかわ農場（新潟県･新発田市）

216 天然だしの
こだわりおでん

鰹節、宗田鰹節、さば節、椎茸、昆布の5種の天然だしを
使い、じっくり煮込みました。温めてお召し上がり下さい。
大根、卵、鶏団子、ちくわ、厚あげ、こんにゃくの6種。

  

春を
 感じさせる一品

大豆加工品

日 配 品

大
大

豆
麦+

納
豆
の
味
が
強
く

し
っ
か
り
と
し
た

味
わ
い

300g×3 395円(税込
427円)

EBG30日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（青森県、秋田県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.4

300g 176円(税込
190円)

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2
300g 165円(税込

178円)
大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

198 もめん豆腐
国産大豆100%使用、消泡剤を使用せず海水にがりで固めました。

EAG届いて4日 K

199 きぬ豆腐

丸 和

シーズン最終

シーズン最終

加工油脂を使わずにパンに
塗りやすく仕上げました

熊本県産大豆100%。
南大東島の天然にがり
100%。高濃度豆乳な
ので大豆の旨味が味わ
えます。消泡剤無添加。

おかべや

10個入

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。

国産大豆の生
地 を、に ん に
く醤油で下漬
けした 、か ら
あげ風のがん
もど き。お 肉
を控えている
方にもおすす
めです。

餅入きんちゃく
30g×2、ひじき
入 り 京 が ん も
20g×2、えび入
り京がんも20g
×2のセット。鍋
物の種に。
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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。

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

250g 370円(税込
400円)通常税込

410円EG5日 

リアス（千葉県･船橋市）

218 採ってそのまま生わかめ

わかめ（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.3

※イメージ

24枚 110円(税込
119円)ECG届いて3日以上 L

共生食品（神奈川県･相模原市）

219 内麦餃子の皮

小麦（北海道）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

※調理例

150g×3 190円(税込
205円)

EBG6日 HL

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

共生食品（神奈川県･相模原市）

220 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。

300cc 210円(税込
227円)EG30日 K

大豆（国内産） ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.6

国産大豆100%の無調整豆
乳。大豆本来の甘みが味わ
えます。消泡剤不使用。

麺120g×3
スープ30g×3 345円(税込

373円)
ECG7日 HKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

221 内麦生ラーメン
醤油(3食入)

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

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1
150g×2 450円(税込

486円)
EG12日 OHJKL

たむらのタマゴ（徳島県･阿南市）

222 茶碗蒸し
遺伝子組換えのない飼料を養鶏に使
用した卵を使用。化学調味料を使用
せず、素材の持ち味を生かしました。

卵（徳島県）  
150g 370円(税込

400円)
ECG90日 JKL

菊田商店（東京都･練馬区）

223 煮豆 黒豆(雁喰豆)
岩手県特産の平べったい黒豆。直火
で炊きあげ、豆本来の味と、芯まで染
み込んだ甘みを味わえます。

黒大豆（岩手県）  
40g 260円(税込

281円)
ECG30日 KL

仁徳（千葉県･船橋市）

224 佃煮 切りいか
国内産のするめいか使用。皮付の最
高級の原料使用。漂白剤使用なし。
細切りを甘辛く炊きました。

するめいか（国内産）  

100g 255円(税込
275円)

ECG13日 JKL

たむらのタマゴ（徳島県･阿南市）

225 地鶏そぼろ
遺伝子組換えのない飼料で育てた鶏
肉を、醤油、味の母、砂糖で味付け。
お弁当やチャーハンに。

鶏肉（徳島県）  
150g 260円(税込

281円)
ECG120日 JKL

河野食品（福岡県･みやま市）

226 高菜油いため
細かく刻んだ高菜を国産丸大豆醤油
と純米酢で味付け。素朴な味付けで
高菜本来の味が楽しめます。

高菜（福岡県）  
100g 415円(税込

448円)
EG150日 J

三里塚物産（千葉県･成田市）

227 三里塚らっきょう
田舎漬

千葉に伝わる「ころがし法」をヒント
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
230g 235円(税込

254円)
ECG12日 JKL

伊那食品（長野県･松川町）

228 信州特産 野沢菜漬
そばつゆ仕込み

甘辛のたまり醤油とそばつゆを合わ
せたタレに漬け込み、コクのある野
沢菜漬に仕上げました。

野沢菜（長野県、他）  
1個 250円(税込

270円)
ECG60日 J

塩野（埼玉県･川越市）

229 昔ながらの
田舎たくあん漬

軟らかく歯切れのよい国産大根が原
料のたくあん漬け。昔ながらの塩分
強めのたくあんです。

大根（茨城県、他）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.5
250g 340円(税込

367円)
EG30日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

230 紅花たくあん
庄内地方の砂丘畑で取れた大根を干
し、乾燥紅花、米ぬか、赤唐辛子、洗
双糖、天日塩で漬け込みました。

大根（山形県）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.4

250g 340円(税込
367円)通常税込

378円

EBG30日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

231 糖しぼり大根
砂糖、塩、米酢のみで大根を漬け込
みました。適度に大根の水分が抜け、
パリパリした食感が楽しめます。

大根（国内産）  
200g 305円(税込

329円)
EBG6日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

232 昆布だしで漬けた
浅漬け三昧

国内産の白菜、きゅうり、大根、人参を
シンプルな原料で浅漬けにしました。
一度にいろいろな野菜が楽しめます。

白菜（国内産）  
250g 280円(税込

302円)
ECG9日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

233 農家で漬けた
ゆず白菜

添加物を使っていないので、届いてす
ぐは浅漬け、時間をおけば酸味のある
漬物に。好みの召し上がり方でどうぞ。

白菜（国内産）  
250g 370円(税込

400円)通常税込
410円

EG30日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

234 赤かぶ酢漬け
庄内の在来種赤かぶを砂糖、塩、醸造
酢で漬けたシンプルな漬物。自然な
赤色と歯切れのよさが楽しめます。

赤かぶ（山形県）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜0.9

200g 348円(税込
376円)通常税込

394円

ECG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

235 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)
EG14日 OJKL

趙さんの味（宮城県･仙台市）

236 趙さんの味 
熟成カクテキ

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

大根（国内産）  
100g 265円(税込

286円)
ECG14日 JK

丸山園（静岡県･河津町）

237 わさび漬け

わさび（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.8
1kg 475円(税込

513円)
ECG180日 JK

樽の味（和歌山県･御坊市）

238 熟成ぬか床

米ぬか（和歌山県）  
100g 250円(税込

270円)EG14日 J

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

239 さくら大根

大根（国内産）  

6種13品 465円(税込
502円)通常税込

518円EG10日 HJ

いちうろこ（静岡県･静岡市）

240 いちうろこ 静岡おでん種セット

すけそうだら（アメリカ、北海道）  
3枚150g 415円(税込

448円)通常税込
459円EG14日 OJ

いちうろこ（静岡県･静岡市）

241 桜えび入り揚かまぼこ

桜えび（静岡県）  

そのままで、軽く焼くと香ばしくなります

5枚150g 345円(税込
373円)

ECG14日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

242 黒はんぺん
駿河湾で獲れた新鮮ないわしを丸ご
と使用しました。いわし本来の風味
と歯ごたえが楽しめます。

いわし（駿河湾）  
5枚150g 295円(税込

319円)
ECG14日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

243 小判揚
すけそうだらのすり身を使った小判
型のさつま揚げ。香ばしく揚がった
魚肉の旨味をお楽しみください。

すけそうだら（アメリカ、北海道）  
5本 290円(税込

313円)
ECG10日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

244 小竹輪
石臼ですったすけそうだらのすり身
を使った素朴な味わいのちくわです。
魚肉の味がしっかり味わえます。

すけそうだら（アメリカ、北海道）  

7種11品
382g 765円(税込

826円)通常税込
842円FG60日 HJK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

245 おでん種セット

すけそうだら（北海道）  
5個175g 285円(税込

308円)通常税込
319円FBG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

246 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）  
4枚200g 395円(税込

427円)
FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

247 ソフトはんぺん
お吸い物や、シンプルな焼き物にど
うぞ。チーズ、たらこ等をはさんでも
美味。

すけそうだら（北海道）  
5個165g 315円(税込

340円)
FCG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

248 7種の野菜揚げ
無リンすり身に、キャベツやじゃがいもなど
7種の国産野菜をたっぷり混ぜ込みました。
自然解凍でそのまま、又は煮物の具にも。

すけそうだら（北海道）  
130g 360円(税込

389円)
FCG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

249 ささがきごぼう
さつま揚げ

北海道のすけそうだらのすり身に国
産ささがきごぼうを混ぜ、食べやす
いサイズに揚げました。

すけそうだら（北海道）  

吉野ならではの吉野ならではの

  お漬物

ほんのり甘酸っ
ぱい浅漬け大根
を桜の香りで風
味豊かに仕上げ
ました。一緒に
入っている桜の
花は白湯やお茶
に 入 れて「 桜
湯」としても楽し
めます。

ほんのりやさしい

　　　桜の味わい

シーズン初

大 根を塩 漬けの後、酢、砂
糖、梅酢で漬け込み、八重桜
の花と一緒に袋詰。

すべての材料を混ぜ合わせるだけで手軽に作れます

まろやかクリーミー
ごまみそドレッシング

野菜たっぷり
人参ドレッシング

すぐにできる! 
手作りドレッシング

丸和食品（東京都･練馬区）

217 豆乳

◆材料
すりごま ������� 大2
みりん �������� 大1
醤油 ������� 大1/2
みそ �������� 小1
酢���������� 小1
豆乳 �������� 大2

◆材料
人参(すりおろし) ��� 20g
玉ねぎ(すりおろし) �� 大1
醤油 ������大1と1/2
酢��������大1と1/2
オリーブ油 ������ 小2
はちみつ ������ 小1

シーズン最終

シーズン最終

野菜の食感と甘みを
生かしました

シーズン最終
茎付きで茶褐色のものをお届
けします。届いたら一両日中
に沸騰した鍋に塩少々を入れ
て湯通ししてください。鮮や
かな緑色に変わります。わさ
び醤油、生姜醤油、アセロー
ラぽん酢、梅みそでどうぞ。

北海道産小麦ホクシ
ンに塩と水だけを加
えて作った皮。小麦
のおいしさを楽しめ
ます。

天城の深山に湧く
清水で育ったわさ
びを、充分熟成さ
せた酒粕で漬けま
した。(茎20%、
根 1 0 % 、酒 粕
55%)

和歌山県の漬物
屋が地元の米糠
を使い熟成させ
たぬか床。きな
こ、渋柿の皮、
唐辛子、昆布を
加 え て あ り ま
す。

静岡おでんを代 表する
黒はんぺんをはじめ、人
気の練り物をセットに。
国産の無リンすり身を使
用し、魚肉の旨味を引き
出しました。昆布や大根
を足してどうぞ。

スケソウダラとぐ
ちを使用した無リ
ンすり身に桜えび
を加えてすりあげ、
菜種油で揚げまし
た 。プリプリの 食
感が特徴です。

国 産の 無リン すり身
を使用し、魚の旨味を
追及したおでん種セッ
トです。だしがスープ
に溶け込み、絶妙な味
わいを引き出します。
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398円(税込
430円)通常税込

443円

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

500g 315円(税込
340円)FA

イズックス（東京都･中央区）

250 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。

かぼちゃ（北海道）  
200g 300円(税込

324円)FB

日岡商事（兵庫県･加古川市）

251 冷凍ほうれん草
九州地方の高品質のほうれん草を栄
養分と風味を大切に素早く下処理し
冷凍しました。お浸し、和え物等に。

ほうれん草（国内産）  
200g 370円(税込

400円)FC

日岡商事（兵庫県･加古川市）

252 冷凍れんこん 
スライス

徳島産の品質の良いれんこんをスラ
イスしました。無漂白。天ぷら、煮物
などにどうぞ。皮はむいてあります。

れんこん（徳島県）  
200g 335円(税込

362円)FB

日岡商事（兵庫県･加古川市）

253 ミックスベジタブル
北海道産のとうもろこし、人参、いん
げんをダイスカットにしました。ピラ
フ、炒め物、サラダ等に。

野菜（北海道）  
40g×5パック 338円(税込

365円)
FCG180日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

254 冷凍めかぶ
(岩手県産)

岩手県沖で、3月から4月に収穫しため
かぶをボイルし、使いやすい小分けに
しました。解凍してそのまま使えます。

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜2.8 ＜3.0

40g×5パック 390円(税込
421円)

FCG180日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

255 すぐに使える生わかめ
(岩手県産)

岩手県沖で、3月に収穫したわかめを
ボイルし、使いやすい小分けにしまし
た。解凍してそのまま使えます。

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜0.6 ＜0.6
6袋30g 380円(税込

410円)
FCG180日 

せいふてい（神奈川県･横浜市）

256 冷凍 
おろし本わさび

長野県安曇野産わさび100%。保存
料、香辛料は一切使用していません。
わさび本来の味が味わえます。

わさび（長野県）  
6個120g 395円(税込

427円)
FCJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

259 ひとくち
ソースとんかつ

粗挽きした豚肉を油で揚げ、ソースを
からめました。お弁当のおかずに最適
です。レンジ加熱または自然解凍で。

豚肉（国内産）  
150g 485円(税込

524円)通常税込
562円FG90日 HL

マストミ（徳島県･徳島市）

260 ひとくちトンカツ
放牧豚の旨味を生かし、一口サイズに仕上げた食べやす
いトンカツ。レンジのみ、またはトースターで仕上げて。

豚肉（北海道）  

150g 386円(税込
417円)FHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

261 チキンソースカツ
厚めにそぎ切りしたムネ肉をカラッと
揚げ、特製のソースをたっぷり絡めま
した。レンジ、トースターで温めて。

鶏肉（山口県、他）  
6個120g 300円(税込

324円)
FCOJL

ニッコー（神奈川県･大和市）

262 ぷちプリえびかつ
えびがたっぷりのミニえびかつです。
油調理済なのでオーブン等であたた
めるだけですぐに使えて便利です。

小麦（国内産）  
200g 413円(税込

446円)
FBHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

263 チキンナゲット
開放鶏舎で育った若鶏のムネ肉を使
用。トースターで加熱するとカリッと
仕上がります。

鶏肉（山口県、他）  

お
弁
当
に
も

ピ
ッ
タ
リ

200g 385円(税込
416円)通常税込

459円FBG60日 HJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

264 鶏のから揚げ
無投薬の神山鶏の肉を特製旨味タレに漬け込み、やわら
かくジューシーな中華風から揚げに仕上げています。

鶏肉（徳島県）  
180g 455円(税込

491円)通常税込
509円FCHIJL

秋川牧園（山口県･山口市）

265 若鶏チーズササミロール
ナチュラルチーズを若鶏ささみ肉で巻きました。油で調
理済みなので、トースターまたはレンジで温めて。

鶏肉（山口県、他）  

150g 395円(税込
427円)通常税込

443円

FCL

秋川牧園（山口県･山口市）

266 若鶏のからあげ
(香草レモン仕立て)

レモンの爽やかな酸味とハーブが香
る、すっきりとした後味のからあげ。
トースター、またはレンジで。

鶏肉（山口県、他）、レモン（国内産）  
150g 328円(税込

354円)通常税込
389円FCG90日 HJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

267 神山鶏の塩麹竜田
自家製塩麹にじっくり漬け込み、神山鶏の旨味を引き出
しました。レンジまたはトースターで仕上げて。

鶏肉（徳島県）  

マストミ自社製塩麹使用

18g×25 540円(税込
583円)

FDKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

268 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です。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0
15個250g 430円(税込

464円)
FCG120日 OJKL

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

269 飛鳥の黒豚水餃子
国産小麦粉を使用した厚めの皮で包
みました。具の味を引き出すため、料
理酒「蔵の素」を使用。

豚肉（国内産）  
12個180g 398円(税込

430円)FCG120日 OJL

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

270 飛鳥のえびシューマイ
国産たらのすり身と天然えび、玉ねぎの味わいを生かし、
ふっくら仕上げました。蒸すか、レンジで加熱して。

すけとうだら（北海道）、えび（ベトナム）  

5個200g 450円(税込
486円)

FG120日 OKL

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

271 飛鳥のえびにら饅頭
天然むきえびをたっぷり使った餡を国産
小麦粉を使って手作りした皮で手包みし
ました。半解凍後、フライパンで焼いて。

えび（ベトナム）、にら（国内産）  
3個270g 430円(税込

464円)
FG120日 KL

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

272 飛鳥の黒豚肉まん
国産豚肉を使用した具を国産小麦使
用の皮で包みました。是非蒸してお
召し上がりください。

豚肉（国内産）  
4個240gFG120日 L

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

273 飛鳥の野菜まん
国産小麦使用の皮で国産のチンゲン菜、人参、きくらげ、
椎茸、春雨を使用した具を手作りで成形して包みました。
自家製のねぎ油で味にこくを出しました。

チンゲン菜（国内産）  
170g 385円(税込

416円)通常税込
464円FG90日 HJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

274 簡単!鮪の酢豚風

まぐろ（太平洋）  
340g 455円(税込

491円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

275 大きな豆腐肉団子
国産の鶏肉と国産大豆を使用した豆
腐を主体に、少し大きめの肉団子を
作り、特製のタレをからめました。

鶏肉（国内産）  

26g×8 400円(税込
432円)

FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

276 鶏ごぼうハンバーグ
国産鶏肉にごぼうと玉ねぎを合わせ
た、小さめのハンバーグ。お弁当やお
つまみに。レンジまたは焼いて。

鶏肉（国内産）  
3個210g 425円(税込

459円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

277 彩り野菜とひじきの
豆腐ハンバーグ

人気の豆腐ハンバーグに、国産の野菜とひじき
を加えました。消泡剤を使用せず、天然にがり
を加えた豆腐を使用。レンジまたは焼いて。

大豆･鶏肉（国内産）  
8個280g 420円(税込

454円)
FCHJKL

ポーラスター（石川県･白山市）

278 助六寿司
太巻きと五目いなりを4個ずつ詰め
合わせました。自然解凍またはレン
ジで解凍して。保存料不使用。

米（国内産）  

困
っ
た
と
き
の
お
助
け
食
材

大
進
食
品
の「
マ
ム
」シ
リ
ー
ズ 60g×5 380円(税込

410円)FCIJKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

282 マム 学校帰りのコロッケ

じゃがいも（北海道）  

170g×2FIL

大進食品（神奈川県･横浜市）

283 マム 
北海サーモンたっぷりグラタン

オーガニックペンネマカロニと自家製ホワイトソースに、
相性抜群の鮭とチーズがよく合います。

6本150g 400円(税込
432円)FCL

ニッコー（神奈川県･大和市）

279 ミニアメリカンドック
衣は国産小麦粉主体のニッコーオリ
ジナル。鎌倉ハムのウインナー使用。
ミニタイプでお子さんにぴったり。

  

乳･卵不使用でアレルギーの
方にも安心

4個240g 520円(税込
562円)FKL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

280 ロールキャベツ
国産豚もも肉と契約農家の新鮮な
キャベツを 使 用した手 作りロール
キャベツです。

キャベツ（国内産）  

お好みのスープの中に
凍ったまま入れて煮込んで

200g 440円(税込
475円)FJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

281 五目寿しの素
鰹と鯖からとった一番だしのみを使
用。酢は入っていないので、お好みに合
わせて二杯酢または三杯酢を加えて。

  

5本200g 380円(税込
410円)

FCPJKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

284 マム フライパンで簡単
春巻

たっぷりの国産竹の子、長ネギと信州
産豚肉を千切りして炒めた具を一緒
に巻きました。フライパンで焼いて。

竹の子（国内産） 

冷凍食品

4320円(税込
4666円)258 4個セット

大豆（北海道）  

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杯食
べ ることで 腸 内
細 菌 が 増 え、腸
の力を高めます。
半解 凍で小分け
後、再凍結可。リブレライフ（東京都･中央区）

豆汁グルト

1200円(税込
1296円)257 1個 450g

450g×4個

FCG120日 KL

たくさん利用
される方へ

6本150g 360円(税込
389円)

FCG120日 IJL

飛鳥食品（東京都･葛飾区）

285 フライパンで
キーマ春巻

豚肉、玉ねぎ、トマトを、スパイスをふんだ
んに使った本格キーマカレーに仕上げ、春巻
にしました。フライパンまたはオーブンで。

豚肉（国内産）  

6本入

5本入

2食入

北 海 道 育 ちの 男
爵芋をたっぷり使
いました。町のお
肉 屋 さん の 懐 か
しい味わいです。
お弁当にも。油で
揚げて。

5個入

お届けは
3月3回に
なります

6個入

6個入

25個入 15個入

12個入

5個入 3個入

3個入8個入

6本入 2合用

4個入

じっくり下 味 を
つけたマグロに
国 産 人 参 を 加
え、酢 豚 風 に仕
上 げ ました 。湯
煎 後、炒 めた 野
菜等を加えて。

458円(税込
495円)通常税込

518円

牛乳（国内産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.6

※イメージ
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3枚 425円(税込
459円)FCHL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

287 野菜かきあげ
国産の野菜(人参、玉ねぎ)を使い、国
産小麦粉を使用して、カラッと仕上
げました。うどんやそばにのせて。

小麦（国内産）  
200g×3玉 380円(税込

410円)
FBG180日 L

日岡商事（兵庫県･加古川市）

288 冷凍うどん
国産小麦粉と食塩のみで作りました。
凍ったままの麺を沸騰したお湯で1分
半ほど茹でて下さい。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

2食556g 350円(税込
378円)

FBOJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

289 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。

わかめ（韓国）  

2食586g 500円(税込
540円)

FOHJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

291 大きめえび天の
鍋焼きうどん

大きめえび天に三角揚げ、椎茸、人参等の
具材をコシのあるうどんにつけました。さ
ば、かつお等のだしを効かせたつゆ付き。

小麦（国内産）  
450g(麺160g) 385円(税込

416円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

292 野菜たっぷり
あんかけラーメン

鍋で作るお手軽ラーメン。沸騰したお
湯に凍ったままの本品を入れて湯がく
だけで完成。モンゴルかんすい使用。

小麦（国内産）  
5袋250g 420円(税込

454円)F

秋川牧園（山口県･山口市）

293 とりがらスープ
植物飼料で育てた健康な若鶏のガラを
原料とした個包装タイプの5倍濃縮スー
プ。スープやカレー、鍋物などにどうぞ。

鶏骨（国内産）  
550g 980円(税込

1058円)通常税込
1080円FG180日 HJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

294 こだわりの鶏鍋セット(醤油)

鶏肉（国内産）  

1ℓ 550円(税込
594円)KL

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

525 本仕込しょうゆ

大豆（アメリカ）  

お刺身やお寿司に最適
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。原材料：
大豆、小麦、食塩、ア
ルコール

600㎖ 540円(税込
583円)KL

笛木醤油（埼玉県･川島町）

527 金笛減塩醤油

大豆（国内産、アメリカ、カナダ）  

2 年 間 杉 桶 で 発
酵 熟 成させた 天
然醸造醤油から、
旨み 成 分 はそ の
ままで 食 塩の み
50%カット。

1kg 240円(税込
259円)

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。製
法：溶解、平釜

海水（沖縄県）、天日塩（オーストラリア、メキシコ）  

500g 380円(税込
410円)C

東京フード（茨城県･坂東市）

297 甜菜糖
北海道産の甜菜から作られた国産の砂
糖。まろやかで上品な甘さが特長。料理
はもちろん、コーヒーなどの甘味料にも。

甜菜（北海道）  
300g 490円(税込

529円)

奄美自然食店舗（東京都･大田区）

511 奄美瀬戸内純黒糖
奄 美 大 島瀬 戸内町産のさとうきび
100%使用。平釜にて作られる昔な
がらの伝統製法。

さとうきび（鹿児島県）  
500㎖ 233円(税込

252円)J

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

520 純米酢

米（国内産）  

お 米と 厳 選した
酢 酸 菌 を 使 用し
た、すっきりした
風 味 の 米 酢 。原
材料：米

360㎖ 250円(税込
270円)J

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

602 すし酢
(昆布だし入り)

  

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。

720㎖ 1000円(税込
1080円)J

大和川酒造店（福島県･喜多方市）

501 料理酒「蔵の素」
(契約栽培米使用)

米（福島県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.4

700㎖ 995円(税込
1075円)通常税込

1107円
J

角谷文治郎商店（愛知県･碧南市）

505 三州三河みりん
「米一升･みりん一升」の本場三河の
伝統製法で作られた本格みりんは、
米の旨味たっぷりのおいしさです。
原材料：もち米、米麹、焼酎

もち米（佐賀県）  
910g 510円(税込

551円)

ボーソー油脂（東京都･中央区）

547 一番しぼり菜種油
910g

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。

45g 380円(税込
410円)C

チヨダ（埼玉県･戸田市）

298 ラー油

ごま（ミャンマー、他）  

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。

130g 315円(税込
340円)CJK

丸新商会（千葉県･市川市）

299 豆板醤

唐辛子（中国）  

中華料理には欠かせない唐辛子
みそ。麻婆豆腐、炒め物、ラーメ
ンなどに独特の風味と辛みを出
せます。

130g 320円(税込
346円)CJKL

丸新商会（千葉県･市川市）

300 甜麺醤

大豆（中国）  

中華料理用の甘みそです。肉味噌
や、甘みを生かして炒め物などの
味付けに。

500g 340円(税込
367円)

G180日 HJL

ユニオンソース（栃木県･日光市）

533 マヨネーズ

なたね（オーストラリア）  

産直卵となたねサ
ラダ油を使った、マ
イルド な全 卵タイ
プのマヨネーズ。た
んぱく加水分解物
使用。

300g 360円(税込
389円)

ユニオンソース（栃木県･日光市）

534 あらごし
完熟ケチャップ

トマト（国内産）  
200g 330円(税込

356円)

ポールスタア（東京都･東村山市）

539 国産(野菜)
ウスターソース

  

適量出せる便利なボトル

180㎖ 310円(税込
335円)JKL

森文醸造（愛媛県･内子町）

542 アセローラぽんず
(180㎖)

アセロラ（国内産）  

生しぼりしょうゆにア
セロラ、ゆず果 汁を
加えた、さわやかな
味のぽん酢。たん白
加水分解物使用。

1ℓ 910円(税込
983円)KL

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）  

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
た万能だしの素。

80g 320円(税込
346円)CG90日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

302 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）  

80g 210円(税込
227円)CG180日 K

リアス（千葉県･船橋市）

303 打ち豆
国産の青大豆を水に浸した後、たた
いてつぶし、乾燥させたもの。

青大豆（国内産）  
50g 510円(税込

551円)通常税込
562円

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。

しいたけ（宮崎県、他）  
30g 475円(税込

513円)EG90日 O

リアス（千葉県･船橋市）

304 干しえび
瀬戸内産のえびを使用。風味と旨味
が凝縮し、良いだしが取れます。

えび（瀬戸内海）  
40g 595円(税込

643円)

リアス（千葉県･船橋市）

558 羅臼昆布
濃厚なだしが取れるので、うす味仕
上げが可能です。

昆布（北海道）  
200g 710円(税込

767円)G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

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）  
150g 390円(税込

421円)

鰹節のカネイ（兵庫県･神戸市）

561 だし削り(6種混合)
国産の削り節6種(さば、あじ、さん
ま、いわし、うるめいわし、かつお)を
ブレンドした削り節です。

さば（鹿児島県、熊本県、愛媛県）  

上
品
な
風
味
の

だ
し
が
取
れ
ま
す

シーズン最終

鶏肉(モモ･ムネ)、鶏つく
ね、若鶏のガラから煮出し
たスープをベースにかつお
の旨味をきかせた醤油風
味のスープのセット。お好
みの野菜、きのこ、豆腐な
どを加えてどうぞ。

食品調味料

本紙の使い方(注文方法)●注文書の裏面に印刷されている商品名を確認の上、数量をご記入ください。

●�毎週配布されるカタログ「CO-OP�MAIL� JOSO」に同一商品が掲載された

場合は、特価が反映されます。
●�インターネット注文を登録されている方は、「わが家の基礎調味料」のコー

ナーでご注文ください。 ●�この冊子は「保存版」ですので、分かりやすいところに保管してくだ

さい。
●�価格や規格の変更や廃番があった場合には「商品情報」等でお知ら

せします。価格については注文書の裏面に記載の通りです。

別冊 わ
が
家
の
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礎
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料
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2015年2月発行

毎
週
注
文
で
き
る
だ
し
素
材
、
乾
物
、
お
菓
子
、
酒
・
飲
料
な
ど
2
7
5
点
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(180g×2)×2 936円(税込
1010円)通常税込

1070円

FG180日 OJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

286 中華丼の具(塩)
2パック×2個組

お買い
まとめ買いで

得

2パック
×2

新鮮なえび、いか
に野菜を加え、自
家製鶏ガラスープ
で煮込みました。
薄味仕立て。湯煎
して。

  

3枚入

2食入

2食入

1kg 600円(税込
648円)

EBG90日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

296 やまこ味噌
(漉･中辛)

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5

1kg 600円(税込
648円)

EBG60日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

295 やまこ味噌
(粒･甘口)

大豆（国内産） ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5

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

国産原料を使用
し、1年間熟成さ
せ ました 。塩 分
11%。原材料：
米、大豆、塩

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！ OK
前日

！

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。

完 熟トマト の 甘
みを活かして、酢
･玉ねぎ･スパイス
などをバランス
よく配合したトマ
ト ケチャップ で
す。

国産のトマト、玉ねぎ、人
参、セロリをじっくり煮
込み、12種類のスパイス
を加えた香り豊かなウス
タ ーソ ース 。化 学 調 味
料、着色料不使用。

2食610g 538円(税込
581円)通常税込

596円FOJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

290 具たっぷりけんちんうどん

小麦（国内産）  

2食入

国 産 小 麦 で 作っ
た麺にたっぷりの
具をのせたけんち
んうどんです。関
西風つゆ添付。

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。 　  は供給前日の17:00までに電話かFAXで注文できます。お届け時の温度帯
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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アレルゲン表示 

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

35g 300円(税込
324円)G180日 J

リアス（千葉県･船橋市）

305 ソフト納豆昆布
昆布をスライスし、ソフトな食感に仕
上げました。ご飯にふりかけたり、お
吸い物･酢の物の具にどうぞ。

昆布（北海道）  
40g+タレ120㎖ 550円(税込

594円)G180日 JK

リアス（千葉県･船橋市）

306 松前漬(原料･タレ付)

昆布（北海道）  
全型10枚 215円(税込

232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）  
全型7枚(8切56枚) 500円(税込

540円)
CO

リアス（千葉県･船橋市）

307 広島県産 
熟成味付け海苔

海苔（広島県）  

化学調味料不使用

500g 110円(税込
119円)HJ

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。

米ぬか（国内産）  ［放］ 137Cs=2.2

手作りぬか床に

8g×10 345円(税込
373円)IKL

創健社（神奈川県･横浜市）

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。

  
80g(4g×20) 338円(税込

365円)通常税込
376円

コープ自然派事業連合

577 チキンコンソメ

  
115g 330円(税込

356円)IL

創健社（神奈川県･横浜市）

308 コーン
クリームシチュールゥ

  

30g 280円(税込
302円)HKL

和田萬商店（大阪府･大阪市）

598 のりとたまごとごまと
かつおのふりかけ

胡麻（エチオピア、他）  

化学調味料、保存料不使用

100g 330円(税込
356円)ECG30日 

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

309 梅干し
塩分10%で仕込んだシンプルな梅干しです。

梅（山形県）  
165g 400円(税込

432円)G180日 

プレス･オールターナティブ（東京都･目黒区）

611 レーズン

レーズン（アメリカ）  
120g 365円(税込

394円)G180日 

ネオファーム（神奈川県･厚木市）

610 プルーン(種ぬき)
有機認証された農場で栽培されたプ
ルーンです。オイルコーティングな
し。鉄分、カリウム、繊維質が豊富。

プルーン（アメリカ）  
60g 445円(税込

481円)G180日 

ネオファーム（神奈川県･厚木市）

612 むきくるみ(生)
アメリカの有機認定団体の認定を受
けた農場からの殻むきくるみ。お菓
子作りの材料や、くるみ和えにも。

くるみ（アメリカ）  

450g 345円(税込
373円)L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

628 プロスパゲッティ(2.0mm)
麺に熱を加えないよう時間をかけて作りました。小麦の
栄養と旨味が熱に破壊されず残っています。

小麦（カナダ、アメリカ）  

茹で上がりのおいしさが違います

300g×2 245円(税込
265円)L

小麦（カナダ）  
65g×5本、スープ200g 855円(税込

923円)通常税込
950円

G120日 JKL

斎藤昭一商店（秋田県･秋田市）

312 きりたんぽ(比内地鶏スープ付)

米（秋田県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.9
400g 198円(税込

214円)通常税込
227円

ブラマンジェ

川光商事（東京都･中央区）

622 片栗粉

じゃがいも（北海道）  

305g×3 648円(税込
700円)

日本生協連合会

671 COみかん缶5号
(305g)×3

みかんのおいしさが生きる、甘さを
抑えたライトシロップ 漬 の 缶 詰 で
す。

みかん（国内産）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.9

140g×3 420円(税込
454円)K

日本生協連合会

666 CO大豆ドライパック 
140g×3P

北海道産の粒よりの大豆をふっくら
煮上げた素材缶。サラダや五目煮等
に。

大豆（北海道）  
100g 110円(税込

119円)L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

630 エルボマカロニ

小麦（カナダ、アメリカ）  
9g 160円(税込

173円)L

風と光（神奈川県･横浜市）

313 有機穀物で作った
天然酵母

とうもろこし（ドイツ）  
300g×2 500円(税込

540円)G90日 J

藤巻商店（千葉県･印西市）

314 生あま酒 2パック

米（国内産） ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.1

シーズン最終

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。

料理だけでなく

　デザートにも米どころ秋田のあ
きたこまちで作り
ました。きりたん
ぽ鍋に。化学調味
料を使用しない比
内地鶏スープ付。

常総生協（茨城県･守谷市）

655 甘口カレールゥ 150g 290円(税込
313円)L

  
150g 300円(税込

324円)KL656 中辛カレールゥ

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

7皿分5皿分 OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

生姜のしぼり汁を加えて

風邪予防にも

麹でご飯を糖化させたものです。米麹も
すべて国産米使用。同量の水を加えてあ
たためてください。

パン作りに

デュラム小 麦 の 中 心 だ け の 粉を
使って、麺に負担をかけないよう手
打式で時間をかけて作りました。

有機穀物原料を使用した天然酵母で
す。扱いやすいドライイーストタイプ
です。乳化剤、酸化防止剤不使用。

茹で時間10分

茹で時間約11分

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

北海道産昆布と刻ん
だ 真 イカ す る め が
半 々 で 入って い ま
す。かつお、昆布、椎
茸、煮干の旨みをき
かせたタレ付。

瀬戸内海の内海で、種
付けから摘み取りまで
丹 精 込 めて 育 て まし
た。EM(有効微生物)を
使い1年熟成させること
で海苔の旨味を引き出
しました。無酸処理。

OK
前日

！

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

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。

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
麻をたっぷり加
え、少し甘めの
やさしい味に仕
上げました。

OK
前日

！

OK
前日

！ OK
前日

！

99.5g×2 280円(税込
302円)CG180日 HKL

小麦（国内産）  

創健社（神奈川県･横浜市）

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

104g×2 280円(税込
302円)CG180日 HJKL

小麦（国内産）  

創健社（神奈川県･横浜市）

311 味噌らーめん 2袋
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。

日本製麻（富山県･砺波市）

632 バーミセリ神戸(1.4mm)

デュラム小麦のセモリ
ナ100%使用。1.4mm
の細めのパスタです。

茹で時間約4分

OK
前日

！ OK
前日

！

有 機 栽 培 さ れ
た ぶ どう を 天
日で乾燥しまし
た。オイルコー
ティングはして
いません。
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190円(税込
205円)通常税込

216円

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

4個 300円(税込
324円)

EBG届いて5日以上 HJKL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

315 SOYドーナツ

小麦･大豆（国内産）  
160g 270円(税込

292円)
BG90日 KL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

316 きらず揚げ しお

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3
20g×4 230円(税込

248円)
CG90日 KL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

317 きらず揚げ 
しお 4連

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

原材料：国産小麦
粉、おから(国産
大 豆 )、粗 糖、菜
種油、食塩、膨張
剤(重曹)

20枚 170円(税込
184円)通常税込

204円
G180日 JKL

キング製菓（愛知県･小牧市）

689 うの花クッキー
原材料：小麦粉、てんさい糖、ショートニング(パーム油、
米油)、おから、豆乳、コーンスターチ、塩、重曹

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4

23g×5連 190円(税込
205円)

CG90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

318 ミニミレー
ビスケット

小麦（国内産）  
115g 200円(税込

216円)G180日 IJL

サンコー（愛知県･豊橋市）

685 ひじきスティック

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.2
20g×4 230円(税込

248円)CG90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

319 国産野菜のかりんとう

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.7
90g 165円(税込

178円)
CG90日 JML

サンコー（愛知県･豊橋市）

320 そばかりん糖
原材料：小麦粉、三温糖、そば粉、植
物油脂(米油)、イースト

そば（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.5
18本 215円(税込

232円)
CG120日 K

宇佐美製菓（東京都･荒川区）

321 きなこ棒
原材料：きな粉、加工黒糖、麦芽水
飴、還元水飴、ハチミツ、オリゴ糖、
塩、トレハロース

きな粉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.5

7g×5G120日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

708 アーモンドじゃこ

片口いわし（日本近海）  
75g 298円(税込

322円)CG60日 K

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

322 3色煎り豆
原材料：大豆、青大豆(秘伝)、黒大豆

大豆（山形県）  
100g 240円(税込

259円)
G120日 JKL

創健社（神奈川県･横浜市）

696 玄米せんべい黒胡麻
原材料：うるち玄米(国内産)、黒胡
麻、醤油、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

黒胡麻（ミャンマー）  
100g 240円(税込

259円)
G120日 JKL

創健社（神奈川県･横浜市）

695 玄米せんべい白胡麻
原材料：うるち玄米(国内産)、白胡
麻、醤油、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

白胡麻（パラグアイ、中南米）  

38g 335円(税込
362円)

G160日 JKL

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

323 深川巻

もち米（国産）  
30g 245円(税込

265円)CG100日 J

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

324 玄米揚げ 塩
原材料：有機もち米、有機植物油(紅花･菜種)、食塩

もち米（国産）  
32g 245円(税込

265円)
G100日 JKL

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

325 黒糖かりん

もち米（国産）  
9個 465円(税込

502円)
CG100日 IJKL

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

326 カマンベールチーズ
おかき

もち米（宮城県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3
18g×3袋 450円(税込

486円)CG100日 J

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

327 スパイシーカレー

もち米（国内産）  

2枚×11 200円(税込
216円)

CG180日 J

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

328 赤ちゃんせんべい

うるち米（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.4

ふんわりやさしい
口どけのおせんべい

150g 530円(税込
572円)CJ

旭食品（山梨県･富士川町）

329 十穀シリアル

雑穀（国内産）  

牛乳や豆乳、ヨーグルトと一緒に

10個 580円(税込
626円)DG45日 HIJKL

オリオンベーカリー（岩手県･花巻市）

330 内麦クロワッサン

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2
110g 230円(税込

248円)
CG180日 K

光陽（愛知県･豊川市）

331 抹茶ゼリー

  ［放］不検出 ＜2.6 ＜3.0

本紙の使い方(注文方法)●注文書の番号欄に数量をご記入ください。●�毎週配布されるカタログ「COOP�MAIL� JOSO」に同一商品が掲載された場合
は、特価が反映されます。●�インターネット注文を登録されている方は、「くらしの雑貨」のコーナーでご注文
ください。

●�この冊子は「保存版」ですので、冷蔵庫に貼りつけておくなど、分かりやすいとこ
ろに保管してください。●�価格については、予告なく変更する事があります。変更の場合は「商品情報」等
でお知らせします。

CONTENTS
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衣替えの季節です

国産の楠(くすのき)のチップから抽出
した樟脳です。付着した樟脳臭は空気
に触れると抜けます。※天然樟脳は強
い成分を含むので、取り扱いの説明を
よく読んでからご使用下さい。

原料のしょうのう

10g×8 1600円(税込
1728円)

フジヤマスライサー（宮崎県･日向市）

337 Tー Forest 
楠しょうのう

くすのき（宮崎県）  

8袋

家の中から合成化学物質を
排除しましょう

衣類の防虫に

無農薬･
無化学肥料で

育てた
薬草の恵みが

たっぷり
100㎖ 1800円(税込

1944円)
CG90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

332 どくだみ水

ドクダミ（山形県）  

ドクダミ、クマザサ、
ローズマリーの成分が
肌の代謝を促進させ、
美白や吹き出物の予防
に効果を発揮します。

化粧水
3月3回にお届けします

100㎖ 1800円(税込
1944円)

CG90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

333 よもぎ水

ヨモギ（山形県）  

ヨモギ、スイカズラ、
ラベンダー の成分に
は血行促進や抗菌作
用があり、ニキビ対策
にぴったり。乾燥肌に
もおすすめ。

化粧水
3月3回にお届けします

100㎖ 1800円(税込
1944円)

CG90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

334 かみつれ水

カミツレ（山形県）  

カミツレ、スギナ、カキ
ドオシの成分が 毛 穴
をひきしめ、しっかり
保湿します。カモミー
ルの香りにはリラック
ス効果があります。

化粧水
3月3回にお届けします

C

油
よ
ご
れ
も
よ
く
落
ち
ま
す

300㎖ 290円(税込
313円)

335 本体

せっけんの街（千葉県･柏市）
台所用液体せっけん 
おれんじ

600㎖ 330円(税込
356円)

336 詰替用

 ボトル2本分で
おトク

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

旧 商 品 名：豆 腐
ドーナツ 原材料：
砂 糖、小 麦 粉、鶏
卵 、植 物 油 ( 菜 種
油、パーム油)、米
粉、豆 乳 、お から
パウダー、膨張剤
(重曹)

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) OK

前日
！

原材料：小麦粉、
植物油脂(パーム
油 、米 油 )、三 温
糖、ショートニン
グ(パーム油)、ぶ
どう糖、食塩、膨
張剤(重曹･重炭酸
アンモニウム)

原材料：小麦粉、三温糖、植物油
脂(パーム 油)、ショートニング
(パーム油)、加糖脱脂練乳、昆布
パウダー、食塩、ひじき、脱脂粉
乳、膨張 剤(重炭酸アンモニウ
ム、重曹)

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！ OK
前日

！

原材料：小麦粉、
植物油脂(米油、菜
種油)、砂糖(粗糖、
てん菜糖)、水飴、
野 菜 粉 末(に んじ
ん、ほうれん草、
玉ねぎ、ごぼう)、
食塩、イースト

60g 145円(税込
157円)

G120日 J

創健社（神奈川県･横浜市）

706 ポテトチップス
(うす塩)

じゃがいも（国内産）  

原 材 料：馬 鈴
薯 、植 物 油 脂
( パーム 油 、米
油)、食塩

OK
前日

！

原材料：アーモンド、
片口いわし、三温糖、
水飴、ごま

原材料：有機もち
米 、ナ チ ュラ ル
チーズ、有機植物
油、有機白醤油、
砂糖、昆布、かつ
お節、みりん

原材料：有機もち
米、有機醤油(大豆
･小麦を含む)、有
機 砂 糖、のり、み
りん、昆 布、かつ
お節

原材料：有 機も
ち米、有機黒糖、
有 機 植 物 油 ( 紅
花･菜 種 )、有 機
醤油(大豆･小麦
を含む)、みりん

 個 装

3袋

原材料：もち米、植
物油、カレー粉、ブ
ラックペッパー、塩

原材 料：うるち
米、てんさい糖、
食塩※原材料に
牛乳、卵、そば、
落花生を使って
いません。

原 材 料：甜 菜
糖 、玄 米 、白
米、丸麦、もち
玄 米 、も ち 黒
米、たかきび、
食 塩 、は とむ
ぎ、もちきび、
もちあわ、うる
ち、ひえ

原材料：小 麦 粉(国産
小麦粉99%)、マーガ
リ ン、上 白 糖 、卵 、
ショートニング、ブドウ
糖、パネトーネ種、パ
ン酵母、食塩、濃縮ホ
エイ、小麦グルテン、モ
ルトエキス、水飴、乳
化剤、香料、酸化防止
剤(V.E、V.C)、安定剤

95g 145円(税込
157円)E

サンコー（愛知県･豊橋市）

712 包み黒糖飴
原材料：粗糖、黒糖、水飴

黒糖（沖縄県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

OK
前日

！

原材料：水飴、還
元水飴、エリスリ
トール、寒天、澱
粉、有機抹 茶、緑
茶抽出物(カテキ
ン ) 、こ ん にゃく
粉、レシチン(大豆
由来)

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。 　  は供給前日の 17:00 までに電話か FAX で注文できます。

菓 子

本紙の使い方(注文方法)●注文書の裏面に印刷されている商品名を確認の上、数量をご記入ください。

●�毎週配布されるカタログ「CO-OP�MAIL� JOSO」に同一商品が掲載された

場合は、特価が反映されます。
●�インターネット注文を登録されている方は、「わが家の基礎調味料」のコー

ナーでご注文ください。 ●�この冊子は「保存版」ですので、分かりやすいところに保管してくだ

さい。
●�価格や規格の変更や廃番があった場合には「商品情報」等でお知ら

せします。価格については注文書の裏面に記載の通りです。

別冊 わ
が
家
の
基
礎
調
味
料

保存版

注文書に
数量を記入するだけ

毎週注文できます
捨てずに保存をお願いします

2015年2月発行

毎
週
注
文
で
き
る
だ
し
素
材
、
乾
物
、
お
菓
子
、
酒
・
飲
料
な
ど
2
7
5
点

※紛失された場合は
供給担当まで

別冊「わが家の基礎調味料」の
お菓子のページ
（15・16ページ）も
ぜひご覧ください!

はOK
前日

！
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取り扱いサイクル・価格表記 C4週に1回お届け　D4週に3回お届け　B隔週お届け　A毎週お届け　　　　　　季節商品につき今回で最終　　　　　　今季初登場　　　新発売の商品　　　特別価格商品シーズン初シーズン最終取り扱いサイクル・価格表記

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

1本(30cm以内) 325円(税込
351円)DG届いて2日 JL

おかべや（神奈川県･相模原市）

346 おかべや フランスパン
原材料：小麦粉、天然酵母、天日湖塩

小麦（北海道）  

3個 385円(税込
416円)

DG届いて2日 JKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

347 おかべや 
もっちり玄米五穀パン

原材料：小麦粉、玄米、黒米、もち粟、
もちきび、もち麦、ういろう豆、豆腐、
天然酵母、砂糖、塩

小麦（北海道）  
5個 350円(税込

378円)
BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

348 おかべや 
もち麦ロール

原材料：小麦粉、もち麦粉、バター、
種子島の粗糖、天然酵母、豆乳、天日
塩

小麦（北海道）  
3個 340円(税込

367円)
CG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

349 おかべや 
豆乳ショコラ

原材料：小麦粉、豆乳、種子島の粗
糖、チョコレート、胡麻 油、天 然酵
母、塩

小麦（北海道）  

3個 300円(税込
324円)CG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

342 バンズ
原材料：小麦粉、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、熊本県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9
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）

343 チーズカンパーニュ
原材料：小麦粉、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、熊本県）  ［放］不検出 ＜4.6 ＜3.8
2個 330円(税込

356円)
BG届いて2日 HIJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

350 おかべや 
メロンパン

原材料：小麦粉、バター、種子島の粗
糖、天 然酵母、卵、塩、レモンピー
ル、豆乳

小麦（北海道）  
2個 370円(税込

400円)
BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

351 おかべや 
小倉あんぱん

原 材 料：小 倉 あ ん 、国 産 小 麦、バ
ター、種子島の粗糖、天然酵母、天日
塩、豆乳、黒ごま

小豆･小麦（北海道）  
3個 365円(税込

394円)
AG届いて4日 HKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

352 おかべや おから甘食
(ごま油使用)

原材料：小麦粉、砂糖、おから、卵、
太白ごま油、麦芽水あめ、豆乳、ベー
キングパウダー、重曹

小麦（北海道）  

※
イ
メ
ー
ジ

2個 350円(税込
378円)G届いて1～2日 L

小麦（北海道、岩手県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜4.0

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）

353 イングリッシュマフィン

1個 230円(税込
248円)

G届いて1～2日 L

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）

354 ベーグル プレーン
原材料：国産小麦(北海道、茨城県)、
自家製天然酵母(人参)、塩、粗糖

小麦（北海道、茨城県）  
1個 290円(税込

313円)
G届いて1～2日 IL

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）

355 ベーグル チーズ
原材料：国産小麦(北海道、茨城県)、
自家製天然酵母(人参)、チーズ、塩、
粗糖

小麦（北海道、茨城県）  ［放］不検出 ＜4.5 ＜4.0
1個 290円(税込

313円)G届いて1～2日 L

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）

356 ベーグル シナモンレーズン
原材料：国産小麦(北海道、茨城県)、自家製天然酵母(人
参)、塩、レーズン、シナモン、粗糖

小麦（北海道、茨城県）  
1個 290円(税込

313円)
G届いて1～2日 L

田中農園･ペトラン（茨城県･石岡市）

357 ベーグル 黒ごま
原材料：国産小麦(北海道)、自家製天
然酵母(人参)、黒ごま、塩、粗糖

小麦（北海道）  

10g×20 250円(税込
270円)CK

川光商事（東京都･中央区）

358 玉三 丹波黒豆麦茶
国産六条麦茶に丹波黒豆をブレンド
した、香り豊かでコクのある麦茶で
す。煮出し、水出しどちらでも。

大麦･黒大豆（国内産）  
100g 380円(税込

410円)通常税込
432円

茶園の様子

ランカスター（千葉県･千葉市）

732 オーナーズティー
(リーフ)

紅茶（スリランカ）  
2g×50 320円(税込

346円)

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)

紅茶（スリランカ）  

5g×30 340円(税込
367円)

ランカスター（千葉県･千葉市）

731 ウーロン茶
(ティーバッグ)

水仙種烏龍茶をお手軽なティーバッグ
に。焙煎の香りが芳ばしく、渋味は少
なめに仕上げた飲みやすい味わい。

水仙（中国）  
5g×24 360円(税込

389円)

黒姫和漢薬研究所（長野県･信濃町）

737 えんめい茶

えんめい草（新潟県、長野県）  
80g 360円(税込

389円)CJ

黒姫和漢薬研究所（長野県･信濃町）

359 玄米珈琲

玄米（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.1
160g×5 750円(税込

810円)C

ゴールドパック（長野県･松本市）

360 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。

うんしゅうみかん（和歌山県）  

190g×20 1700円(税込
1836円)

ナガノトマト（長野県･松本市）

361 信州生まれの
おいしいトマト(無塩)

信州･長野県の契約農家が育てたトマ
ト「愛果(まなか)」を100%使用し
た、食塩無添加のトマトジュース。

トマト（長野県）  
2ℓ 130円(税込

140円)C

日本生協連合会

362 CO富士山麓 
峠の湧水2ℓ

山梨県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.4
720㎖ 1325円(税込

1431円)CJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

363 五人娘 純米酒

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.9

芳 醇 で飲み応 え
のある純 米 酒。
酒 本 来 のコクと
味 をお 楽し み下
さ い 。農 薬 不 使
用米。

720㎖ 1400円(税込
1512円)ECJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

364 発芽玄米酒「むすひ」

米（茨城県、千葉県）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5
2g×10 480円(税込

518円)

ランカスター（千葉県･千葉市）

365 さくらの紅茶
(ティーバッグ)

紅茶（スリランカ）、桜の葉（国内産）

桜の茶葉が入っているので、
お湯を注ぐと桜の葉の香りがふわりと漂います。

セイロン紅茶に、乾燥させた国内産
の桜の葉をブレンド。春を感じさせる
季節限定の紅茶。香料等不使用。

春を先取
り

リラックスティータイムを

スリランカ、ク
ルガマ農園オー
ナ ー の 親 族 用
の 貴 重 な 茶 葉
を分けていただ
きました。毎日
飲んでも飽きの
こない味。

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

！OK
前日

！

※
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

G届いて1～2日 L

425円(税込
459円)340 8枚

415円(税込
448円)341 ノースライス

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）［放］不検出 ＜4.0 ＜4.7

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

C

C

G届いて1～2日 L

270円(税込
292円)338 6枚

260円(税込
281円)339 ノースライス

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）
パン･ド･ミ(食パン) 1斤

B

A

※
通
常
よ
り
横
長
の

パ
ン
の
た
め
、
厚
切

り
が
混
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す 原 材 料：小 麦

粉 、自 家 製 天
然酵母、レーズ
ン（レーズン食
パンのみ）、塩 

Le･Lourdes
(レ･ルルド)

自家製酵母パン ※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。

AG届いて2日 
JKL

350円(税込
378円)345 1斤6枚

185円(税込
200円)344 半斤3枚

小麦（北海道）  

おかべや（神奈川県･相模原市）
おかべや 豆乳角型食パン

原材料：小麦粉、
天然酵母、種子島
の粗糖、豆乳、塩

おかべや天然パン工房  

245g 430円(税込
464円)

森食品（長野県･千曲市）

616 完熟杏ジャム
木で完熟した杏を使用。杏特有の酸味と
甘さをいかした風味です。人工的にペクチ
ンを使わないので軟らかめのジャムです。

杏（長野県）  
210g 740円(税込

799円)G180日 N

ますだ（千葉県･八街市）

609 香るピーナッツクリーム
(スイートタイプ)

落花生100%のピーナッツクリーム
(加糖タイプ)です。原材料：落花生、
砂糖

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.2

OK
前日

！ OK
前日

！

和
菓
子
に
も

　
相
性
抜
群

80g 1000円(税込
1080円)G180日 

大石製茶（静岡県･静岡市）

722 やぶ北茶 上茶

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

農 薬 が 一 番 多いと
言 わ れて い る日 本
茶。静岡の大石さん
は 農 薬 を 使 わな い
お茶 栽 培を 頑 固に
守り続けています。

OK
前日

！

OK
前日

！OK
前日

！

畑の天然酵母パン田中さんの

レ
モ
ン
風
味
の

さ
わ
や
か
な

メ
ロ
ン
パ
ン

北
海
道
産
小
豆
を

使
っ
た
自
家
製

あ
ん
が
た
っ
ぷ
り

具材をはさんで朝食やおやつに

心
こ
め
て

焙
煎
し
ま
し
た

5缶

原 材 料：国
産 小 麦 、自
家 製 天 然 酵
母(人参)、粗
糖、塩、菜種
油

新潟県及び長野
県産のクマ笹の
新芽"えんめい草"
に、富山 県 産の
ハトムギ 等をブ
レンド。胃腸に優
しいお茶です。

宮城黒澤さんの無
農薬栽培した玄米
を使いました。焙
煎玄米は、中国で
昔から「玄 神」と
呼ばれ、便秘や冷
えなどを改善する
妙薬として用いら
れています。

20缶

富 士 ･ 御 坂 山 系
「三ツ峠」の山腹
から湧き出るミネ
ラルウォーター。
硬度36mg/Lの
軟水です。

お酒 お酒

発 芽 玄 米 を 使 って
作ったお酒。酸味が
強く、独 特 の 香りが
あり、従 来 の日本酒
とは違った発泡性も
特長のひとつ。

キャップに空気穴があ
いているので横にしな
いで下さい

パ ン

本紙の使い方(注文方法)●注文書の裏面に印刷されている商品名を確認の上、数量をご記入ください。

●�毎週配布されるカタログ「CO-OP�MAIL� JOSO」に同一商品が掲載された

場合は、特価が反映されます。
●�インターネット注文を登録されている方は、「わが家の基礎調味料」のコー

ナーでご注文ください。 ●�この冊子は「保存版」ですので、分かりやすいところに保管してくだ

さい。
●�価格や規格の変更や廃番があった場合には「商品情報」等でお知ら

せします。価格については注文書の裏面に記載の通りです。

別冊 わ
が
家
の
基
礎
調
味
料

保存版

注文書に
数量を記入するだけ

毎週注文できます
捨てずに保存をお願いします

2015年2月発行

毎
週
注
文
で
き
る
だ
し
素
材
、
乾
物
、
お
菓
子
、
酒
・
飲
料
な
ど
2
7
5
点

※紛失された場合は
供給担当まで

別冊「わが家の基礎調味料」にも
掲載されています。

はOK
前日

！

飲 料

本紙の使い方(注文方法)●注文書の裏面に印刷されている商品名を確認の上、数量をご記入ください。

●�毎週配布されるカタログ「CO-OP�MAIL� JOSO」に同一商品が掲載された

場合は、特価が反映されます。
●�インターネット注文を登録されている方は、「わが家の基礎調味料」のコー

ナーでご注文ください。 ●�この冊子は「保存版」ですので、分かりやすいところに保管してくだ

さい。
●�価格や規格の変更や廃番があった場合には「商品情報」等でお知ら

せします。価格については注文書の裏面に記載の通りです。

別冊 わ
が
家
の
基
礎
調
味
料

保存版

注文書に
数量を記入するだけ

毎週注文できます
捨てずに保存をお願いします

2015年2月発行

毎
週
注
文
で
き
る
だ
し
素
材
、
乾
物
、
お
菓
子
、
酒
・
飲
料
な
ど
2
7
5
点

※紛失された場合は
供給担当まで

別冊「わが家の基礎調味料」にも
掲載されています。

はOK
前日

！
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2kg 1280円(税込
1382円)BJ

荒井農園（千葉県･印西市）

366 荒井さんのもち米
粘土鉱物ミネラルを投入した土づくりで
おいしいお米を作ります。農薬使用は
初期除草剤1回、品種は「ヒメノモチ」。

千葉県  ［放］不検出 ＜0.4 ＜0.3

300g 395円(税込
427円)

士別農園（北海道･士別市）

582 士別農園 小豆

小豆（北海道）  
45g 480円(税込

518円)
黒ごま（長野県）  

130g 200円(税込
216円)G180日 K

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

648 きな粉(大豆)

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜2.7 ＜2.5

6個300g 505円(税込
545円)通常税込

562円FJ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

372 芽吹き屋 おはぎ
無漂白の道明寺粉を使用。あんは厳選した小豆で、あき
のこない甘さに仕上げています。

小豆（北海道）  
4本180g 398円(税込

430円)通常税込
443円FJK

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

373 芽吹き屋 三色だんご
よもぎ(粒あん)、人参(ごまあん)、くるみ(くるみあん)の三
色の味が一串で楽しめます。自然解凍して。

  

100g 320円(税込
346円)

峯岸商店（東京都･江戸川区）

370 わらびもち粉

  
360g 395円(税込

427円)

峯岸商店（東京都･江戸川区）

371 黒みつ

  
4本180g 388円(税込

419円)通常税込
432円

FCJ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

374 芽吹き屋 
よもぎだんご

国産の上新粉で作ったコシのある生
地によもぎを練り込み、北海道産小豆
の粒あんを包みました。自然解凍で。

よもぎ（国内産）  
4個220g×2 756円(税込

816円)通常税込
864円

FJK

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

375 芽吹き屋 
黒豆塩大福 2個組

岩手産「平黒大豆」を国産もち米の
生地に粒のまま練り込み、すっきりし
た甘さの粒あんを包みました。

黒豆（岩手県）  

塩味が全体の風味を
引き立てます

5袋500g 585円(税込
632円)通常税込

648円

FJK

丸きんまんじゅう（佐賀県･佐賀市）

376 冷凍白玉ぜんざい

小豆（北海道）  

冬は温めてホットで、
夏は冷やしぜんざいなどで

麦ごはん

◆作り方
❶　もち米は洗って1時間位水に浸け、普通に炊く。
❷　炊き上がったらすりこ木でついて、半分くらいつぶす。 
❸　好みの大きさに丸める(12～13個)。
❹　きな粉、ごまにそれぞれ砂糖、塩を混ぜる。 
❺　あん: 布巾にあんを伸ばし、ごはんを包んで軽く絞る。
 　　きな粉: ごはんを広げてあんを包み、きな粉をまぶす。

三色
ぼたもち

◆材料（12～13個分）
もち米 ����� カップ2 
水������� カップ2 
A 小倉あん �� 300g
　きな粉 �����大2 
　砂糖 ������ 大1 
　塩������� 少々 
　すりごま �����大2 
　砂糖 �����大1/2 
　塩������� 少々
C

B

組合員さんから
のお便り

わらびもちは初めて
作りましたが、簡単
に作れて、すごくおい
しかったです!作り方
の紙に書いてある通
り、「つくるの簡単、
おいしさ感嘆」でし
た。子供にも「また
作って」とリクエス
トされました。
� (つくば市･Hさん)

粗糖に水あめ少々を加えて作った
コクのある黒みつです。寒天や葛き
りと一緒に。パンやクレープにつけ
ても。

わらびの根の澱粉を使用。練り上げ
ていくほどにわらびの色が出てきま
す。きな粉、黒蜜をかけてどうぞ。

500g 440円(税込
475円)

CG90日 

小豆（北海道）  

北海道産の小豆を使用し、丹念に練り
あげたあんです。開封後は開け口をきっ
ちり閉めて冷蔵保管して下さい。

500g 440円(税込
475円)

CG90日 

368 こしあん

800g 320円(税込
346円)C

日本生協連合会

388 CO米粒状麦

大麦（国内産）  

2017 年産お米放射能検査結果

・検査機関：常総生活協同組合�・判定法：ゲルマニウム半導体γ線スペクトルメーターによる核種判定　
※生協では引き続き精度の高い検査をしています（生産者が外部機関で検査をしている場合はそちらの結果を掲載）。

 検出限界 0.2Bq/kg 以下
産��地

茨城県

不検出
不検出

（検出限界0.1Bq/kg�同位体研究所）

不検出

不検出黒澤さんのお米

つや姫

ひとめぼれ/コシヒカリ宮城県

不検出

荒井さんのもち米 不検出千葉県

山形県

名��称
めぐみちゃん
（生産者10名）

JAやさと

鯉淵学園

コシヒカリ

最高値0.2Bq/kg

不検出

0.2Bq/kg

最高値0.4Bq/kg

0.3Bq/kg

0.4Bq/kg

おきたま興農舎
ひとめぼれ

0.9Bq/kg

0.2Bq/kg

品��種 白��米 玄��米

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）。

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。

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。

山形・おきたま興農舎

 　5kg 2750円(税込
2970円)ひとめぼれ（白米） 

　382 BJ

 　2kg 1250円(税込
1350円)ひとめぼれ（胚芽精米） 

　383 CJ

 　2kg 1630円(税込
1760円)つや姫（白米） 

　384 CJ 無農薬

 　2kg 1565円(税込
1690円)つや姫（玄米） 

　385 CJ 無農薬
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。

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。

★登録して頂くと、ご希望のスケジュール通りにお米が届きます。
★年間1回からでも受け付けています。(詳細は生協、または配達担当
者までお問い合わせください。電話：0297-48-4911)

契約（定期購入）登録者募集中！

黒澤さんの
ひとめぼれ

■契約者特別価格について
・「めぐみちゃん」5kgは、通常組合員価格から70円(税込76円)引き。2
㎏は25円(税込27円)引き。
 ・「黒澤さんのお米」は、通常組合員価格から100円(税込108円)引き。
また黒澤さんの無農薬米の『米ぬか』については契約者にのみご要望の
際は1㎏180円(税込194円)でお届けしています。

子育てクーポン
対象

水海道の
めぐみちゃん

食事に雑穀を取り入れて、
食物繊維とミネラルを摂取雑 穀

麦入りチャーハン

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

 
　 5分 
　438 5kg 3500円(税込

3780円)

 
　 5kg 3500円(税込

3780円)7分 
　437
 
　 5kg 3200円(税込

3456円)玄米 
　436
 
　 5kg 3500円(税込

3780円)白米 
　435

宮城・黒澤さんの
ひとめぼれ（今摺米）

AJ 無農薬

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

 
　 白米 
　381 2kg 1400円(税込

1512円)

 
　 5kg 3500円(税込

3780円)5分 
　380
 
　 5kg 3500円(税込

3780円)7分 
　379
 
　

 
　

5kg

5kg

3200円(税込
3456円)

3500円(税込
3780円)

玄米

白米
 
　378
 
　377

宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

無農薬

 
　 2kg 995円(税込

1075円)白米 
　434
 
　 5kg 2350円(税込

2538円)玄米 
　432
 
　 5kg 2450円(税込

2646円)白米 
　431

水海道のめぐみちゃん
(コシヒカリ） AJ

JA常総ひかり・東町特栽米組合（茨城県・常総市）

やさとのお米(コシヒカリ)

 　 2314円(税込
2499円)

 　 2165円(税込
2338円)

白米

玄米

AJ 5kg

5kg 
　387
 
　386

JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）
AJ

米にまぜて炊くことで、
より栄養バランスのと
れたものとなります。
食物繊維も豊富。国内
産大麦100%。

北 海 道 士 別
農 園 の 減 農
薬 栽 培 あ ず
き( 品 種エリ
モ ) で す。皮
が軟らかく、
ふっくら煮上
がります。

無農薬栽培
された大豆
を、時 間を
かけて焙煎
しました。

OK
前日

！

OK
前日

！

4本入

4本入 4個
×2

国産の上新粉、もち米
粉をベースにした白玉
団子6個と北海道産小
豆のぜんざいを合わせ
た一人前(100g)パック
が5袋入っています。

手
作
り
和
菓
子

　
　
　
　
　  

の
春

特集

レシピ付

峯岸商店（東京都･江戸川区）

367 小倉あん

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。 　  は供給前日の17:00までに電話かFAXで注文できます。お届け時の温度帯

創健社（神奈川県･横浜市）

369 国内産 炒りごま 黒

長 野 県 産 の 黒
ご まを 直 火 焙
煎 で 香 ばしく
仕上げました。
保 存 に便 利 な
チャック付。
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C4週に1回お届け　D4週に3回お届け　B隔週お届け　A毎週お届け　　　　　　季節商品につき今回で最終　　　　　　今季初登場　　　新発売の商品　　　特別価格商品シーズン初シーズン最終取り扱いサイクル・価格表記

768円(税込
829円)通常税込

907円524円(税込
566円)通常税込

604円504円(税込
544円)通常税込

584円

875円(税込
945円)通常税込

961円

CO-OP MAIL JOSO【2018年3月2回】

1個 238円(税込
257円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

391 ブロッコリー

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9

1本約230g 935円(税込
1010円)通常税込

1058円EG60日 

カネサ鰹節商店（静岡県･西伊豆町）

392 生利節

かつお（静岡県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.3

スライスして玉ねぎと
一緒にサラダがおすすめ

300g 785円(税込
848円)FBG30日 

岩瀬牧場（茨城県･土浦市）ミートパル村山

393 岩瀬さんの豚ロースしゃぶしゃぶ用

茨城県 ［放］不検出<4.1 <3.4

60g 275円(税込
297円)通常税込

313円FC

三河屋（愛知県･岡崎市）

394 愛知産
しらす干し 徳用

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。

いわし稚魚（愛知県）  
5～7粒約100g 645円(税込

697円)通常税込
734円FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

395 雄武産 ほたて貝柱(生食用)

ほたて貝柱（北海道）  
70g×4 480円(税込

518円)通常税込
529円

日本生協連合会

676 COライトツナフレーク
まぐろ油無添加4P

きはだまぐろ（台湾、他）  
120g 465円(税込

502円)通常税込
535円FCG90日 J

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

396 やわらか酸味の酢だこ
蒸した真だこを、食べやすい大きさにぶつ切りし、特製酢
で味付けしました。

真だこ（モロッコ、モーリタニア）  

漬
け
汁
も
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

と
し
て
使
え
ま
す

40g×2 398円(税込
430円)

FBG180日 

松岡水産（千葉県･銚子市）

397 北海道さけ
スモークサーモン

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

秋鮭（北海道）  

25g 440円(税込
475円)通常税込

486円

リアス（千葉県･船橋市）

587 房州ひじき
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。

ひじき（千葉県）  ［放］不検出 ＜4.6 ＜4.1
150g 225円(税込

243円)通常税込
254円

ECG90日 K

かじかわ農場（新潟県･新発田市）

398 ミックスビーンズの
水煮

4種の豆を水煮にしました。大豆、青
大豆、白いんげん豆、金時豆はすべて
国産。

豆（新潟県、北海道）  
390㎖

CG100日 HJKL

笛木醤油（埼玉県･川島町）

399 金笛 
胡麻ドレッシング

胡麻（中国）  

ゴ マの風 味 が 豊
かな和風タイプの
ドレッシング。原
材料：植物油、胡
麻 、醸 造 酢 、醤
油、三温糖、卵黄

200㎖ 498円(税込
538円)通常税込

551円
JKL

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

400 梅ドレぽん酢

梅（奈良県）  

焼き魚や冷ややっこにも
おすすめ!

170g×2 1370円(税込
1480円)FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

401 鹿児島 坊津黒牛
切り落とし170g×2

鹿児島県 ［放］不検出<3.5 <3.7

100g×12 1650円(税込
1782円)通常税込

1944円
KL

信田缶詰（千葉県･銚子市）

402 まいわし和風煮 12缶セット
水揚げ後すぐのまいわしを使い、こだわりの調味料で薄
味に仕上げました。

いわし（銚子沖）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.1
100g×12 1650円(税込

1782円)通常税込
1944円

JKL

信田缶詰（千葉県･銚子市）

403 いわしみそ味
アーモンドペースト入 12缶

千葉県産の白みそを使用し、砂糖は奄美諸島のさとうき
び、アーモンドペーストを加え、コクのある味に。増粘剤
使用。

いわし（銚子沖）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.8
100g×12 1650円(税込

1782円)通常税込
1944円

信田缶詰（千葉県･銚子市）

404 いわし油漬唐辛子入り 
12缶セット

厳選した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。

いわし（銚子沖）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

料
理
の

素
材
と
し
て
も

190g(固形量140g)×2

創健社（神奈川県･横浜市）

405 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、南イ
タリアの海水で作られた天日塩でさっぱりと水煮にしま
した。原材料：さば、食塩

さば（長崎県、他）  
190g(固形量140g)×2KL

創健社（神奈川県･横浜市）

406 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。原材料：さば、
醤油、砂糖

さば（長崎県、他）  
5種G150日 MKL

創健社（神奈川県･横浜市）

407 お湯かけ麺 5種アソートセット

  
136g(17g×8袋) 368円(税込

397円)通常税込
410円

※
調
理
例

IJKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

644 北海道
カップコーンスープ

  

200g×3 318円(税込
343円)通常税込

356円

CJ

日本生協連合会

408 COおいしいご飯 
200g×3

山形産米はえぬきを使用し、高温短
時間で殺菌した無菌化トレー米飯。
レンジ、湯せんで調理可能。

米（山形県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.7
160g×3 318円(税込

343円)通常税込
356円

CG180日 J

日本生協連合会

409 COおいしい赤飯 
160g×3

国内産水稲もち米と北海道産小豆を
使用したレトルト包装米飯。レンジ、
湯せんで調理可能。

小豆（北海道）  
190g×30 3215円(税込

3472円)

ゴールドパック（長野県･松本市）

410 信州･安曇野野菜ジュース(無塩)
信州･安曇野に産地を限定し、ストレート原料のみをブレ
ンドした無塩タイプの飲料。

トマト（長野県）  

そのままはもちろん
煮込み料理にも

160g×20 1950円(税込
2106円)

長野興農（長野県･長野市）

411 信州りんごジュース 成分無調整
長野県産りんご「ふじ」を100%使用のストレート果汁。
酸化防止剤等一切添加していません。

りんご（長野県）  
50g×5 540円(税込

583円)

峯岸商店（東京都･江戸川区）

713 一口ようかん黒糖
原材料：ビートグラニュー糖、小豆、
黒糖、水あめ、寒天

小豆（北海道）  

春サラダ春サラダ
旬の素材を使って
春サラダ

まだまだ肌寒い日もあ
りますが、少しずつ暖か
くなってきています。旬
が一番分かりやすい野
菜、果物も少しずつ春の
素材が出始めています。
今が旬、野菜や海藻を
組み合わせて、体も目も
喜ぶ華やかな春サラダ
はいかがですか?

甘夏の

クリーミ
ー

サラダ

冷しゃぶの
サラダ

3月11日で
東日本大震災発生から丸7年。
非常時の対策は常に怠らずに!

防災特集

無農薬
ビタミン、カロ
テン 豊 富 な ブ
ロッコリー。つ
ぼ み の 部 分だ
けでなく、太い
茎 の 部 分 も 茹
で て 。農 薬 無
散布。

鰹節を作る過程で、ボイルと最初の
焙乾までしたものです。

きめが細か
く 脂 が 適
度に入った
部位。しゃ
ぶしゃぶ用
にスライス
しました。

北海道･雄武産
の 甘 い ほ たて
貝柱です。お刺
身でどうぞ。

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

！

OK
前日

！

青梅から搾った果汁に、国産丸大
豆醤油と純米酢を合わせたさわや
かなぽん酢です。煮出してとった
昆布と鰹のだしが効いています。

炒め物、煮物等何に
でも使える切り落と
しです。たっぷり使
える2パック組でお
届けします。

12缶

20缶30缶

12缶12缶

そのままおかずはもちろん、
料理の素材としても お湯かけ麺の5

種(しょうゆ、し
お 、わ か め そ
ば、わかめうど
ん、カレーうど
ん)セット。お湯
を注いで3分で
出来上がり。

北海道のスイートコーンを
たっぷり使った、まろやか
なコーンスープです。ホッ
トミルクでのばすと一層美
味しく召し上がれます。

忙しい日の朝食や、軽食･夜食の
おともにどうぞ

OK
前日

！

OK
前日

！

鳴門魚類  
全品特価セール

1028円(税込
1110円)通常税込

1188円

350円(税込
378円)通常税込

405円

390 3kg

389 1kg

愛媛県 

無茶々園（愛媛県･西予市）

無茶々園の甘夏

適度な甘味と酸味
の爽やかな柑橘で
す。除草剤、化学肥
料不使用。

シーズン初


