
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

288円(税込311円)通常税込
324円

5個
140g

EG29日 HJK

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

24 長崎 いわし団子
いわしやあじを主原料の無リンすり身に
いわしほぐし身をを加え、合わせ味噌で
いわしの風味を活かしました。汁物に入
れると良いダシが出ます。

いわし（国内産）

汁物に、煮物に、フライパン
で焼いても

2018年度 みんなで取り組む活動テーマ

素材を活かして、わが家の味

「食生活の心がけ」

  日々の食卓を改めて見直し。さて、いくつチェックが付きましたか?

バランスのよい食生活が送られていますか？
日々の食卓をチェックしてみましょう。
1.食事のあり方
□食事は生命力(いのち)ある旬のものをおいしくしっかりとりましょう。
□背筋を伸ばし、よく噛んでゆっくり味わって食べましょう。
□できるだけ手作りに心がけ、栄養面で偏らない食事にしましょう。
□食べる楽しみだけでなく、作る楽しみに家族で参加しましょう。
2.食生活の基本的な考え方
食生活の欧米化に伴う動物性たんぱく質、脂質の摂り過ぎに注意し、日本
型食生活をとり戻し、生活習慣病を予防しましょう。
□主食は白米だけでなく、雑穀を混ぜ副食より多め(6割程度)にとりましょう。
□魚は青魚を積極的にとりましょう。
□肉、卵、牛乳は質の良いものを適量(食べ過ぎず腹八分目で)とりましょう。
□植物性たんぱく質の大豆、大豆加工品を毎日食べましょう。
□野菜は緑黄色野菜を組み合わせ、毎食、食卓にのせましょう。
□食物繊維豊富な乾物、豆類を上手にとり入れましょう。
□海の野菜(海藻)も毎日食べましょう。
□味噌、納豆、漬物等の発酵食品を常食しましょう。
□油の吸収が多い揚げ物は、衣をつけ過ぎないように注意し、週に1～2回に
　しましょう。
□外食の際は単品でなく定食物にしましょう。

3.調理技術
□台所に秤(はかり)を。材料や調味料の目安を知り、無駄の無い使い方を工夫
　しましょう。
□だしも栄養。昆布、かつお、煮干等でしっかりとり、うす味に心がけましょう。

5kg×2J

JA常総ひかり･東町特栽米組合（茨城県･常総市）

11 めぐみちゃんコシヒカリ
(白米5kg×2)

4枚210g以上 478円(税込516円)通常税込
538円FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

12 天日干しアジ

真あじ（佐賀県）  

(35g×3)
×2 268円(税込290円)通常税込

320円

EG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

13 八郷小粒納豆3連
(タレ･カラシ付)2個組

茨城県で採れた小粒大豆をねかせた
風味のよい納豆です。

大豆（茨城県）  
60gFCG180日 

水永水産（宮崎県･門川町）

14 みやざき日向灘しらす干し

いわしの稚魚（宮崎県）  
500g 695円(税込751円)通常税込

826円

FB

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

15 徳用 涸沼のしじみ
(冷凍)

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。

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

3種174g 500円(税込540円)
EG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

18 鎌倉
つかいっきりセット

鎌倉ハムの人気商品を少しずつお試し。
ロースハムスライス、バラべーコンスラ
イス、つかいっきりポークウインナー

豚肉（国内産）  

120g 348円(税込376円)通常税込
389円

EG60日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

19 岩手一番採り 
幼わかめ

4月の収穫期に向けて1～2月に間引
いたわかめを湯通し･塩蔵したもの
で、軟らかく、茎ごと食べられます。

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

漁
師
の
間
で
し
か

食
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

希
少
な
わ
か
め

3枚×2 308円(税込333円)通常税込
356円

EG届いて6日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

20 油揚げ 2袋
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
150g 320円(税込346円)通常税込

356円

EG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

21 士別農園 福神漬
自給肥料を施した畑で栽培した野菜
をすべて手きざみし、農園独自の調
味液で漬け込みました。

きゅうり･白瓜･他野菜（北海道）  
1kg 585円(税込632円)通常税込

718円

JAいちかわ･寺田さん、鈴木さん（千葉県･柏市）

25 柏田中の完熟トマト

千葉県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.6

4切
210g 458円(税込495円)通常税込

513円

FG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

22 雄武産 秋鮭切身
(無塩)

北海道･雄武(おうむ)沖で漁獲した、
脂のりと身質が特に良い、重量3kg
以上の天然銀毛鮭です。無塩。

秋鮭（北海道）  
55g+15g 298円(税込322円)通常税込

397円

F

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

23 たらこ(切れ子)増量
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）  
100g 465円(税込502円)通常税込

519円

EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

26 石岡 鈴木牧場
フレッシュモッツァレラ

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.2

ト
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」 トマトと玉ねぎのマリネ

J

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

522 食菜酢

トマトのシーズン中は大活躍!
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常総生協が
おすすめする

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。

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ん
でいます。初期除草剤1
回のみ使用。

5kg
×2袋

お得

柏田中のトマト 樹上
完熟!

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。

鈴
木
さ
ん
一
家

寺田さん ( 息子 )

寺田さん（父）

通い箱(ダンボール)は再利用しますのでご返却下さい

548円(税込592円)通常税込
648円

548円(税込592円)通常税込
648円

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

EBG90日 JK

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

1kg

16 粒･甘口

やまこみそ（茨城県･守谷市）
やまこ味噌

1kg

17 漉･中辛

大豆（国内産） ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5

粒･
甘口

漉･
中辛

2
 個組

お得

日向灘産の
しらす干し
で す。ま ぜ
ご は ん 、酢
のものなど
幅 広く使 え
ます。

15g
増量

お得

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。

360㎖ 428円(税込462円)通常税込
475円

米（国内産）  

純
米
酢
と
純
粋
は
ち
み
つ
に
沖
縄
の
塩
を
加
え

た
調
味
酢
。
甘
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漬
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OK
前日

！
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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

日配：ほんのわずかの「旬」、原藻めかぶがシーズン初登場！
15ページ：ついに再開します！岩泉の雑穀特集
16ページ：おなかの中から元気に♪発酵食品特集

Feature

350円(税込378円)

朝
ご
は
ん
を
し
っ
か
り

　
　
食
べ
ま
し
ょ
う
！

新
生
活
ス
タ
ー
ト
！

joso

4500円(税込4860円)通常税込
5292円

茨城県  
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256円(税込276円)通常税込
298円

CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

800g 398円(税込430円)

濱上さん（鹿児島県･出水市）

30 ジューシーフルーツ
果肉は軟らかく多汁で爽やかな柑
橘 。落 果 防止 剤は使 用していませ
ん。農薬無散布。

鹿児島県  

3玉 360円(税込389円)
静岡県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.2

約550g 550円(税込594円)

岩川さん達（鹿児島県･屋久島町）

31 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  

1.2kg
（３〜５玉） 416円(税込449円)

大紀コープファーム（奈良県・五條市）

32 甘夏
程度な甘みと酸味の爽やかな柑橘で
す。減農薬栽培。

三重県 

竹村さん

200g×2 680円(税込734円)
茨城県  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

竹村さん（茨城県･かすみがうら市）

34 竹村さんのいちご

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）

37 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  
約100g 220円(税込238円)

樫谷さん達（熊本県）

38 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  

バラが入る場合があります

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）

39 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
35g 95円(税込103円)A

あゆみの会･遠藤さん達（千葉県･旭市）

40 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）

41 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
250g 50円(税込54円)EA

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

42 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

50g 190円(税込205円)B

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

43 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

3本 240円(税込259円)

赤谷さん（千葉県･旭市）

44 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
約150g 220円(税込238円)

右田さん達（熊本県･芦北町）

45 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170g 276円(税込298円)

金棒さん･山本さん（熊本県･天草市）

46 初恋スマート
ミニトマト

平均糖度8～11度のフルーツ感覚のミニトマトです。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  
300g 320円(税込346円)A

大木さん（茨城県･常総市）

47 大木さんの中玉トマト

茨城県  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

自家製堆肥を使用。
太陽熱消毒を実施し
て薬 剤になるべく頼
らない栽 培をしてい
ます。減農薬栽培。大

木
さ
ん

400g 330円(税込356円)

大木さん（茨城県･常総市）

48 大木さんのトマト 

約100g

井上さん（埼玉県）、岩下さん達（熊本県）

49 サラダスナップ

茨城県 ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.3

お待たせしました!
大木さんの大玉トマトが
シーズン初登場です

約130g 185円(税込200円)

福山さん達（宮崎県･新富町）

51 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）

52 赤ピーマン
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。

宮崎県  

500g前後 480円(税込518円)

福田さん達（沖縄県･宮古島）

53 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100g 275円(税込297円)

井上さん達（埼玉県）、溝口さん達（北海道）

54 グリーンアスパラ
甘みがあり、きめが細かく、繊維が粗
くない、食味良好のアスパラです。農
薬無散布。

埼玉県、北海道  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.4
約100g 280円(税込302円)

吉澤さん達（群馬県･昭和村）

55 ホワイトアスパラ
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。

群馬県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.9
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）

56 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）

57 木村さんの小松菜
(みずき)

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

「食生活の心がけ」
常総生協がおすすめする

　緑黄色野菜とは、カボチャ、ニンジンなど、β−カロテ
ンを豊富に含む野菜の総称です。厚生労働省の基準では

「原則として可食部 100g 当たりカロチン含量が 600 μ
g 以上の野菜」との事です。但し、カロチンが 600 μ g
以下でも1 回に食べる量や使用回数の多い色の濃い野菜
も含むことがあります。(トマト、さやいんげん、ピーマン等 )
古来日本食は、野菜を主体とした食事でした。今では野菜
不足から生活習慣病や、体の栄養バランスが崩れていると
いう話もあります。肉
･ 魚に偏らず、野菜を
意識的に食卓にのせ、
健康な体作りを心掛
けましょう。

野菜は緑黄色野菜を組み合わせ、
毎食、食卓にのせましょう。

イメージ 824円(税込890円)29 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)28 400g

無農薬

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

500g 398円(税込430円)

江川農園（神奈川県･小田原市）

35 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）

36 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）  

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

すりおろしたり、せん
切りにして冷凍保存。
料理の香りづけやお菓
子作りにも。

皮

はちみつ漬けや砂糖を
まぶして。塩漬けやオイ
ル漬けにして調味料に
も使えます。

はちみつ漬けや砂糖を
まぶして。塩漬けやオイ
ル漬けにして調味料に
も使えます。

皮+果汁

松永さんの

無農薬栽培レモン

皮まで
丸ごと
使い切り
ましょう

駿河湾から駆け上がりの
年中温暖な急斜面に、レ
モン、ビワと混植していま
す。農薬無散布。

松永さんの
無農薬の甘夏の特徴
◦ 甘味と酸味 のバランスがいい!
◦ ザクザクとした果肉の食感が心地いい!◦ 皮まで 安心して使 えま す。手 作 りマーマレードにも!

松
永
さ
ん
ご
家
族

シ
ー
ズ
ン
初

松永農園（静岡県･静岡市）

27 松永さんの
甘夏

491円(税込530円)430 2玉
259円(税込280円)429 1玉

ベストプロデュース社
ビオ・アグリサート認証　 
アボカド 

メキシコ

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

無農薬

無農薬

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。

無農薬無農薬

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

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。

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。

除草剤や化学合成肥料を使用
せず、魚粉や堆肥などの有機
肥料と天敵やニンニクなどの
忌避剤を使用して、手間を惜
しまず環境に配慮した栽培を
行っています。農薬無散布。

無農薬

約150g 197円(税込213円)

やさとの仲間（茨城県･石岡市）

65 やさとの仲間の
いろいろ野菜の菜花

小松菜、白菜、山東菜、べか菜、かき菜
などの菜花です。どれが届くかはお楽
しみ。春の味をどうぞ。農薬無散布。

茨城県 ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.2

無農薬シ
ー
ズ
ン
初

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

ひじき入り
春雨サラダ

サ
ラ
ダ
に
！
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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

円( 円)800円(税込864円)
北海道  
78 3kg

円( 円)290円(税込313円)77 1kg

煮 物 、サ ラ
ダ、じゃがバ
ター等で。農
薬無散布。

渡部さん（北海道･上士幌町）
じゃがいも

無農薬

煮物、大根おろ
し等に。農薬無
散布。

無農薬

 ※できるだけ   
    葉付きで 
    お届けします

CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

2〜3株 145円(税込157円)A

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

58 チンゲン菜
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。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.6
150g 160円(税込173円)

あゆみの会･富田さん達（茨城県･鉾田市）

59 水菜
サラダ、おひたし、浅漬け、鍋物と幅
広く使える野菜です。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.7
1束 160円(税込173円)

木村農園（茨城県･つくば市）

60 木村さんのかき菜
ビタミン、ミネラルも豊富に含む緑黄
色野菜。おひたし、炒め物等に。減農
薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.7

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）

61 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。

山形県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.8
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
100g 215円(税込232円)

おきたま興農舎･本田さん達（山形県･高畠町）

63 あさつき
ビタミン、ミネラル、食物繊維豊富。シャ
キッとした歯ざわりとクセのない味が特
長。からし醤油でどうぞ。農薬無散布。

山形県  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.7

1束約200g 175円(税込189円)

浅野さん（茨城県･常総市）

66 浅野さんのほうれん草

茨城県  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.7
40g 155円(税込167円)B

中村農芸･中村さん（茨城県･取手市）

67 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。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

1玉 220円(税込238円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

71 微生物農法の会の
キャベツ

ビタミンC豊富なキャベツはいつも
食卓にのせたい野菜の一つ。農薬無
散布。

茨城県 ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.0
1束 175円(税込189円)

木村農園（茨城県･つくば市）

72 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
1本 198円(税込214円)

熊崎さん達（愛知県･南知多町）

73 大根

愛知県  
1kg 360円(税込389円)

加瀬さん達･園川さん達（千葉県･熊本県）

74 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。

千葉県･熊本県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3

1kg 398円(税込430円)
茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.7

ベーコンと
じゃがいもの炒め煮

200g+50g 250円(税込270円)E

山田さん（茨城県･つくば市）

81 山田さんの
しめじ(増量)

茨城県  

舞茸と大根のサラダ

100g 195円(税込211円)EA

村上さん（栃木県･高根沢町）

85 舞茸

栃木県  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.4

70g 115円(税込124円)EA

安田さん（福島県･郡山市）

86 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 ＜3.7 ＜4.1
100g 260円(税込281円)EA

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

87 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。

三重県  

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。
3月～4月は椎 茸が
大きく、香りの良い
露地ものです。

ファルシー

150g 369円(税込399円)E

江藤さん（大分県･玖珠町）

88 江藤さんの原木生しいたけ

大分県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.8

通常は干ししい
たけに使われる
品種

シーズン初

長野県

丸金(長野県・長野市)

83 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。

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、
コクのある味が特徴

84 ブラウンえのき茸

89 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)

90 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

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。

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。

542円(税込585円)
北海道  
80 3kg

190円(税込205円)79 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

大
和
田
さ
ん

無農薬

品種は紅あずま。
ホクホクとした 食
感で甘みがあり、毎
シ ー ズ ン 好 評 で
す。農薬無散布。

微生物農法の会･大和田さん達（茨城県･行方市）

76 大和田さんのさつまいも

500g 220円(税込238円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

70 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 ＜4.1 ＜3.7

無農薬

1玉 195円(税込211円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

68 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)

69 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

シ
ー
ズ
ン
初

無農薬 無農薬

無農薬

秋口はトンネル、
以 降 は 露 地 栽
培。人参でおなじ
み、常総市の浅野
さんより。農薬無
散布。

無農薬 無農薬

野菜サポート会員申込書
サポート会員は2018年3月の時点で65名ですが、これから春～夏にかけて余剰が出やすい時期です。
みんなで地場野菜を食べて健康な体を作っていきましょう！

　　　　　

 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
も
登
録
可
能
！

野菜
サポート

会員
（継続募集）

新たな試みとして、野菜サポート会員がスター
トしました！これは、地場野菜に余剰が出た
場合のたすけあいの制度です。消費すること
で、地場産物を無駄にせず、また生産者の
野菜を知るきっかけにもなります。

育てていた野菜が
思ったより収穫
できそう…

生産者から生協へ
品目と数量の連絡

収穫したての野菜が
生協本部へ

翌日、供給便で
お届け！

野菜サポート
会員に登録！

（1回のお届けで
  300円以下）

組 合 員 名

希 望 口 数

切り取ってご提出下さい

組合員番号

800g 円( 円)528円(税込570円)

久保さん（鹿児島県･伊仙町）

439 新じゃがいも(ニシユタカ)
新じゃがいもならではの風味をお楽しみ下さい。減農薬
栽培。

鹿児島県  

100g 237円(税込256円)

あゆみの会･渡辺さん（千葉県･旭市）

82 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

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）

50 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
400g 190円(税込205円)

木村農園（茨城県･つくば市）

75 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

50g
増量

お得

シーズン初
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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 

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。CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

2枚200g 350円(税込378円)FCG120日 

下谷平次郎商店（千葉県･銚子市）

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

さんま（北海道）  
3〜5尾120g 310円(税込335円)通常税込

346円

ECG60日 JKL

武田食品（兵庫県･洲本市）

92 前浜真いわしのふっくら煮

真いわし（徳島県）  
3切165g 390円(税込421円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

93 さば生姜味噌漬
ノルウェー産の真さばを使用。「やま
こ味噌」の粒味噌と国産生姜を加え
た味噌ダレに漬け込みました。

真さば（ノルウェー）  

片身5〜8枚前後200g 435円(税込470円)通常税込
498円

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

94 真あじフィーレ

真あじ（長崎県）  
80g 390円(税込421円)FCG180日 KL

丸三水産（千葉県･南房総市）

95 生からつくったあじ刺身 
生姜醤油漬

千葉県の定置網で漁獲した鮮度の良いあじを厳選し、一
口サイズにカットして醤油に漬け込み、生姜、ねぎ、ごま
をのせました。

真あじ（千葉県）  ［放］不検出 ＜2.8 ＜2.9
5〜7尾250g 398円(税込430円)

FCG180日 

水永水産（宮崎県･門川町）

96 うるめいわし丸干し
日向灘で漁獲される高鮮度のうるめ
いわしを塩水に漬け、一昼夜乾燥し
ました。焼いて丸かじりでどうぞ。

うるめいわし（宮崎県）  

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）

97 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
200g 430円(税込464円)

FBG90日 

まるたか水産（宮城県･石巻市）

98 荻浜湾で育った
プリプリ冷凍かき

三陸･荻浜(おぎのはま)湾の新鮮なか
きを、自社で殻むきし、冷凍しまし
た。

かき（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.2
150g 460円(税込497円)

FBG90日 

まるたか水産（宮城県･石巻市）

99 三陸潮ゆで牡蠣
グリコーゲンが一番多くなる春に漁
獲した牡蠣を厳選し、殻をむいてす
ぐに何も加えず茹でました。

かき（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.7
4〜8個220g 428円(税込462円)通常税込

475円

FCG90日 JL

まるたか水産（宮城県･石巻市）

100 大粒かきフライ

かき（宮城県）  
7〜9尾180g 320円(税込346円)FG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

101 子持ちからふとししゃも
今季の北欧アイスランド産のからふとししゃもは大型サ
イズで脂のりが良く、抱卵率が高いのが特徴です。

からふとししゃも（アイスランド）  

今季は大きめサイズで脂のりの良い原料が
確保できました

2枚160g 400円(税込432円)FC

ヤマフ（佐賀県･唐津市）

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

真あじ（九州）  
片身2枚200g 350円(税込378円)

真さば（ノルウェー）  
片身3枚300g 500円(税込540円) 約350g 630円(税込680円)

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

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

縞ほっけ（アメリカ）  
2枚約120g 385円(税込416円)通常税込

443円FG90日 J

山米（兵庫県・新温泉町）

106 とびうお一夜干し（酒塩）
兵庫県浜坂産のとびうおを天然塩と料理酒「蔵の素」で
下味をつけて浅めに干しました。唐揚げにすれば頭から
香ばしくいただけます。

とびうお（兵庫県）

2切約120g 540円(税込583円)
FG60日 JKL

山米（兵庫県･新温泉町）

107 さわら西京漬
脂のりの良い「寒さわら」を使用。
「蔵の素」を加えた自家製の西京味
噌に3日間じっくり漬け込みました。

さわら（兵庫県）  
約50g×4 470円(税込508円)FCG30日 J

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

108 秋鮭(雄宝) 塩みりん漬
北海道雄武産の銀毛秋鮭を、鳴門魚類で独自調合した塩
みりんに漬け込みました。塩角がなくまろやかです。

秋鮭（北海道）  
約250g 460円(税込497円)

FBG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

109 雄武産 
秋鮭ブツ切り(無塩)

オホーツク海に面する港町、雄武(お
うむ)産の秋 鮭をブツ切りにしまし
た。鍋、フライ、焼物等に。

秋鮭（北海道）  

お弁当にも便利な
小さめサイズ

※調理例

3切約150g 340円(税込367円)FG90日 

山米（兵庫県･新温泉町）

110 赤カレイの切り身
程よい脂のりがあり、さっぱりした味わいの山陰沖の赤カ
レイ。塩焼き、煮付け、ムニエルなどで。

赤カレイ（兵庫県）  
4切270g 480円(税込518円)

FCG120日 

ダイマツ（鳥取県･米子市）

111 氷温 甘塩さば切身
4切

ノルウェー産のさばを、甘塩タイプの
塩さばにしました。脂がのっていま
す。

さば（ノルウェー）  

3切180g 590円(税込637円)
FBG120日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

112 紅鮭切身
(中辛塩)3切

アラスカ産の紅鮭を現地で生から加
工しました。塩が身に均等にいきわ
たり、うまさ格別です。

紅鮭（アラスカ）  
120g 450円(税込486円)FCG20日 

山菱水産（福島県･いわき市）

113 簡単解凍!一本釣りのきはだまぐろ
フィリピン近海で一本釣りされたきはだまぐろを、水揚
げ後すぐ現地指定工場にて加工し、急速凍結しました。

きはだまぐろ（フィリピン）  
60g×2 378円(税込408円)通常税込

430円FCG20日 

山菱水産（福島県･いわき市）

114 生からつくったねぎとろ用

きはだまぐろ（フィリピン）  
70g×2 398円(税込430円)

FCG20日 JKL

山菱水産（福島県･いわき市）

115 びんちょうまぐろ
(丼用)

身質の良いびんちょうまぐろを切り
落とし風にスライスし、醤油ベースの
やや甘めのタレに漬け込みました。

びんちょうまぐろ（太平洋）  
70g×2 380円(税込410円)

FCG20日 JKL

山菱水産（福島県･いわき市）

116 まぐろ大葉みそ
(丼用)

きはだまぐろの赤身をスライスし、会
津味噌をベースにした大葉味噌をか
らめました。ほんのり唐辛子風味。

きはだまぐろ（南太平洋）  

40g×2 375円(税込405円)
FCG180日 JKL

共和水産（岩手県･宮古市）

117 おらがつくった
宮古の磯丼

三陸産のいか、めかぶ、いくらを独自
の調味液で味付けした磯丼用の具材
です。流水解凍後、ご飯にかけて。

するめいか･めかぶ･いくら（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.0
2枚160g 472円(税込510円)FCG180日 JKL

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

118 しめさばかぶら漬

真さば（国内産）  
120g 495円(税込535円)

FCG90日 J

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

119 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

8尾前後180g 825円(税込891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）

120 ブラックタイガー 2L

ブラックタイガー（インドネシア）  

「食生活の心がけ」
常総生協がおすすめする

　青魚とは、いわしやあじ、さば、さんまなど背中が青い
魚の事です。
　青魚には、他の魚に比べて生
活習慣病を予防 ･ 改善するとい
われている EPA や DHA、タウ
リン、カリウム、カルシウム、ビ
タミン等を豊富に含みます。
　独特の風味があります
が、鮮度のいい魚を選ぶ
ことと、調理方法を工夫
することで美味しくいただ
けます。
　ぜひ、毎日の食卓に青
魚をどうぞ。

魚は青魚を積極的にとりましょう。

いわし

さんま

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

旬の真い わしを 使
用 。料 理 酒「 蔵 の
素」を使用し、やや
薄めに味付けし、魚
本来 の旨味を引き
出しました。

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。

5～8
枚

4～8
個

鮮魚 三陸牡鹿半島の
清浄海域で育っ
た良質の大粒生
かきを使用し、
パン粉をまぶし
て 仕 上 げ ま し
た。揚げて。

FCG120日 FCG120日 

104 3枚103 2枚
脂のりの良いノルウェー産のさばを一夜干しに仕上げました。

丸一商店（千葉県･南房総市）
さば一夜干し

フィリピ ン 近 海
の一本 釣りのき
はだまぐろを、水
揚げ 後すぐに 現
地指定工場にて
加 工し、急 速 凍
結しました。

2食入2食入

2食入

国内産(主に三
陸沖)の真さば
を 三 枚 に お ろ
し 独 自 の 調 味
酢 に 漬 け 、か
ぶ、人参、生姜
をのせ、かぶら
漬に。

インドネシア･スラウェ
シ島で粗放養殖。生か
らの1回凍結品ですの
で、えびの旨味、食感
が違います。
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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！

1320円(税込1426円)通常税込
1458円

3種
600g以上

122 3種セット

40日FG40日

2種
400g以上

121 2種セット

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）
土佐の色々セット

900円(税込972円)

  

2種
セット例

3種
セット例

簡単な調理法を添付
高知県沖で獲れた魚介類をその日のうちに下処理、急速冷凍し、魚
種別に真空にした鮮魚冷凍セットです。旬のオススメの魚種がおまか
せで届きます。

豊かな海と台所を
つなぐこと
それが、わたしたちの
仕事です（土佐佐賀

　　　産直出荷組合）

CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

130g 895円(税込967円)通常税込
1015円FG30日 

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

123 土佐のわら焼きかつおたたき
水揚げ当日にさばいて、高知県産稲わらの強火で豪快に
手焼きして仕上げました。お好みの厚さに切ってどうぞ。

かつお（高知県）  

100g 500円(税込540円)FG40日 

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

124 土佐の天然ぶり刺身(スライス)

ぶり（高知県）  

一番美味な2～3月水揚げの「彼岸ぶり」を
刺身にしました

140g 470円(税込508円)FG40日 

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

125 きびなごの唐揚げ

きびなご（高知県）  
3〜5枚150g 560円(税込605円)FG40日 L

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

126 沖うるめのフライ

沖うるめ（高知県）  

沖うるめ(ニギス)は知る人ぞ知る
高知のうまいもん!

100g 435円(税込470円)FCO

丸千水産（千葉県･南房総市）

127 サラダ用ボイル
むきえび

タイ産のバナメイエビを塩だけを使っ
て茹で上げました。自然解凍、または
袋のまま流水解凍し、サラダ等で。

バナメイエビ（タイ）  
180g 380円(税込410円)FCO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

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

えび（インド）、アカイカ（北太平洋）  
180g 475円(税込513円)FG90日 O

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

129 シーフードミックス
(ムール貝･タコ･エビ）

原料は全て天然物、特にエビにはこだわり上質な物のみ
を厳選して使用。加熱調理してお召し上がりください。

ムール貝（チリ）･岩だこ（ベトナム）、エビ（インド）  
100g 380円(税込410円)FBJKL

センシン食品（宮城県･名取市）

130 ぐるっと日本 
浜街道「ねばうま」(松前漬）

するめいか（北海道）  
40g 715円(税込772円)

FBJKL

佐井村漁協（青森県･佐井村）

131 いくら醤油漬
9月上旬～11月下旬に北海道東海岸
から青森県沿岸の定置網で漁獲･厳
選された秋鮭のいくらです。

いくら（北海道、青森県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.3

60g 300円(税込324円)
FCG30日 O

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

132 魚屋さんの
混ぜちりめん

国産の小魚と7種類の海藻を混ぜ、色々な
風味が楽しめます。混ぜご飯のほか、おに
ぎり、汁もの、パスタなど幅広く使えます。

しらす（遠州灘～伊勢湾）  
6尾250g 980円(税込1058円)

FG180日 OJL

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

133 えびフライ特大
(2L)

水揚げ後すぐに下処理、凍結したえび
に、国産小麦のパン粉をまぶしました。
大きくて満足感あり。油で揚げて。

ブラックタイガー（インドネシア）  
220g 380円(税込410円)

FCG180日 J

ダイマツ（鳥取県･米子市）

134 氷温造り さわらの
雪見おろし(南蛮柚子)

韓国産のさわらを米油で調理。酢と
ゆず果汁を加えた大根おろしで和え
ました。

さわら（韓国）  

少し唐辛子が入っています

190g 540円(税込583円)
FCG180日 JKL

城ヶ島水産（神奈川県･三浦市）

135 フライパンでできる
ごまたっぷりめかじき

一口大に切り、醤油ベースのタレに漬
け込みました。フライパンで簡単に
焼ける厚さです。

めかじき（インドネシア）  
7〜9個180g 395円(税込427円)

FCG180日 IL

千倉水産加工販売（千葉県･南房総市）

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

さんま（国内産）  
150g 430円(税込464円)

FG40日 JKL

土佐佐賀産直出荷組合（高知県･黒潮町）

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

さば（高知県）  

フライパンで少ない油でも
調理できます

7〜10尾150g 370円(税込400円)
FG90日 

山米（兵庫県･新温泉町）

138 はたはた唐揚げ用
浜坂漁港に水揚げされる小ぶりのはたは
たの頭を落として士別農園の片栗粉をま
ぶしました。凍ったまま揚げて下さい。

はたはた（兵庫県）  

70g×2
たれ･山椒付 2360円(税込2549円)
FBJKL

大黒淡水（静岡県･焼津市）

139 うなぎ蒲焼 
70g×2

愛知県の指定生産者が飼育した国産
のうなぎです。たれは、醤油、本みり
ん、砂糖とシンプルな内容。

うなぎ（愛知県）  
200g 398円(税込430円)

EG60日 JKL

武田食品（兵庫県･洲本市）

140 天然ぶりのあら炊き
鮮度、脂のりともに良い長崎産の天
然ぶりのあらを使用。軽く湯煎してど
うぞ。

ぶり（長崎県）  
2尾 330円(税込356円)

EG90日 JKL

武田食品（兵庫県･洲本市）

141 天然真鯛の
ことこと煮

真鯛（淡路島沖）  

小さくて活用されていなかった
真鯛を武田さんが惣菜に

100g 340円(税込367円)
FG90日 

山米（兵庫県･新温泉町）

142 岩もずく
(塩抜き済み)

素潜り漁で収穫した岩もずくを浜の女性達が丁寧に塩もみ
をすることで柔らかな食感に仕上がっています。サッと水洗
いしてそのままどうぞ。酢の物、汁物の具、天ぷらなどで。

岩もずく（兵庫県）  

ほとんど地元で消費されてしまう
貴重な山陰の夏の海藻

350g(蛸150g
出汁200g) 758円(税込819円)通常税込

842円

FG90日 JKL

カネキ水産（兵庫県･神戸市）

143 明石蛸たこめしの素
(3合用)

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

真だこ（兵庫県）  

カリッとした香ばしさが
クセになる

だしがら昆布も煮物にして、ミネラルや
食物繊維たっぷり。お弁当にも!

428427

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

37 しょうが　120ブラックタイガー 
622片栗粉

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

162つくば茜鶏 モモ　557だし昆布(カット) 
666CO大豆ドライパック 1167円(税込1260円)通常税込

1310円1290円(税込1393円)通常税込
1404円

◆作り方
❶　えびは殻つきのまま背ワタを取り、Aに10分ほど漬けておく。
❷　水分を取り、片栗粉を軽くまぶして170℃に熱した油でからりと揚げる。
❸　季節の野菜も油で揚げる。
❹　皿に天紙を置き、②と③を盛り付ける。

◆作り方
❶　 昆布は食べやすい長さの細切りにする。人参は細切り、 

ごぼうはささがきにする。鶏肉は一口大に切る。
❷　 鍋にサラダ油を熱し、鶏モモ肉を加えて炒める。 

色が変わったら、人参、ごぼう、大豆、昆布を加えて炒める。 
❸　Aを加え、落とし蓋をして煮汁が少なくなるまで煮る。

海老の竜田揚げだし昆布と大豆の煮物
◆材料(4人分)
えび(ブラックタイガー) ��� 8尾
　醤油 ���������� 大1
　みりん ������� 大1と1/2
　酒������������ 小2
　しょうが(すりおろし) ���10g
片栗粉 ���������� 適量
揚げ油 ���������� 適量
天紙 ����������� 4枚
季節の野菜 �������� 適宜

A

◆材料
だしをとった後の昆布 ��� 100g
鶏モモ肉 ���� 1/2袋(150g)
ごぼう����������� 1本
人参 ����������� 3㎝
水煮した大豆 ������ 150g
　だし汁 �������� 300cc
　砂糖 ���������� 大2
　醤油 ���������� 大2
　酒������������ 大2
　みりん ���������� 大1

A

「海老の竜田揚げ」
　　　　　レシピセット

切り取ってご活用ください切り取ってご活用ください

※茹でたサラダスナッ
プや絹さやを細切りにし
て添えて彩りよく!

しょうがしょうがブラック
タイガー
ブラック
タイガー

片栗粉片栗粉

だし昆布だし昆布

CO大豆
ドライパック
CO大豆
ドライパック 鶏 モモ鶏 モモ

「だし昆布と大豆の煮物」
　　　　　レシピセット

土佐の鰹船団が伝統漁法
「一本釣り漁」で獲った鰹

土佐沖獲れのぶ
りを水揚げ後す
ぐにさばいて急
速凍結させた鮮
度抜群のお刺身
です。さっぱりと
した脂のりが特
徴です。

初夏に高知県
を回 遊 する旬
の きび なごを
唐揚げ用に衣
を つ け ま し
た 。頭 か ら 尾
まで丸ごと食
べら れ ま す。
凍ったまま 揚
げて。

身が柔らかく、淡泊
ながら旨味 のしっ
かりある沖うるめ
(ニギス)に衣をつ
けてフライ用にし
ました。凍ったまま
揚げて。

7～10
尾

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。旨 味、ねばり
が絶品。

6尾 7～9
個

淡 路 島 沖 の 真 鯛
を、1時 間 か けて
鍋に並べ、12時間
かけて炊き込みま
した。まさに職人
技の逸品です。

3合用
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CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

400g 460円(税込497円)FG45日以上 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

144 鎌倉わけあり皮なしソーセージ

豚肉（国内産）

250g 850円(税込918円)
ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

151 ローズポーク 
ヒレブロック

最も軟らかい、脂のほとんどない部
位です。カツ等に。

茨城県  
500g 980円(税込1058円)

ECG6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 
モモブロック

モモ肉を焼き豚、煮物、カツ等に使え
るようにブロックでお届け。

茨城県  
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

153 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

154 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  
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

155 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  

200g 480円(税込518円)
FBG120日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

156 中津トントロ焼肉用
1頭から約300gしか取れない希少
部位のトントロを、焼肉用にカットし
ました。焼肉、炒め物に。

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）

157 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）  

※調理例

200g(固形量約80g×2) 540円(税込583円)
ECG6日 NJK

中津ミート（神奈川県･愛川町）

158 中津豚ロース味噌漬

豚肉（神奈川県）  

レバニラ炒め

300g 210円(税込227円)FCG30日 
国内産  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.6

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

159 豚レバー

400g 650円(税込702円)
FAG90日 

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

160 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）

161 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 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

162 つくば茜鶏 モモ
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。

茨城県  
300g 560円(税込605円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

163 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  
400g 525円(税込567円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

164 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）

165 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  

250g 490円(税込529円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

166 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  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

167 つくば茜鶏 
ムネモモ唐揚げ用

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。

茨城県  
250g 240円(税込259円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

168 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）

169 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  
300g 1480円(税込1598円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

170 鹿児島 坊津黒牛
モモしゃぶしゃぶ用

程良い霜降りの入った赤身主体のモ
モ肉をうす切りにしました。

鹿児島県  

170g×2 1800円(税込1944円)
FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

171 鹿児島 坊津黒牛
サイコロステーキ用×2

モモ･肩肉をダイス状にカットしまし
た。お得な2パックでお届け。

鹿児島県  
300g 1630円(税込1760円)通常税込

1814円

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

172 鹿児島 坊津黒牛
焼肉用(モモ、バラ)

モモとバラ肉を焼肉用にスライスし
ました。徳用規格でお届け。

鹿児島県  
180g 1030円(税込1112円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

173 鹿児島 坊津黒牛
カルビ焼肉用

霜降りが一番入り、味がもっとも濃
い部分です。

鹿児島県  
170g×2 1370円(税込1480円)

FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

174 鹿児島 坊津黒牛
切り落とし170g×2

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。

鹿児島県  
150g×2 1640円(税込1771円)

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

175 鹿児島 坊津黒牛
特選切り落とし150g×2

モ モ、ウデ 等 の 鮮やかな 霜 降りの
入った部分のみを厳選した黒牛の切
り落とし。2パック組のお徳用です。

鹿児島県  
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

176 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  

常総生協がおすすめする

　質のよい 畜産 物とはどう
いったものでしょうか。
　生産者が誰で、どんな餌で
育 てて、どんな流 通 経 路を
辿って来るのかが明確で、生
産者との信頼関係がある事、
そして何よりも家畜が健康に
育てられているという事が大切だと思います。
　生協が扱う肉、卵、牛乳はそういった事を前提に取組んでいます。節度を持って食べ
すぎに注意してご利用いただく事をおすすめします。

肉、卵、牛乳は
質の良いものを適量
(食べ過ぎず腹八分目 )で
とりましょう。

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

岩瀬牧場

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。

2枚

ビタミン、鉄
分 豊 富 なレ
バ ー 。牛 乳
に つ け て臭
みをとって、
ニラレバ 炒
め等に。

脂身のおいしさが味わ
えるバラ肉を、ベーコン
作りにも使えるように大
きめにカット。

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

岩瀬さんの豚肉は4月3回まで
お休みとなります。

お得な
ボリュームパック

!!

500g 960円(税込1037円)EG6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 
バラブロック

茨城県  

製 造 時 に 出 る 折 れ た も
の、サイズの大小、色がイ
マイチなものなどが入りま
す。また、包装後冷凍（真
空ではない）するのでダ
ンゴ状になったり、氷も付
きますが商品に問題はあ
りません。

「食生活の心がけ」 ※イメージ
※イメージ

とろっと美味しい

角煮に

お得な
2パックは
16ページ
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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

CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

49g×3 275円(税込297円)
EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

177 鎌倉つかいっきり
ポークウインナー×3

使い切りサイズのポークウインナー
を、お得な3パックセットにしました。

豚肉（国内産）  
94g×2 320円(税込346円)通常税込

362円

EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

178 鎌倉マイルド
ポークウインナー×2

焼き塩を使用しているので塩カドが
とれてマイルドに仕上がっています。

豚肉（国内産）  

27g×5 280円(税込302円)
ECG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

179 鎌倉粗挽
ロングウインナー

豚肉（国内産）  

野菜と一緒にドッグ
パンにはさんで。

30g×5 350円(税込378円)
EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

180 鎌倉チョリソー
国内産豚うで肉を粗挽きして、チリ
ペッパー等のスパイスと共にじっくり
熟成させたチョリソーです。

豚肉（国内産）  
60g×2 480円(税込518円)通常税込

540円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

181 鎌倉ロースハム
スライス×2

ハムエッグ、サンドイッチ、お弁当に
も安心して使える無添加のハムスラ
イス。

豚肉（国内産）  

120g 276円(税込298円)
ECG7日 KL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

183 中津皮なし
和風ミニウインナー

温めると醤油の控え目な旨味が広が
ります。食べやすい皮なし。

豚肉（神奈川県）  
6本120g 300円(税込324円)

FCG180日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

184 中津生ウインナー
原材料は通常のポークウインナーと
同じ豚肉、食塩、砂糖、香辛料です。
生なので加熱調理して下さい。

豚肉（神奈川県）  
100g 360円(税込389円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

185 中津バラベーコン
スライス

豚肉（神奈川県）  
100g 340円(税込367円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

186 中津ボンレスハム
スライス

自社農場の豚肉を、発色剤、増量剤
等を使用せず、海塩の旨味と香辛料
でシンプルな味に仕上げました。

豚肉（神奈川県）  
100g 320円(税込346円)

FCG180日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

187 中津スモークレバー
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（神奈川県）  
200g 355円(税込383円)

ECG24日 KL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

188 中津麻婆豆腐の素
(甘口)

豚肉（神奈川県）  

豚 肉 本来 の味を
大 切 にした シン
プルな味付け。豆
板 醤 を 使って い
ないので、辛いの
が 苦 手 な 方 で
も。

160g 350円(税込378円)FBG180日 I

田仲さん達（茨城県･桜川市）

189 つくば茜鶏 
蒸し焼きスライスチキン

鶏肉（茨城県）  
200g 480円(税込518円)EBG7日 JKL

ミートパル村山（茨城県･土浦市）

190 村山さんのチャーシュー

豚肉（茨城県）  

40g 278円(税込300円)EBG7日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

194 石岡 鈴木牧場スカモルツァ
(プレーン)

鈴木牧場の良質な生乳で作った熟成タイプのナチュラル
チーズ。牛乳の風味をお楽しみください。

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1
30g 204円(税込220円)EBG14日以上 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

195 石岡 鈴木牧場 さけるチーズ
(バジル)

生乳（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.1

大人も子供も大好き
おやつの定番、ポテトチップス

私がスナック菓子

で好きなのがポテ

トチップスのうす

塩。国産(北海道)の

馬鈴薯を化学調味

料を使用せず、うす

塩に仕上げたシンプ

ルな味でとても後ひ

く美味しさです。是

非お子さんのおや

つやお茶うけに!ご

賞味ください!

60g×2G120日 J

創健社（神奈川県･横浜市）

182 ポテトチップス
(うす塩)2個組

原材料：馬鈴薯、
植物油脂(パーム
油、米油)、食塩

供給部
岩野の
おすすめ

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
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EA
G届いて10～11日 I

400g 345円(税込373円)192 プレーン

400g 360円(税込389円)
生乳（茨城県） ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4 
193 加糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

茨城産有機栽培
バジル使用
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。

10個 130円(税込140円)CH

あゆみの会･本木さん（埼玉県･所沢市）

196 うずらの卵(じゅんらん)
ミネラル水と乳酸菌を与え、うずらの消化吸収力と免疫
力をアップさせた無投薬、無洗浄の卵です。

埼玉県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

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

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

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。

1ℓ 275円(税込297円)
EBG届いて6～10日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

191 よつ葉
ミルクコーヒー

生乳（北海道）  

北海道十勝産の生乳を
50%以上使用。砂糖、ブ
ラジル産コーヒー、乳製
品のみで作りました。

お届けは
4月2回に
なります

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

つくば茜鶏のムネ肉
を蒸して割いてパッ
クしました。そのま
まサラダにどうぞ。

村山さんがじっく
り 漬 け 込 み まし
た。チャーハンや
ラーメンに。豚肉
は岩瀬さんの豚、
又はローズポーク
使用。

甘みがあり、とて
も美味しく、安心
な無添加べーコン
です。いろいろな
料理に使えます。

280円(税込302円)通常税込
314円

じゃがいも（国内産）

特別増資（一口500円）受付中500250
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500g 256円(税込276円)
EBG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

197 サツラク酪農家限定
ヨーグルト(プレーン)

サツラク農協、11戸の生産牧場限定
の生乳を100%使 用したプレーン
ヨーグルト。クリーミーな食感です。

生乳（北海道）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.1
80g×3 206円(税込222円)

EAG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

198 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）

199 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）

200 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
65㎖×10 178円(税込192円)

EAG15日 I

日本生協連合会

201 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
180㎖×2 248円(税込268円)

EAG19日 I

酪王乳業（福島県･郡山市）

202 生乳たっぷり
のむヨーグルト

生乳93%使用の飲むヨーグルト。香
料、安定剤不使用。原材料：生乳、砂
糖、フラクトオリゴ糖

生乳（福島県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.5

100g×2 250円(税込270円)
EBG20日 HIK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

203 濃厚豆乳プリン
愛 知 県 産 の豆 乳 、牛 乳 、国 産 卵 を
使って作った本格派カスタードプリ
ンです。ゼラチン(豚由来)使用。

牛乳（愛知県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5
110g×2 230円(税込248円)

ECG20日 HK

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

204 まめぞう豆乳プリン
まったり黒ゴマ

原料に牛乳を使わず、豆乳を使って
作ったプリン。原材料：豆乳、鶏卵、
ビートグラニュー糖、黒ごま、食塩

豆乳（国内産）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.6

クリームチーズ
クレープ

200g 412円(税込445円)ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

205 北海道クリームチーズ

生乳（北海道）  

バターチャーン

100g 277円(税込299円)ECG60日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

206 北海道チャーンバター

生乳（北海道）  
200㎖ 438円(税込473円)

EBG届いて4～7日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

207 サツラク
北海道純生クリーム

乳脂肪分47%のフレッシュで純粋な
生クリーム。サツラクの新鮮なノンホ
モ生乳100%使用。

生乳（北海道）  

100g 208円(税込225円)FCK

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.9

6個 240円(税込259円)通常税込
270円

ECG届いて2日 K

おかべや（神奈川県･相模原市）

210 おかべや 一口生揚げ

大豆（青森県）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.0
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）

211 おかべや 銀杏入り野菜がんも
国産大豆使用の生地に銀杏、にんじん、ごぼう、玉ねぎを
加えて、味よく仕上げました。

銀杏（新潟県）  
230g 205円(税込221円)

ECG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

215 絹生揚げ
絹豆腐で作った厚揚げです。なめら
かな食感と大豆のおいしさを味わえ
ます。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.6 ＜1.5
4個 330円(税込356円)

EG30日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

216 味付きつねがんも
具だくさんのがんもを油 揚げ で 包
み、自社製造の合わせだしで味付け。
湯煎で温めても、そのままでも。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.3

肉厚でソフトな
油揚げが
煮汁をよく
含みます

150g 260円(税込281円)
EG30日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

217 味付うの花料理
丸和豆腐のおからに人参、ねぎ、油揚げ、椎
茸、ごぼう、青豆など具だくさんにして、かつお
だしで味付け。原材料にはちみつを含みます。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.5

40g×3 140円(税込151円)
EBG10日 JKL

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

220 水府納豆ミニ3
(タレ･カラシ付)

茨城県産小粒大豆使用。糸ひき、風
味ともよい納豆です。

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.4
80g 206円(税込222円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

221 遊作納豆
(タレ･カラシ付)

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

大豆（茨城県）  ［放］ 137Cs=3.7
40g×2 160円(税込173円)

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

222 十勝の息吹 大粒2P
(タレ･カラシ付)

北海道十勝産のトヨホマレ大 豆使
用。大粒ならではの食感、大豆のうま
み、糸引きの強さを楽しめます。

大豆（北海道）  
80g×2枚 290円(税込313円)EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

218 竹の子がんも
がんもどきの中に旬のたけのこを加えました。さっとあ
ぶって生姜醤油や大根おろしポン酢でさっぱりと。

たけのこ（京都府）  ［放］不検出 ＜2.2 ＜2.0
200g 220円(税込238円)通常税込

248円EG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

219 桜寄せ豆腐

桜の花（国内産）  ［放］不検出 ＜2.2 ＜2.2

春を感じ
  させる一品

80g 250円(税込270円)
ECG30日 JK

登喜和食品（東京都･府中市）

223 ひきわりてんぺ
ひきわりタイプのてんぺ。そのままは
もちろんですが、カットしやすく、調
理用に適しています。

大豆（北海道）  
450g 110円(税込119円)

EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

224 上州産
徳用こんにゃく

群馬県産のこんにゃく粉で作りまし
た。海藻粉末入り。煮物や炒り煮、汁
物などの具に。

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜3.7
400g 110円(税込119円)

EBG60日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

225 上州産徳用しらたき
群馬県産のこんにゃく粉で白く仕上
げたしらたきです。肉じゃがやすきや
きなどに。

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.5

さしみこんにゃく150g×2
酢味噌20g×2 300円(税込324円)

ECG60日 JK

市川食品（群馬県･高崎市）

226 青のり入り
さしみこんにゃく

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

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2

150g 285円(税込308円)EG90日 

リアス（千葉県･船橋市）

228 石巻十三浜産
絆カットくきわかめ

わかめ（宮城県）  

生産者･リアス･常総の「絆」です

300g 390円(税込421円)EG90日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

229 岩手産さしみ昆布

昆布（岩手県）  

軟らかいので手でちぎって
お好みの大きさにすることができます

4個(タレ無) 195円(税込211円)
EBG10日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

230 やさとの半熟たまご
(温玉)

非遺伝子組換え飼料で育てたやさと
の産直卵を温泉たまごにしました。

卵（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4

250g 350円(税込378円)EG30日 J

白鷹農産加工研究会（山形県･白鷹町）

231 甘酒

もち米（山形県） ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.5
250g 380円(税込410円)通常税込

421円EG30日 J

白鷹農産加工研究会（山形県･白鷹町）

232 黒米甘酒

黒米（山形県） ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.1

牛乳や豆乳で割っても甘酒としょうゆで
　鶏肉を漬け込んで焼くだけ

大豆加工品

日 配 品

北 海 道 の 生 乳 クリーム
100%。チーズケーキや
料理のベースに。パンや
クラッカーにつけても。
原材料：牛乳、クリーム、
食塩、安定剤

北 海 道 の 牛 乳 を 使
い 、昔 な が ら の バ
ターチャーン(攪拌機)
で時間をかけて作っ
た手作りバター。

330g 189円(税込204円)
EAG届いて3日 K

330g 189円(税込204円)
EAG届いて3日 K

おかべや（神奈川県･相模原市）

208 おかべや 宴もめん
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。

209 おかべや 雅きぬ

大豆（熊本県）  

おかべや

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2
300g 165円(税込178円)

EAG届いて4日 K

213 きぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

丸 和 み
そ
汁
や
う
ど
ん
の

具
と
し
て
も

青森県産大豆･天然
にがり100%使用。
お か べや自 慢 の 木
綿豆腐を、風味豊か
な 国 産 一 番 搾り菜
種油で揚げました。

時季
限定

時季
限定

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。

2袋

ミネラル豊富な
黒米で造った甘
酒。白米甘酒に
比 べ て フ ル ー
ティな味わいが
楽しめます。原
材料：米 糀、黒
米

除草 剤1回の
み使用のもち
米を原料に、
自ら仕込んだ
箱糀で作りま
した。糀の糠
化力だけで甘
酒にしていま
す。

早 採りの 軟らか い
昆 布を湯 通し塩 蔵
しました。水に戻し
てすぐに使えます。
そのままお 醤 油を
かけて、酢の物、炒
め物、煮物に。

十三浜産わかめ
の茎の部分を食
べやすくカット
しました。コリ
コリとした食感
が特徴です。水
洗いしてから十
分に塩抜きして
ご利用下さい。

4個

甘酒の照り焼き
チキン
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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4月1回】

麺150g×3
ソース30g×3 250円(税込270円)

EBG6日 HKL

共生食品（神奈川県･相模原市）

234 内麦焼そば
(ソース付)

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

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

麺120g×2
スープ47g×2 375円(税込405円)

ECG14日 HJKL

金子製麺（神奈川県･中井町）

235 あしがら車屋
味噌らーめん(2食入)

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。

小麦（国内産）  
150g 270円(税込292円)

EG90日 J

菊田商店（東京都･練馬区）

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

とら豆（北海道）  

250g 380円(税込410円)EG5日 

リアス（千葉県･船橋市）

233 採ってそのまま生めかぶ

めかぶ（宮城県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.3
130g 200円(税込216円)

ECG90日 JKL

菊田商店（東京都･練馬区）

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

大豆（秋田県）  ［放］不検出 ＜2.9 ＜3.2
40g×5種 378円(税込408円)通常税込

421円

開放釜による、昔な
がらの直火炊きを行
う老舗煮豆屋「菊田
商 店 」の 煮 豆 小 袋
セット。(セット内容:
昆 布豆、金 時豆、青
豆、とら豆、雁喰豆)

製
造
風
景

EG90日 JKL

豆（国内産）  

昆布豆、金時豆、青豆、とら豆、雁喰豆の5種セット

菊田商店（東京都･練馬区）

238 菊田煮豆小袋セット

100g 500円(税込540円)
ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

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

しらす（瀬戸内海）  
60g 500円(税込540円)

EG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

240 えごま入り
おかかふりかけ

埼玉県産のえごまを加え香ばしさと
歯ざわりを持たせたおかかふりかけ
です。

えごま（埼玉県）  
30g 280円(税込302円)

EG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

241 国産葉唐辛子
(砂糖不使用)

国内産の葉唐辛子を使用し、醤油、水あめ(国産
さつまいも使用)、みりんのみで炊き上げました。
ご飯のおかず、お弁当、おにぎりの具などに。

葉唐辛子（国内産）  
30g 400円(税込432円)

EG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

242 ちりめん山椒
(砂糖不使用)

瀬戸内産のちりめんと京都丹波産の山
椒の実を醤油、水あめ(国産さつまいも
使用)、みりんのみで炊き上げました。

カタクチイワシ（瀬戸内産）  
40g 260円(税込281円)通常税込

292円

EG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

243 きゃらぶき
(砂糖不使用)

岩手県産の山ふきを素朴な風味を生かして醤油、水
あめ(国産さつまいも使用)、みりんのみで仕上げま
した。ご飯のおかず、お弁当、おにぎりの具などに。

ふき（岩手県）  
80g 290円(税込313円)

EG60日 JKL

金沢錦（石川県･金沢市）

244 一口昆布巻
北海道産の昆布を栃木県産無漂白か
んぴょうで一口サイズに巻きました。
もう一品のおかずに、お茶請けに。

昆布（北海道）  

120g 298円(税込322円)通常税込
335円

EG60日 JKL

金沢錦（石川県･金沢市）

245 いいだこと
里芋の煮付

国産の里芋と一口サイズのいいだこ
を醤油をベースに昆布だしを効かせ
てやわらかく炊きあげました。

里芋（国内産）、いいだこ（タイ、ミャンマー、ベトナム）  

そ
の
ま
ま
で
も
、

１
～
２
分

湯
煎
し
て
も

90g 260円(税込281円)
EG60日 JKL

金沢錦（石川県･金沢市）

246 たらこ昆布煮
アラスカ産のたらこと北海道産の昆布をシ
ンプルな調味料のみで軟らかく炊きあげま
した。ごはんのお供に、おにぎりの具にも。

昆布（北海道）、たらこ（アメリカ）  

食べきりサイズで便利です

100g 277円(税込299円)
ECG90日 JKL

遠忠食品（埼玉県･越谷市）

247 国産味付ザーサイ
国内で栽培、収穫されたザーサイをス
ライスして、ごま油を利かせて中華風
に仕上げました。ご飯のおかずに。

ザーサイ（神奈川県、茨城県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.1

細かく刻んでチャーハンの具や
サラダのトッピングにも

200g 245円(税込265円)
ECG120日 JKL

河野食品（福岡県･みやま市）

248 べっ甲色のたかな漬
福岡県瀬高産高菜を使用。国産丸大
豆醤油と純米酢で、昔から福岡の家庭
で漬けていた高菜漬を再現しました。

高菜（福岡県）  

140g 260円(税込281円)
ECG120日 J

樽の味（和歌山県･御坊市）

249 すっぱいいなか漬け
(寒干し沢庵･糠漬)

宮崎県産の寒干し大根を半年以上樽
でねかせ、しっかり熟成発酵させてあ
りますので、味に深みがあります。

大根（宮崎県）  
150g 398円(税込430円)

EG180日 JKL

おばねや（栃木県･小山市）

250 ごぼう味噌漬
国内産の若採り里ごぼうを使 用。
しょうゆもろみで熟成後、2種類の麹
みそでじっくり漬け込みました。

ごぼう（青森県、関東他）  
120g 230円(税込248円)

EG60日 JKL

浜食（東京都･調布市）

251 ピリ辛
れんこん醤油漬

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

れんこん（茨城県）、唐辛子（中国）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.0
150g 260円(税込281円)

EG10日 J

まるしょう（石川県･小松市）

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

大根･きゅうり･パプリカ（国内産）  

鮭の三升漬け焼き

200g 418円(税込451円)通常税込
464円

EG180日 JKL

士別農園（北海道･士別市）

253 士別農園の三升漬

青唐辛子（北海道）  

30g×4 254円(税込274円)通常税込
285円ECG7日 J

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

254 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。

すけそうだら（北海道、アメリカ）  
2種200g 535円(税込578円)通常税込

594円EG20日 H

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

255 長崎 お造りかまぼこ
長崎で縁起物とされる金頭を主原料に、蒸して表面を焼
いた蒲鉾と、あご(飛魚)が主原料の蒸蒲鉾のセット。

飛魚（国内産）  

作り手の想いが
  詰まった練り製品

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）

259 おとうふ揚げ

すけそうだら（北海道）  

25g×5 368円(税込397円)
ECG7日 HJ

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

256 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
です。そのままでも、軽くあぶっても。

甘鯛（長崎県）  
130g 268円(税込289円)

EG7日 HJ

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

257 長崎 
いわし一口揚げ

長崎の地魚のすり身に玉ねぎ、ごぼ
う、一味唐辛子を加えて一口大に揚
げました。

いわし（長崎県）  
90g 260円(税込281円)

EG7日 JL

長崎蒲鉾（長崎県･長崎市）

258 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。

ごぼう（国内産）  

お子さまのおやつにも最適

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）

260 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）  
150g 290円(税込313円)

FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

261 茎わかめの
ボール揚げ

北海道の無リンタラすり身に茎わかめ
を加え、お団子にして揚げました。解凍
後そのままおつまみや具材にどうぞ。

すけそうだら（北海道）、茎わかめ（国内産）  
5本175g 318円(税込343円)通常税込

354円

FG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

262 ぼたんちくわ
無リンたらすり身にアブラツノザメを混
ぜ、魚肉の旨味が味わえる竹輪にしまし
た。煮付けやおでん、磯辺揚げなどにも。

すけそうだら（北海道）  

めかぶは、わかめの根本部分。コ
リコリとした食感が快く、磯の香
りが豊か。生長点であり、胞子を
出す部分であるため栄養も豊富
です。冷凍や味付けしたものは通
年出回りますが、生のものは今の
時季しか食べられません。

シーズン初

茶褐色をしためかぶ
が届きます。鍋に湯を
沸かし、塩少々を加え
て湯通しし、冷水にと
り、細かく刻んでお好
みのタレで。

ほんの
　わずかの

独特の食感と
磯の香りを楽しんで

ご飯のお供はもちろん、

お料理にも

茹でると
鮮やかな緑色に

旬

農
薬
不
使
用
の
青
唐
辛
子
、

農
園
で
作
っ
た
米
麹
、
醤
油

を
同
量
ず
つ
漬
け
こ
ん
だ
も

の
。
あ
っ
た
か
ご
飯
や
焼

肉
、
冷
奴
に
。

高橋徳治
      商店

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。

時季
限定

使いやすい
少量パック

シ
ー
ズ
ン
初
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500g 315円(税込340円)FA

イズックス（東京都･中央区）

263 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）  
300g 245円(税込265円)FB

日本生協連合会

264 CO北海道
つぶコーン

北海道十勝産のスイートコーンを収
穫後、加工･凍結しました。保存に便
利なチャック付き。

とうもろこし（北海道）  
100g 250円(税込270円)FC

リアス（千葉県･船橋市）

265 松島湾産おさしみあかもく

あかもく（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.0
110g×2 668円(税込722円)通常税込

756円FB

小林さん（長野県･高山村）

266 冷凍ブルーベリー 
2パック

ブルーベリー（長野県）  

そのままはもちろん、ケーキ作りにも

※調理例

20枚(9cm×9cm) 345円(税込373円)
FCG180日 HL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

267 ラザニア皮

小麦（カナダ、オーストラリア、他）  
500g 298円(税込322円)FBJ

パイオニアフーズ（北海道･京極町）

268 ミニポテトオーブントースター用
北海道のじゃがいも使用。シュレッドしたポテトの食感が
たまりません。ほんのり塩味がきいています。

じゃがいも（北海道）  
12個240g 425円(税込459円)通常税込

470円FJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

269 お弁当用根菜コロッケ
ホクホクの国産じゃが芋に、人参、玉ねぎ、れんこん、ご
ぼうを加えました。野菜の甘みをお楽しみ下さい。

  
115g×2 345円(税込373円)通常税込

394円FHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

270 お弁当用豆腐肉団子
国産大豆使用の豆腐に、安全な飼料で育てた肉と野菜を
加えたミートボールを甘酢ダレで味付しました。

大豆（国内産）  

180g×2 570円(税込616円)
FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

271 チャプチェ
湯煎するだけで、手軽に本格的なチャプチェ
を楽しめます。プルプルの春雨とコチュジャン
を使い、コクのある甘辛味に仕上げました。

春雨（国内産）  
5枚300g 400円(税込432円)

FCJL

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

272 お魚屋さんが作った
厚切フィッシュフライ

クセの無い白身魚のホキを厚切りに
し衣を薄く付けました。フライパンで
両面を焼いてどうぞ。

  

ボリューム感たっぷりです

150g 425円(税込459円)FBHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

273 からあげ
開放鶏舎で全植物性の飼料で育てた若鶏のムネ肉を、醤
油ベースの調味液に漬けて揚げました。トースター、レン
ジで。

鶏肉（山口県、他）  
160g 383円(税込414円)

FCHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

274 スパイシー
ささみカツ

開放鶏舎で植物性飼料で育てた若鶏のササミ
を、スパイシーなカレー味のカツにしました。
フライ済。オーブントースターかレンジで。

鶏肉（山口県、他）  

※調理例

200g 330円(税込356円)FHJKL

  

鍋物、煮物、炒め物、カレーや
シチューに幅広く使えます

秋川牧園（山口県･山口市）

275 秋川牧園 鶏つくね

200g 400円(税込432円)
FCHIJL

秋川牧園（山口県･山口市）

276 フライパンで簡単 
ささみハーブカツ

ささみにハーブとチーズを混ぜ込んだ
天然酵母のパン粉を付けました。解凍
後フライパンで多めの油で焼いて。

鶏肉（山口県、他）  

ハーブとチーズの香り
豊かな味わい

180g(3種各2本) 615円(税込664円)通常税込
679円

FHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

277 やきとりセット

鶏肉（山口県、他）  
18g×15 400円(税込432円)

FBKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

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

豚肉（国内産）  
18g×25 525円(税込567円)通常税込

583円FDKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

279 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
18g×10 385円(税込416円)

FCOJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

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

えび（インドネシア、ベトナム、他）  

皮がもっちり

14本420g 410円(税込443円)
FBJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

281 国産原料にこだわった
お徳用春巻

豚肉、キャベツ等、国産の具材のみ
を、国産小麦粉の皮でミニタイプの
春巻に。揚げて。

小麦（国内産）  
5本200g 380円(税込410円)

FIJL

大進食品（神奈川県･横浜市）

282 マム 焼いて簡単
ピザ巻きイタリアン

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

ナチュラルチーズ（北海道）  
27g×8 355円(税込383円)FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

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

鶏肉（国内産）  
6個210g 475円(税込513円)

FCOKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

284 マム おいしい
肉海老シューマイ

芽吹き屋でおなじみ岩手阿部製粉の
小麦粉で皮を作り、豚肉に海老を加
えて包みました。レンジで温めて。

豚肉（群馬県）  
(90g×3)×2 828円(税込894円)通常税込

940円

FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

285 ふんわり
豆腐ハンバーグ 2パック

大豆･鶏肉（国内産）  

8個144g 345円(税込373円)
FBHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

286 ごぼうとひじきの
豆腐団子

鶏肉と豆腐に、ごぼう、ひじき、ごま
がたっぷり入った団子です。おつまみ
にも。電子レンジで温めて。

ごぼう（国内産）  
6個120g 360円(税込389円)

FCOJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

287 れんこんえびの
寄せ揚げ

シャキッとしたれんこんの食感と、魚
肉とえびの旨味が美味しさを引き立
てます。

れんこん（茨城県）  

チヂミ115g×2
たれ8g×2 460円(税込497円)

FCHJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

288 コリアンチヂミ
(たれ付)

韓国風お好み焼き。フライパンまたは
トースターで焼くと、外はパリパリ、
中はもっちりの食感を楽しめます。

小麦（国内産）  
80g×4 598円(税込646円)通常税込

691円FCJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

289 鶏五目中華ちまき
国産もち米、鶏肉、野菜の五目煮に、鶏ガラスープやごま
油を加えて蒸した本格中華ちまき。本竹皮で包みまし
た。レンジで温めて。

鶏肉（国内産）  
160g×2 570円(税込616円)FG180日 OJL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

290 アジア薫るグリーンカレー
パンチの効いた辛さ、ココナッツミルクのまろやかさ、
ハーブの風味が癖になる味わい。レンジ又は湯煎して。

ココナッツ（タイ）、鶏肉（国内産）  

ハーブの風味豊かな、こだわりグリーンカレー

ぶっかけうどん

200g×5 390円(税込421円)FBL

シマダヤ（東京都･渋谷区）

291 冷凍 稲庭風うどん
(5食入)

小麦（国内産）  
2食556g 350円(税込378円)FCOJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

292 関西風きざみうどん
国産小麦粉を練り上げたうどんに、揚げ、ねぎ、人参、わ
かめをトッピング。関西風つゆのさっぱり味。

小麦（国内産）  
100g×2 570円(税込616円)FJKL

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

293 プルコギ丼の具(国産牛)
甘辛い韓国風の焼肉「プルコギ」を丼用の具にしました。
湯煎してご飯にかけて。炒めた野菜を添えても。

牛肉（国内産）  
6本150g×2 756円(税込816円)通常税込

864円FL

ニッコー（神奈川県･大和市）

294 ミニアメリカンドック 2パック
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。

  

冷凍食品
品質のすぐれた寒冷地
栽 培 適 種 の ハ イ ブ ッ
シュ系ブルーベリーを、
収 穫 後 すぐ に 凍 結 。
たっぷり使える2パック
です。農薬無散布。

ぬ めり成 分フコ
イダンが豊富。サ
クサクの食 感な
の で 和 え物 、酢
の 物 、麺 類 の 具
などにどうぞ。

乾 燥 の も のに
比べてソフトで
コ シ が ありま
す。冷蔵庫で自
然解凍し、たっ
ぷりの 湯 で 茹
で てご 使 用 下
さい。

12個入

15個入

14本入

25個入

10個入

2袋入

5枚入

2食入

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。

醤 油 た れで 軟
ら か く ジ ュ ー
シ ー に 焼 き 上
げ ま し た 。も
も、むね、つく
ね の 各 2 本 組
セット。湯煎ま
たはレンジで。

3種
   ×各2本

5本入
消泡剤を使 用せ
ず、国 産 大 豆 に
天 然にがりを加
え た 豆 腐 に、産
直 鶏肉を加えた
豆 腐 ハンバーグ
です。

3個
×2

8個入

8個入 6個入

4個入

6個入

2枚入

2食入

国 産 小 麦 粉 使
用。のどごしの
よさと強いコシ
を 兼 ね 備 え た
ゆで麺。1食分
をさらに半分に
できる切り込み
付き。

5食入 2食入 2食入

6本
×2

2
パック

お得
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鍋物、煮物、炒め物、カレーや
シチューに幅広く使えます

4個 640円(税込691円)FG180日 JKL

おやきや総本家（長野県･長野市）

295 門前おやき 4種アソート

小麦粉（長野県）  

「少しずつでも多種類食べたい」の声に応えて

4個 640円(税込691円)FG180日 KL

おやきや総本家（長野県･長野市）

296 門前おやき(きんぴらごぼう)
長野県産小麦「更級のめぐみ」と松代産の長芋で作った
生地のおやき。ごぼう、人参のきんぴらを包みました。

ごぼう（国内産）  
160g 680円(税込734円)通常税込

756円

FG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

300 アップルパイ
長野県の生産者指定の紅玉を使用し
ました。ラム酒や香料は不使用。自然
解凍してトースター等で温めても。

りんご（長野県）  
190g 798円(税込862円)通常税込

896円

FG60日 HIL

弁天堂（兵庫県･淡路市）

301 モンブラン 
4号サイズ

熊本県産の栗を使用。栗そのものの美
味しさが味わえます。自然解凍して。

栗（熊本県）  
10個400g 400円(税込432円)

FCL

ニッコー（神奈川県･大和市）

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

小豆（北海道）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.3

4個 640円(税込691円)
FCG180日 KL

おやきや総本家（長野県･長野市）

297 門前おやき(野沢菜)
浅漬けの野沢菜に人参、椎茸、キャベツ、切干大
根を加え、醤油で味付け、大釜でコトコト煮上げ
ました。生地は信州産小麦と長野産長芋使用。

野沢菜（国内産）  

おやきの定番、人気№1

4個 640円(税込691円)
FG180日 KL

おやきや総本家（長野県･長野市）

298 門前おやき
(切干大根)

切干大根に信州産えのきと油揚げを
加えました。生地は長野県産小麦「更
級のめぐみ」と長野県産長芋を使用。

切干大根（宮崎県）  

生地の小麦は長野県産
「更級のめぐみ」を使用

4個 640円(税込691円)
FG180日 JKL

おやきや総本家（長野県･長野市）

299 門前おやき
(かぼちゃ)

北海道産のかぼちゃを蒸かして潰して味噌で和えました。お
すすめの焼き方は、油を薄く敷いたフライパンに凍ったまま
のおやきを置いてフタをして蒸し焼きに。表10分、裏4分。

かぼちゃ（北海道）  
4本180g 410円(税込443円)

FJK

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

303 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。

  
5本200g 340円(税込367円)

FJKL

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

304 芽吹き屋 
田舎風みたらしだんご

芽吹き屋より。国産うるち米で作りま
した。たれは甘さひかえめ。1串2玉
で食べやすいサイズ。自然解凍で。

  
12個216g 498円(税込538円)

FJKL

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

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

上新粉（国内産）  

1kg 530円(税込572円)
ECG180日 JK

沼屋本店（茨城県･つくば市）

306 沼屋 手造りみそ

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜2.5 ＜2.9
1kg 540円(税込583円)

ECG90日 K

やまこみそ（茨城県･守谷市）

307 やまこ味噌(麦みそ)
国 産 麦 使 用、風 味 豊 かで す。塩 分
11%。原材料：大麦、大豆、塩

大麦（国内産）  

360㎖ 498円(税込538円)通常税込
583円

JKL

沼屋本店（茨城県･つくば市）

528 常総だし醤油

大豆（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.1
1ℓ 570円(税込616円)J

キノエネ醤油（千葉県･野田市）

504 酒みりん

  

濃厚なみりんのう
ま味と爽やかな清
酒 の 風 味 を 絶 妙
な割合で調合した
発酵調味料。原材
料：もち米、米、米
麹、醸造用糖類、
アルコール、食塩

63g 320円(税込346円)C

けんこう舎（東京都･調布市）

308 焼塩胡椒

食塩（オーストラリア、日本、他）  

1380g 990円(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）  

イタリアで栽培
されたオリーブ
の 完 熟 し た 実
を、低温で圧搾
しました。

430g 2370円(税込2560円)通常税込
2992円

G2018.9.30

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

552 エキストラ
バージンオリーブ油

オリーブ（イタリア）  
100㎖ 420円(税込454円)C

たちばなファーム（静岡県･浜松市）

311 国産レモン果汁

レモン（静岡県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.6
80g 390円(税込421円)C

ポールスタア（東京都･東村山市）

312 青森県田子町産100% 
おろしにんにく

青森県田子町の「福地ホワイト6片」
という最高品種のにんにくをおろし
ました。塩とクエン酸を少量添加。

にんにく（青森県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.6

300㎖ 310円(税込335円)
CJKL

日本生協連合会

313 CO野菜たっぷり
和風ドレッシング300

  
330g 475円(税込513円)H

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

531 マヨネーズ
(キサイチ)

なたね（オーストラリア）  

手
間
ひ
ま
か
け
て
作
ら
れ
た

   

飯
尾
醸
造
の
お
酢 500㎖ 655円(税込707円)通常税込

724円

J

飯尾醸造（京都府･宮津市）

518 純米富士酢

米（京都府）
300g×2 688円(税込744円)通常税込

778円

ユニオンソース（栃木県･日光市）

318 あらごし
完熟ケチャップ 2本組

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。

トマト（国内産）  
390g 198円(税込214円)通常税込

238円

ナガノトマト（長野県･松本市）

319 あらくつぶしたトマト 
ピューレづけ

トマト（イタリア）  

500㎖ 1420円(税込1534円)通常税込
1566円

CJ

飯尾醸造（京都府･宮津市）

315 富士玄米黒酢

玄米（京都府）  

水で5～8倍に薄めて
お飲みください

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

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
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

！

全品
特価

360㎖ 565円(税込610円)通常税込
626円

J

飯尾醸造（京都府･宮津市）

317 富士ピクル酢

米（京都府）  

ありあわせの野菜を
一晩漬けるだけ

360㎖ 758円(税込819円)通常税込
842円

CJKL

飯尾醸造（京都府･宮津市）

316 富士ゆずぽん酢

ゆず（徳島県）、かぼす（大分県）  

500㎖ 1285円(税込1388円)通常税込
1458円

J

飯尾醸造（京都府･宮津市）

314 富士酢プレミアム

米（京都府）

純米富士酢の1.6倍(JAS規格の
8倍)のお米を使って、まろやか
な香りと濃厚な旨味を引き出し
ました。

無 農 薬 栽 培した新
米を100%使用。
静置 発酵と長 期間
の熟成により、コク
とのびのある純 米
酢に仕上げました。

OK
前日

！

無農薬栽培の玄米100%
使用。米酢に比べ、アミノ
酸を多く含みます。料理は
もちろん、飲用としても。

ゆず&かぼすのダブル
果汁に、鰹節だしと昆
布だしをプラス。本醸
造再仕込み醤油と、純
米富士酢使用。

純 米 富 士 酢 を ベ ース
に、粗糖、塩、ドライト
マト、香辛料を加えた
ピクルスの素。お好み
の野菜を漬けるだけ。

398円(税込430円)通常税込
494円

548円(税込592円)通常税込
669円

石岡市の島田さんの大豆を使って、沼屋本店と一緒
に作った2年仕込み醤油。原材料：大豆、小麦、食塩 
※アルコール添加はしておりません。

EBKL

360㎖309 生

沼屋本店（茨城県･つくば市）
常総寒仕込みしょうゆ

500㎖310 火入れ
大豆（茨城県） ［放］不検出 ＜3.0 ＜3.3

原材料：小麦
粉、ごぼう、
ひまわり油、
醤油、人参、
長芋、トレハ
ロース、ビー
トグラニュー
糖、白ごま、
七味唐辛子

4個入4個入

4個入 4個入
4本入 5本入

4個入

「 常 総 寒 仕 込 み
しょうゆ」を使って
作っただし醤油。
厚削りのかつおと
さば節と昆布でだ
しをとりました。

ニガリを含む焼塩
の 旨 味 と 黒 コ
ショーの香り、白コ
ショーの辛味に、
隠し味のローレル
を加えました。

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。

2
  本組

お得

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

手で開けられる
紙容器入り

 沼屋本店謹製

常総生協 オリジナル醤油

野沢菜、切干
大 根 、か ぼ
ちゃ、きんぴ
らごぼうを1
個ずつセット
にしました。

直径約12㎝

10個入

12個入

白みそ

茨 城 県 産 大 豆
と、国産米こう
じを 使 い 、3ヶ
月熟成で色を白
く 仕 上 げ ま し
た。塩分12%。

麺つゆには
2～3倍に希釈して

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

みかんでおなじみの渥美
さん達が育てた低農薬レ
モンを搾りました。果汁
100%です。

たっぷりの生玉ねぎの
風味に、生醤油のコク。
生にこだわったドレッ
シングです。具材は全
て国内産原料です。

全卵と、圧搾な
たね油を使用。
マイルドな味の
マヨネーズ。

※イメージ

◆材料
385 花かつお ��������� 50g
589 刻み昆布 ��������� 15g
ちりめんじゃこ �������� 20g
白ごま������������ 50g
　醤油 �����������45cc
　砂糖 ����������� 40g
　みりん ������������ 大1
　酢�������������� 大1

◆作り方
❶　 刻み昆布を水で20～30分戻し切る。
❷　 鍋に花かつおを入れて、香りが出るまで火にかける。
❸　 気長に火を通し乾燥させる。手で握りつぶした時にパラ

パラと細かくなるまで。
❹　 花かつおを細かくしたら、じゃこ・昆布を加えAを入れて

よくからませ水分をとばし最後に白ごまを加えて出来
上がり。

あつあつのご飯やおにぎりの具にも

刻み昆布の錦松梅風

乾物料理講習会でも 大好評!!

A
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200g 330円(税込356円)J

ポールスタア（東京都･東村山市）

538 国産(野菜･果実)
中濃ソース

  

適量出せる便利なボトル

110g 510円(税込551円)KL

けんこう舎（東京都･調布市）

576 中華クック
とりがらと帆立の風味

  
8g×18 440円(税込475円)

G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

573 だしパック

さば（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.5
3g×20 490円(税込529円)

G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

565 削り節パック 
徳用

かつお（国内産）  
30g 500円(税込540円)

リアス（千葉県･船橋市）

596 わかめご飯の素

わかめ（徳島県）  
13枚 180円(税込194円)C

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

320 月桂樹(ローリエ)
半乾燥でお届けするため香りが少なく感
じられますが、乾燥させたり調理に用い
ると清々しく香り立ちます。農薬無散布。

月桂樹（山形県）  ［放］不検出 ＜4.4 ＜4.1

摘みたてをお届け!

宮 城 県岩出山 産
大豆「ミヤギシロ
メ」を使用し、重
曹や 消 泡 剤など
を 使 わ ず、 昔 な
がらの 製 法 で 作
りました。

20枚90g 535円(税込578円)通常税込
589円

CG150日 K

岩出山農協（宮城県･大崎市）

321 凍り(しみ)豆腐

大豆（宮城県）  ［放］不検出 ＜2.7 ＜2.9
30g 370円(税込400円)通常税込

410円

※調理例

C

リアス（千葉県･船橋市）

322 国産天然芽ひじき

ひじき（国内産）  
14g 260円(税込281円)通常税込

292円

わかめスープ
コタニ（岩手県･大船渡市）

586 三陸岩手の
カットわかめ

わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

水戻し不要でそのまま使えて便利

50g 490円(税込529円)

リアス（千葉県･船橋市）

559 徳用利尻昆布
カットタイプ

利尻昆布の徳用タイプを12cmに
カット。澄んだダシが特長。湯豆腐や
椀物のダシに。

昆布（北海道）  
35g 290円(税込313円)通常税込

324円

G180日 J

リアス（千葉県･船橋市）

323 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）  

全型10枚 255円(税込275円)
G180日 

長谷川商店（東京都･中央区）

583 寿司はねのり
軟らかで歯切れがよく、甘みのあるの
り。寿司用に焼いた物の中からはね
た若干難点があるのりです。

のり（国内産）  
42g 190円(税込205円)G180日 

日本生協連合会

710 CO 食べる煮干

片口いわし（瀬戸内海）  
200g 255円(税込275円)

G180日 L

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

626 国産パン粉

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0
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
4g×16 300円(税込324円)

G180日 

けんこう舎（東京都･調布市）

604 すりごま(白)

白ごま（グアテマラ、ニカラグア、他）  
35g 260円(税込281円)

G180日 KL

リアス（千葉県･船橋市）

590 塩吹昆布

昆布（北海道）  

30g 120円(税込130円)

九鬼産業（三重県･四日市市）

599 九鬼ごましお
厳選した黒ごまを独自の技術で焙煎
し、香りとコクを引き出しました。赤
穂産の塩100パーセント使用。

ごま（ミヤンマー、他）  

化
学
調
味
料

無
添
加

磯辺焼き

500g 620円(税込670円)CG90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

324 白丸もち
もち米は庄内産のでわのもち。減農薬･無化学肥料栽培。

もち米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.7 ＜1.3
500g 615円(税込664円)

G90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

325 玄米丸もち
もち米は庄内産のでわのもち。減農
薬･無化学肥料栽培。

玄米もち米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.4

お好み焼き風ホットケーキ

400g 345円(税込373円)L

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

625 ホットケーキミックス
(加糖)

小麦（岐阜県）  
1kg 330円(税込356円)L

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」。

小麦（北海道）  

500g 230円(税込248円)JL

江別製粉（北海道･江別市）

619 北海道産小麦粉
ノースランド(強力タイプ)

北海道産のホロシリとホクシンをブ
レンドした強力タイプの小麦粉。北
海道小麦100%のパン作りを。

小麦（北海道）  

けんちんそば

200g×2 420円(税込454円)CML

三上製麺（埼玉県･所沢市）

326 二八の匠 八割そば

そば（国内産）  

そば湯もお楽しみいただけます

300g 235円(税込254円)CL

ニューオークボ（千葉県･柏市）

327 スパゲティ 
ブロンズタイプ(1.9mm)

デュラム小麦の良質な部分だけを使った
スパゲッティ。ソースに絡みやすい、ざら
つきがあるパスタ。茹で時間約9分。

小麦（カナダ、アメリカ）  
100g 110円(税込119円)L

ニューオークボ（千葉県･柏市）

631 ペンネマカロニ
手打式製法のマカロニ。高熱をかけて
いないので麺体は透き通っていませ
ん。ペン先の形をしたマカロニです。

小麦（カナダ、アメリカ）  
114g×5 660円(税込713円)G180日 HJKL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

642 無かんすい ソース焼きそば 5袋
北海道産小麦粉を使用した無かんすい麺を植物油100%
で揚げました。ソースは化学調味料･たんぱく加水分解物
不使用。

小麦（北海道）  

99g×5 620円(税込670円)G180日 HKL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

639 無かんすいラーメン 
塩味 5袋

小麦（北海道）  

※調理例

2食×2袋(スープ付) 560円(税込605円)
G120日 HKL

創健社（神奈川県･横浜市）

643 長崎皿うどん

小麦（国内産）  
40g 330円(税込356円)

CG180日 J

東京フード（茨城県･つくば市）

328 練りからし

からし（カナダ）  

皿うどんと
一緒にどうぞ

200g×3 330円(税込356円)
CJ

日本生協連合会

329 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×3 330円(税込356円)

CG180日 J

日本生協連合会

330 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）  

ツナと青梗菜の春雨炒め

70g×4 510円(税込551円)G3年 K

日本生協連合会

677 COライトツナフレーク
まぐろ油漬4P

きはだまぐろ（タイ、他）  

中華風コーンスープ

190g×2 250円(税込270円)C
スイートコーン（北海道）  

ニチロ十勝食品（北海道･更別村）

331 スイートコーン クリームスタイル

190g 141円(税込152円)

日本生協連合会

669 COゆであずき(北海道) 

小豆（北海道）  
500g 1080円(税込1166円)

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

はちみつ（アルゼンチン）  

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

国産のりんご、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
で仕上げた中濃ソース。化
学調味料、着色料不使用。

とりガラ、ポーク
をベースに帆立の
風 味を 加 え た中
華味の調味料。

さば節、かつお
節、いわし煮干
し、しいたけ、昆
布の混合で作っ
た、だしパック
です。全て国内
産。

かつお節をうす
く削ったもの。
おひたし、お好
み焼、冷奴、焼
そ ば な ど に 手
軽 に 使 える 蛋
白源。徳用タイ
プです。

鳴 門 産 の わか
め に 国 内 産 の
白 ご ま と石 川
県 珠 洲 産 の 海
塩 を 加 え まし
た。わかめの風
味 が お いし い
ふりかけ。

早採り品を使用。肉厚
で軟らかいのが特長。
水戻しすると15～20
倍 に 増 え ま す。み そ
汁、スープ、サラダに。

国産の天然芽ひじ
きで す。ふっくら
軟らかいのが特長
で す。サ ラ ダ、煮
物、和え物等に。

OK
前日

！

瀬戸内産の小
魚 を10 0 %
使用。カルシ
ウム豊富な、
まるごと食べ
られる煮干で
す。原材 料：
片口いわし、
食塩

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。

白ごまをていね
い に 煎り、よ い
頃 合にすりあげ
ました。和え物、
つ け ダ レ や ド
レッシングに。

無農薬栽培され
た 大 豆を、時 間
をかけて焙煎し
ました。

岩手県産小麦粉
使用。酸化防止
剤 、ショートニ
ング不使用。

岐阜県産の農林61号
小 麦 の 粉を 使 用。膨
張剤にはベーキングパ
ウダーではなく、内モ
ン ゴ ル 産 の 重 曹 を
使っています。

国内産の原料のみ
を使用し、食塩を
加えず、そば 粉八
割で作った「二八
そば」です。

茹で時間3分半 茹で時間約9分

茹で時間約10分

北海道産小麦粉を使
用した無かんすい 麺
を植物油100%で揚
げました。スープは化
学調味料･たんぱく加
水分解物不使用。

国産小麦粉使用。パ
リッとした揚げ麺に
あんかけスープが合
います。シーフード、
肉、野菜をたっぷり
入れて。

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。

きはだまぐろを食
べやすいように大
豆油と野菜スープ
に漬け込み、まろ
やかな味に仕上げ
ました。

北海道十勝産のも
ぎ たてのスイート
コーンの味と香り
を 逃 さ な い よ う
に、短時間で缶詰
にしました。

北海道小豆100%使
用 。糖 度 を 3 8 ～
42%におさえまし
た。ぜんざい、お 汁
粉、小倉トースト、あ
んみつなどに。

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。
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140g 148円(税込160円)
CG150日 IJKL

大興食品（東京都･豊島区）

332 動物自然派
ビスケット

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8
150g 210円(税込227円)

CG150日 IJKL

大興食品（東京都･豊島区）

333 ごま棒ビス
原 材 料：小 麦 粉 、三 温 糖 、植 物 性
ショートニング(パーム油、米油)、加
糖練乳、黒ごま、脱脂粉乳、塩、重曹

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.7
30個 154円(税込166円)G120日 JKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

690 きな粉ウエハース
原材料：小麦粉、ショートニング(パーム油、ヤシ油)、砂
糖、きな粉(遺伝子組み換えでない)、澱粉、玄米粉、植物
油脂(パーム油)、モルトエキス

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2
6個 278円(税込300円)CG60日 HJKL

大興食品（東京都･豊島区）

334 ココアパンケーキ
原材料：砂糖(三温糖)、鶏卵、小麦粉(国内産)、ココアパ
ウダー、蜂蜜、みりん(甘藷澱粉、醸造アルコール、もち
米、米麹)、ベーキングパウダー(アルミ不使用)

小麦粉（国内産）  

約150g 237円(税込256円)
CG40日 HIJKL

大興食品（東京都･豊島区）

335 プレーンバーム
原材料：卵、砂糖、国産小麦粉、植物
性油脂(パーム油、米油)、蜂蜜、脱脂
粉乳、ベーキングパウダー

卵（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.5
1個約150g 237円(税込256円)

G40日 HJKL

大興食品（東京都･豊島区）

336 チョコバーム
鶏卵、砂糖、国産小麦粉、植物油脂
(パーム油、米油)、ココア、カカオマ
ス、蜂蜜、ベーキングパウダー

卵（国内産）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.3
6枚 285円(税込308円)

CG45日 HL

大興食品（東京都･豊島区）

337 はちみつカステラ
原材料：卵、三温糖、国産小麦粉、蜂
蜜

卵（国内産）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.6
6枚 285円(税込308円)

G45日 HL

大興食品（東京都･豊島区）

338 ココアカステラ
原材料：卵、三温糖、国産小麦粉、蜂
蜜、ココアパウダー

卵（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7
170g 220円(税込238円)

CG60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

339 豆乳ドーナツ(白蜜)
原材料：小麦粉、てん菜糖、豆乳、植物油脂
(パーム油)、ショートニング(パーム油)、脱
脂粉乳、水飴、食塩、ベーキングパウダー

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.8
170g 220円(税込238円)

CG60日 IKL

丸和食品（東京都･練馬区）

340 豆乳ドーナツ(黒糖)
原材料：小麦粉、黒砂糖、てん菜糖、豆乳、植物油
脂(パーム油)、ショートニング(パーム油)、脱脂粉
乳、水飴、食塩、ベーキングパウダー、カラメル色素

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜3.6

4個 360円(税込389円)
CG45日 HJL

大興食品（東京都･豊島区）

341 黒蜜どら焼
原材料：三温糖、鶏卵、国産小麦粉、
小豆、黒 糖、加工 黒 糖、みりん、蜂
蜜、寒天、食塩、重曹

黒糖（沖縄県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.0
60g 180円(税込194円)

G120日 OJKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

700 小魚せんべい

馬鈴薯澱粉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.5
58g 135円(税込146円)

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

707 ポテトチップス
のり味

じゃがいも（国内産）  
58g 135円(税込146円)

G120日 J

サンコー（愛知県･豊橋市）

703 ポテトチップス
しお味

じゃがいも（国内産）  
100g 250円(税込270円)

CG90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

342 ポン玄米(砂糖なし)
原材料：玄米〈製造ラインで大豆、落
花生の使用あり〉

米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜0.8
100g 250円(税込270円)

CG90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

343 ポン玄米(砂糖付)
原材料：玄米、グラニュー糖〈製造ラ
インで大豆と落花生の使用あり〉

米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜0.8

150g 340円(税込367円)
CG90日 JK

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

344 玄米おこし
原材料：玄米、黒砂糖、水飴、菜種
油、きな粉〈製造ラインで落花生の
使用あり〉

米（山形県）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜0.8
80g 245円(税込265円)

G90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

345 玄米あられ

もち米（山形県）  
80g 245円(税込265円)

G90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

346 揚げ潮あられ

もち米（山形県）  
10枚 405円(税込437円)

G120日 JKL

ムソー（大阪府･大阪市）

698 草加せんべい 
しょうゆ

うるち米（国内産）  
10枚 405円(税込437円)

G120日 JKL

ムソー（大阪府･大阪市）

697 草加せんべい 
ごま

うるち米（国内産）  
135g 200円(税込216円)

CG180日 K

サンコー（愛知県･豊橋市）

347 寒天コーヒーゼリー

コーヒー（コロンビア）  

170g 680円(税込734円)
CG90日 N

ますだ（千葉県･八街市）

350 うす皮煎り落花生

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.2
120g 420円(税込454円)

CG90日 INK

ますだ（千葉県･八街市）

351 バターピー (ほそ実)

落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.7
120g 330円(税込356円)G90日 N

ますだ（千葉県･八街市）

352 蜜入り甘露ざや

落花生（千葉県）  
90g 250円(税込270円)EC

みそ半（長崎県･南島原市）

353 琥珀しお飴
原材料：砂糖、水飴、食塩

塩（長崎県）  

2kg 690円(税込745円)

せっけんの街（千葉県･柏市）

778 粉石けん 
せっけんの街

廃食油のリサイクル運動の中から生
まれた石けんです。水に溶けやすく、
汚れがよく落ちます。

  
250g 300円(税込324円)

せっけんの街（千葉県･柏市）

822 固形せっけん 
うてなちゃん

原料油脂のうち7割が、家庭で使用さ
れた廃食油。水を含んだスポンジで
せっけんをとってお使いください。

  
80g 295円(税込319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

塩化ナトリウムの働きで歯ぐきをひ
きしめます。香味剤には天然ハーブエ
キスを使用。

  

歯槽膿漏･歯肉炎の予防に

8g
(ピンクorブルー) 140円(税込151円)

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

825 パックス キッチンスポンジ
(色おまかせ)

目の粗いスポンジなので、水切れが
良く衛生的です。(色おまかせ ピンク
･ブルー)

  

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。
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※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

！

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。
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別冊

くらしの雑貨～快適!せっけん生活のすすめ～

保存版

毎週
注文できます

注文書に
数量を

記入するだけ

捨てずに保存を
お願いします

2015年1月発行

日用雑貨

※紛失された場合は
供給担当まで

別冊「くらしの雑貨」にも
掲載されています
是非ご覧ください！

はOK
前日

！

C

油よごれもよく落ちます

300㎖290円(税込313円)354 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)355 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。

OK
前日

！
OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！ OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

OK
前日

！

200w×5箱 405円(税込437円)

丸富製紙（静岡県･富士市）

896 モーリ
ティッシュペーパー

組合員から回収した牛乳パックが原
料。蛍光染料を使わない2枚重ね。ソ
フトな肌ざわりです。

  
130m×6ロール 460円(税込497円)
  

500g 200円(税込216円)

あゆみの会（茨城県･稲敷市）

889 EMボカシペレット
EM、キトサン、ミネラルを米ぬかに
混ぜて発酵させたボカシです。生ゴ
ミの減量に。

  

牛 乳 パ ッ ク
40%を含む再
生紙100%の
トイレットペー
パー、シングル
です。ゴミにな
る 紙 管 が あり
ません。

◎芯の大きいタイプ

丸富製紙（静岡県･富士市）

892 ワンタッチコアレス
(トイレットペーパー)

OK
前日

！
OK
前日

！ OK
前日

！

22cm×40m 100円(税込108円)
  

30cm×40m 110円(税込119円)

OK
前日

！894 ミニ 40m 895 レギュラー 
40m

日本生協連合会
COポリエチレンラップ

野菜や果物のみずみずしさを
保つ食品保存用ラップです。

OK
前日

！

1170円(税込1264円)通常税込
1280円

千葉八街産。今ではめ
ずらしくなった天日干
し乾燥。香りが高く、甘
み も 強 いで す。原 材
料：落花生

CG90日 N

685円(税込740円)348 160g

ますだ（千葉県･八街市）
天日干しさやいり落花生

349 300g
落花生（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.4

原材料：小麦粉、
砂糖、植物性油脂
(パーム油、米油)、
練乳、塩、重曹

前回
大好評

6個入

30個入

原材料：馬鈴薯澱
粉、醤油、小魚(カ
タクチイワシ)、み
りん、えび、胡 麻
(黒いりごま、白す
りごま)、食塩、粗
糖、アオサ、酵母
エキス

原材料：馬鈴
薯、植物油脂
(米 油 、パー
ム 油 ) 、食
塩、青のり

原材料：馬鈴
薯、植物油脂
(米 油 、パー
ム油)、食塩

化 学 農 薬 、化 学
肥料を使わずに
栽 培したもち米
を使った素朴な
塩味のあられ。
原材料：もち米玄
米、菜種油、食塩

もち米を 菜 種 油
で カラッと 揚 げ
て、食塩だけでシ
ンプルに味付け。
原材料：もち米玄
米、菜種油、食塩

原材料：うるち米、醤
油、麦芽糖、でんぷん

原 材 料：う る ち
米、ごま、醤 油、
麦芽糖、でんぷん

原材料：水 飴、
砂 糖 、寒 天 、有
機インスタント
コ ーヒー、オブ
ラート、レシチン
(大豆由来)*レシ
チンはオブラー
トに含まれてい
ます。

うす皮がつい
た ま ま 塩 水
に つ け 味 付
け。香ばしく
て止まらない
お い し さ で
す。原材料：
落花生、食塩

原材料：落花生、
フ レ ッ シ ュ バ
ター 、植 物 油 脂
(パーム核油)、食
塩(原材料の一部
に大豆を含む)

天日干しの落花生を
さやごと砂糖を加え
炊 き ま し た 。殻 を
割ってようじ等で中
身を取り出してお召
し上がり下さい。原
材料：落花生、砂糖

OK
前日

！
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CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

180g 600円(税込648円)

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）

615 ブルーベリージャム
熊本県産のブルーベリーの風味を生
かした、あっさりとしたジャム。原材
料にはちみつを含みます。

ブルーベリー（熊本県）  
145g 420円(税込454円)

デイリーフーズ（長野県･坂城町）

608 黒ごまペースト
黒ごまをペースト状にし、三温糖、蜂蜜、食塩
で味付けしました。そのままパンにつけて。開
封後要冷蔵。原材料にはちみつを含みます。

ごま（ミャンマー、他）  
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）

363 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）  

1個 515円(税込556円)
BG届いて3日 JL

おかべや（神奈川県･相模原市）

364 おかべや 
素焼きパン

原材料：小麦粉、天然酵母、種子島の
粗糖、塩

小麦（北海道）  
2個 310円(税込335円)

BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

366 おかべや 
くるみのプチパン

原材料：小麦粉、くるみ、バター、天
然酵母、種子島の粗糖、豆乳、天日塩

小麦（北海道）、くるみ（アメリカ）  

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）

359 ドッグパン
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
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）

360 内麦クロワッサン
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

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2
2個 310円(税込335円)

CG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

367 おかべや 
チーズロール

原材料：小麦粉、ナチュラルチーズ、
バター、天然酵母、種子島の粗糖、
塩、豆乳

小麦（北海道）  
2個 330円(税込356円)

BG届いて2日 IJKL

おかべや（神奈川県･相模原市）

368 おかべや 豆ぱん
原材料：小麦粉、金時豆、バター、種
子島の粗糖、天然酵母、天日湖塩、豆
乳

金時豆（国内産）  
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）

369 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）  

1個 167円(税込180円)
G届いて2～3日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

370 プレーンベーグル
原材料：国産小麦(北海道)、玄米粉
(茨城県)、粗精糖、天日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  
1個 194円(税込210円)

G届いて2～3日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

371 全粒粉ベーグル
原材料：小麦粉(北海道)、全粒粉(北
海道)、玄米粉(茨城県)、粗精糖、天
日塩、天然酵母

小麦粉（北海道）、玄米粉（茨城県）  
1個 222円(税込240円)

G届いて2～3日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

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

小麦粉（北海道）、ほうれん草（茨城県）  

100g 550円(税込594円)C

ランカスター（千葉県･千葉市）

376 アールグレイティー
(リーフ)

紅茶（スリランカ）  
100g 398円(税込430円)C

ランカスター（千葉県･千葉市）

377 ジャスミン茶
(リーフ)

緑茶･ジャスミン（中国）  
2g×30 480円(税込518円)C

ランカスター（千葉県･千葉市）

378 アッサムティー
(ティーバッグ)

紅茶（インド）  

ミルクとの相性が
抜群です

1.5g×18 480円(税込518円)

小川生薬（徳島県･東みよし町）

734 国産ごぼう茶

ごぼう（国内産）  

食物繊維を多く含む、
ごぼうを生かした
香ばしいお茶

2g×24 430円(税込464円)

小川生薬（徳島県･東みよし町）

735 有機ルイボスティー

ルイボス（南アフリカ共和国）  

南アフリカで
飲み継がれてきた、
ミネラル豊富な健康茶

1ℓ 100円(税込108円)G180日 

日本生協連合会

752 CO無糖ジャワティー 
AB1ℓ

無糖タイプなので、すっきりした味わ
い。食事やおやつに。

紅茶（インドネシア）  
500㎖ 1870円(税込2020円)

日本ハーブ食品（静岡県･静岡市）

749 生搾り
キダチアロエエキス

キダチアロエ（静岡県）  ［放］不検出 ＜4.2 ＜4.0

防腐剤、甘味料等を一
切入れていないアロエ
の 原 液 ( エ キス ) 。便
秘、アトピーの方にお
すすめ。

480㎖ 1490円(税込1609円)

森文醸造（愛媛県･内子町）

750 フレッシュ
アセローラ

アセロラ（国内産）  

国産の無農薬アセロラ
果 汁にゆず果 汁とオリ
ゴ糖を加えた、5～7倍
希釈用ジュースです。

1ℓ 250円(税込270円)CG90日 

日本生協連合会

381 COりんごジュース100
AB1ℓ国産混濁

りんご（国内産）  

国産りんご100%
使用。リキャップ付
きで冷蔵 庫でもこ
ぼ れ ません 。濃 縮
還元果汁使用。

125㎖×12

200㎖×12

G120日 

160g 280円(税込302円)
ECG180日 J

寺田本家（千葉県･神崎町）

382 寺田本家の
マイグルト

米と水だけで発酵させた、乳酸菌を
たくさん含む発酵飲料。糀が醸した
甘みと乳酸菌の酸味が特長。

米（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.0
350㎖ 248円(税込268円)

G150日 

ヤッホー･ブルーイング（長野県･佐久市）

758 よなよなエール

大麦（イギリス）  

エール モルトと最
高級アロマホップ
から生まれた、コク
と 香 り が 特 長 の
エールビール。

720㎖ 1325円(税込1431円)
CJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

383 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㎖ 1750円(税込1890円)J

寺田本家（千葉県･神崎町）

384 五人娘 純米吟醸酒

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.4

芳醇で旨味のある純
米吟醸酒。純米酒より
もアルコールを抑えた
軟らかな 口 当 たりで
す。農薬不使用米。

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

大石さんのお茶は、別冊
「わが家の基礎調味料」に
掲載しています。

のOK
前日

！

1020円(税込1104円)

816円(税込876円)

743 200㎖
ケール（愛媛県）  

日本生協連合会
COミックスキャロットAB

742 125㎖

OK
前日

！

OK
前日

！
OK
前日

！ OK
前日

！

OK
前日

！

7 種 類 の 果 汁50 %(りん
ご、温州みかん、オレンジ、
白ぶどう、パイナップル、バ
ナナ、レモン)に、にんじん
汁50%をミックス。

12
パック

C

1027円(税込1109円)

267円(税込288円)

380 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

379 200㎖

200㎖

1ℓ

おいしい冬にんじんをシーズンパック

ほんのり甘い大粒の豆が入って
いて食べ応えアリ!

いばらきベーグル野菜ベーグル
 専門店

浅
野
さ
ん
の

ほ
う
れ
ん
草
を

使
い
ま
し
た

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40g×5 360円(税込389円)
FCG180日 L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

374 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）  
約30g×8 460円(税込497円)

FBG180日 JKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

373 国産発芽玄米
スティックパン

原材料：小麦粉、玄米、天然酵母種、
てんさい糖、生イースト、塩、醤油、
植物油脂(ごま)

小麦（国内産）  
約65g×6 550円(税込594円)

FBG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

375 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）  

1個入

1個入

1個入

1斤 300円(税込324円)BG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

358 パン･ド･ミ(全粒粉食パン)
ノースライス

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） 

G届いて1～2日 L

270円(税込292円)356 8枚

260円(税込281円)357 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、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)362 1斤6枚
185円(税込200円)361 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  

OK
前日

！ OK
前日

！

1個 350円(税込378円)
BG届いて2日 JL

おかべや（神奈川県･相模原市）

365 おかべや 
いちじくカンパーニュ

原材料：小麦粉、干しいちじく、天然
酵母、塩

小麦（北海道）、いちじく（トルコ）  

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。

中国を代表する花茶
のひとつ。沸騰した
お 湯で1～2分程 度
蒸らすと、ジャスミン
の香りがより一層ひ
きたちます。

インド、ヒマラ
ヤ 山 麓 のアッ
サム 地 方 で 採
れる、濃厚な味
わ い と 香 りが
特 長 の 紅 茶 。
農薬無散布。 OK

前日
！ OK

前日
！

有機ルイボスの中で
も 最 高 等 級 で あ る
スーペリアランクの
葉を使用。煮出し、
水出しどちらでも。
ノンカフェイン。

国内産のごぼう
を100%使用。
ごぼうの風味が
豊 かで、ほ の か
な甘みのあるお
茶です。

お酒 お酒 お酒
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50g×2 608円(税込656円)G180日 

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

385 花かつお 2個組

かつお（静岡県）  
200g 685円(税込740円)通常税込

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（静岡県）  
200g×2 776円(税込838円)通常税込

864円
G180日 
かたくちいわし（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

70g 380円(税込410円)通常税込
421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）  
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）  
970円(税込1048円)通常税込

1080円

200g 380円(税込410円)G180日 

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

400 あわ(岩泉産)

岩手県
200g 380円(税込410円)G180日 

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

401 きび(岩泉産)

岩手県

200g 420円(税込454円)G180日 

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

402 えごま(じゅうね･岩泉産)

岩手県
200g 465円(税込502円)G180日 

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

403 アマランサス

岩手県

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

　2016年の台風で大きな被害を受け
た岩泉町。この間、組合員も一緒に現地
の生産者（おじいちゃん・おばあちゃ
ん）を訪れ雑穀の供給再開に向けた取

り組 み を 進 めてきまし
た。今回、ついに「岩泉の
雑穀」のお届けを再開す
ることができました！
　ま ず は 4 種 類 で のス
タートとなりますが、大
きな災害を乗り越え再開
した岩泉の雑穀をぜひご
利用ください。

えごまの種子。
煎ってすりつぶ
し 、砂 糖 、醤
油、味噌等で味
を調え、もちや
だんごにつけて
どうぞ。

小 麦 や 米 に 比
べてたんぱく質
や鉄、カルシウ
ム、リンなどの
ミ ネ ラ ル が 豊
富。お米に2割
程 度 混 ぜ て 炊
いて。

白米と混ぜて炊
くとほのかな甘
みと香りが加わ
り、黄金色の綺
麗なご飯になり
ます。卵のよう
な コ ク の あ る
味。

日本に米が普及
する以前の主 食
のひとつ。甘みが
強く、クセがない
のが 特 長 。ご 飯
に混ぜ て炊いて
どうぞ。

◆材料
鰹節(だし殻) �������適量
　みりん ���������適量
　砂糖 ���������適量
　しょうゆ ��������適量

◆材料
煮干(だし殻) ������100g 
水������� カップ1と1/2 
砂糖 ���������� 大2 
食菜酢 ��������� 大2 
しょうゆ ��������� 大2 
みりん ��������� 大1/2

◆作り方
鰹節を乾煎りしてからAでお好
みの味付けに調味するだけ!

◆作り方
鍋に煮干と水を入れ、ひと煮立
ちしたら調味料を入れてコトコ
ト煮る。

鰹節のふりかけ 煮干佃煮

A

2
 個組

お得

だし殻もちょっと手を加えるだけで
常備菜になります。

だしを
とろう!

かつお削りぶし。
だしとりに、おひ
たしや冷奴にかけ
て。 かねの水産（千葉県･大網白里市）

386 煮干 2個組
生協専用釜で煮た後、酸化防止剤を使用せず天日干し
し、冷風乾燥させました。

2
 個組

お得
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。

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。

J

495円(税込535円)399 300㎖

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)

501 720㎖

米（福島県） ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.4

OK
前日

！

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

1kg 1150円(税込1242円)EBJ

中村商店（神奈川県･横浜市）

395 有機籾発芽玄米
「ぐるめくらぶ」

米（岩手県）  

籾の状態から常温に近い水温で発芽させて、
栄養分の高い発芽玄米にしました。原料は有
機栽培した岩手県産あきたこまち。

白米･胚芽米に3割ほど
混ぜてご利用下さい

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 
　389
 
　388

JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）
AJ

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

500g 1048円(税込1132円)B

自然薬方研究所 薬方堂（茨城県･龍ケ崎市）

396 白米用雑穀セット

  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

ひきわりハト
ムギ、丸麦、も
ち き び、もち
あわ、ひえ(全
て国内産)。

500g 1143円(税込1234円)BK

自然薬方研究所 薬方堂（茨城県･龍ケ崎市）

397 玄米用雑穀セット

  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.7

ハトム ギ、丸
麦 、黒 豆 、小
豆、大豆、もち
き び、もち あ
わ、ひえ(全て
国内産)。

300g 650円(税込702円)CJ

庄内協同ファーム･冨樫さん（山形県･鶴岡市）

398 白山紫黒
(有機栽培紫黒米)

山形県  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.1

炊く時にお酢を少し加えると
鮮やかな紫色に

ミネラル補給の為に塩
を散布したり、ヒノキ
エキスなど天然の素
材を使った自家製忌
避剤を使用。3合のお
米に、大さじ1杯から
どうぞ。農薬無散布。

無農薬

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）。

 
　 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）

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）

 
　 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 
　394 2kg 1400円(税込1512円)

 
　 5kg 3500円(税込3780円)5分 
　393
 
　 5kg 3500円(税込3780円)7分 
　392
 
　

 
　

5kg

5kg

3200円(税込3456円)

3500円(税込3780円)
玄米

白米
 
　391
 
　390

宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

無農薬

4代50年にわたって農薬や化学肥料を使用せず、自家堆肥を利用。無
農薬栽培。

AJ

 
　

約
27kg 13500円(税込14580円)白米 

　387

「岩泉の雑穀」再開 します
!!
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470円(税込508円)通常税込
518円

CO-OP MAIL JOSO【2018年4月1回】

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
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）  

400g 358円(税込387円)通常税込
400円ECJ

士別農園（北海道･士別市）

406 士別農園 三五八漬の素

米（北海道）  
300g 358円(税込387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）

407 米こうじ 300g

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.0
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）

408 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
450g 715円(税込772円)通常税込

788円

EG30日 O

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

410 徳用 白菜キムチ
唐辛子やあみえびの塩辛など数種類
の薬味を、国内産白菜の葉一枚一枚
に塗り込んで作った本格発酵キムチ。

白菜（国内産）、唐辛子（韓国）  

160g 525円(税込567円)通常税込
592円FCG180日 O

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

415 天然むきエビ(特大)

えび（マレーシア）  

200g 398円(税込430円)
ECG6日 NJK

中津ミート（神奈川県･愛川町）

416 中津豚こま味噌漬
豚こまを自家製味噌ダレで漬け込み
ました。ほんのりピリ辛。野菜と一緒
にどうぞ。

豚肉（神奈川県）  
2枚200g 535円(税込578円)

ECG6日 J

中津ミート（神奈川県･愛川町）

417 中津豚ロース塩こうじ漬
豚ロース肉を、自社製の塩こうじに漬
けました。塩こうじの風味と、軟らか
くなった肉が食欲をそそります。

豚肉（神奈川県）  
120g 415円(税込448円)通常税込

464円FG90日 JKL

山米（兵庫県･新温泉町）

418 ほたるいかの麹漬け

ほたるいか（兵庫県）  
500g 400円(税込432円)

微生物農法の会･長島さん達（茨城県･行方市）

419 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。
農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.0
220g 208円(税込225円)通常税込

254円ECG21日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

420 押し豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.1

3〜6枚
230g 398円(税込430円)通常税込

443円

FB

共和水産（岩手県･宮古市）

421 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）  

下処理済みなので
料理に便利

130g 320円(税込346円)通常税込
356円EBG15日 JK

白鷹農産加工研究会（山形県･白鷹町）

422 しらたか納豆糀漬(山形県大豆)

大豆（山形県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.4

4切
220g

FCG180日 JKL

ダイマツ（鳥取県･米子市）

423 氷温造り 
シルバー醤油漬

ニュージーランド沖で獲れるシルバー
(沖ぶりとも呼ばれる)を甘口のみりん
醤油に漬けて氷温熟成させました。

シルバー（ニュージーランド、他）  

ブリに食感が似て、
身離れがよい魚です

150g 310円(税込335円)通常税込
356円

FCJ

秋川牧園（山口県･山口市）

424 フライパンで簡単 
若鶏塩麹漬け

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
の香る味付けです。解凍後焼いて。

鶏肉（山口県、他）  

ぬか漬けの作り方
❶ 米ぬかをフライパンに入れて、焦がさないように弱火で煎

る。紙の上に広げて冷ます。 
❷　鍋に水と塩を入れて火にかけ、塩を溶かしてそのまま冷ます。
❸ 容器にいりぬか、5cmくらいに切った昆布、大豆、タカノツメ

を入れる。
❹ 冷ました塩水を3～4回に分けて加え、全体がしっとりする

ようにかき混ぜる。
❺   捨て漬け用の野菜をぬか床に入れ、表面を平らに押しておく。
❻  2日くらいしたら捨て野菜を取り出す。
❼  野菜に塩を薄くこすりつけて床に入れる(夏は半日、冬は1日

で漬かる)。

◆材料
米ぬか ������ 2kg
塩�������� 250g
水������� カップ10
だし昆布(カット) ��� 2本
大豆 �����カップ1/2
タカノツメ ���� 3～4本

※米ぬかは煎らずにそのままでも作れます
が、雑菌が出やすいので注意して下さい。
※人参は半割、かぶは葉も一緒に、きゅう
り、なすは丸のまま漬けてください。
※野菜から水分が出てぬか床が軟らかくな
ると雑菌が繁殖しやすくなるので、こまめ
にいりぬかと塩を足してください。

材
料

毎日
かき混ぜて

ぬか漬けで、ビタミンや
乳酸菌を取り入れて
　健康に過ごしましょう!

685円(税込740円)通常税込
756円

1248円(税込1348円)通常税込
1372円

栃木県で無農薬栽培された米のぬか
とヒマラヤの岩塩で作ったぬか床で
す。ぬか漬けの手引きが付きます。

EG60日 J

404 500g

勅使川原精麦所（栃木県･佐野市）
うれしいぬか床

405 500g×2袋
米ぬか（栃木県）  

4月2回
にお届け
します

OK
前日

！OK
前日

！

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。

自社栽培米から作った米こう
じを使用した硬めの漬床。野
菜に適量まぶして袋に入れるだ
けでまろやかな甘さの漬物が
できます。

415円(税込448円)通常税込
464円

FG90日 

2切140g413 2切

3切210g 598円(税込646円)
めかじき（インドネシア）  
414 3切

城ヶ島水産（神奈川県･三浦市）
めかじき切身

マレ ーシア･ボ ル
ネオ島北東部沿岸
で漁獲した天然え
びを、現地工場で
急速バラ凍結した
1回凍結品です。

4320円(税込4666円)426 4個セット
大豆（北海道）  

リブレライフ（東京都･中央区）
豆汁グルト

1200円(税込1296円)425 1個 450g

450g
×4個

FCG120日 KL

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。

お届けは
4月2回に
なります

たくさん
利用される

方へ

4切

山形県産大豆を
使った納豆を、
三五八漬けにし
た白鷹地方の郷
土食。

獲 れ たてのほ
たるいかを、極
めて鮮 度 が良
いうちに山 米
オリジ ナル の
タレに漬け込
み、4日間熟成
させました。

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。

無農薬

2枚200g 470円(税込508円)EG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

412 ローズポーク肩ロース切身

茨城県 ［放］不検出<3.7 <3.8 

赤 身 の 中 に 適
度な脂が入り交
じ る 美 味 な 部
位。とんかつや
ソテー等に。

300g×2 720円(税込778円)通常税込
800円FG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

411 つくば茜鶏 ムネ 2パック

茨城県 ［放］不検出<3.6 <3.4

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。

脂のりの良いインドネシア産。漁獲後船内
にて急速凍結したので、鮮度が違います。

お肉を
つけて

押し豆腐を
つけて

お魚をつけて

三五八や
醤油こうじで
色々漬けて楽しもう

1個 250円(税込270円)
EG60日 J

塩野（埼玉県･川越市）

409 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

2枚


