
千葉県                              [放] 不検出 <1.1 <0.9

茨城県                                    [放]137Cs=7.5
検出されなかった場合：セシウム137、134の順で各検出限界値を掲載

2種類のうち1種類が出た場合：検出された数値を掲載

2種類とも検出された場合：それぞれの検出値を掲載
宮城県 　             　   [放]137Cs=9.4134Cs=3.6

■放射能測定結果の見方（数値単位：Bq/kg）
【放射能検査結果のカタログ上の表記について】
・�東北6県・関東1都6県・静岡県産の主原料について、順次放射能自主検査を進
めています。主原料産地もご参照ください。
・�調査完了したものについてカタログ紙面上で順次掲載します（最新の情報につ
いては配達時に配布されます「職員のおすすめの裏面」をご覧ください）。
・�常総生協では現状、放射性セシウムに注視し、表記しています。
・「不検出」とされたものは、検出限界値（計測器でこれ以上測れないレベル）

　以下であることを意味します（検出限界数値も併記します）。
・�空欄になっている商品は以下の通りです。
　①検査対象地域外
　②記載が間に合わなかった商品

ご不明な点がありましたら上記、生協までお問い合わせ下さい。

はじめよう!
健康で経済的なくらし

インターネット注文受付中
http://www.coop-joso.jp

tel：0297-48-4911
fax：0297-45-6675
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2021年度 みんなで取り組む活動テーマ

笑顔ではぐくむ免疫力
joso

茨城県 

・静岡県産・生
産者指定のうな

ぎ

　・鮮度抜群の「
活鰻」を1尾ずつ

手さばき

120g、たれ･山椒付 1663円(税込1796円)通常税込
1890円FJKL

うなぎ（愛知県）  

大黒淡水（静岡県･焼津市）

11 うなぎ蒲焼(長焼き)

100g 1480円(税込1598円)通常税込
1696円

FG180日 JKL

対馬地域商社（長崎県･対馬市）

14 対馬産煮あなご
対馬西沖の脂のり良いあなごを使用。無添加
のオリジナルのたれでじっくり煮込みました。

マアナゴ（長崎県） 

うなぎもいいけどあなごもね!

500g 748円(税込808円)通常税込
826円

FBG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

15 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　

210g 345円(税込373円)通常税込
389円

JKL

野菜（国内産） 

沖縄の塩に粗糖、純米酢、
丸大豆醤油使用

OK
前日
！

200g 728円(税込786円)通常税込
810円FCG90日 

札幌中一（北海道･札幌市）

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

帆立貝柱（北海道）  
270g 335円(税込362円)通常税込

373円

EG12日 HJKL

たむらのタマゴ（徳島県･阿南市）

17 だし巻玉子

卵（徳島県）  

250cc 498円(税込538円)通常税込
562円

EG60日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

18 料理の名人
(万能調味タレ)

  

レビュー募集!

180g 1030円(税込1112円)通常税込
1123円

FCG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

19 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  

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）

20 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

蒲焼、塩焼き、
ムニエル、フライなどに

400㎖ 385円(税込416円)通常税込
427円

JKL

 

チョーコー醤油（長崎県･長崎市）

530 白だし OK
前日
！

7本224g 343円(税込370円)通常税込
389円

FCG180日 HJ

スケソウタラ（北海道）

蒲焼にも♪解凍後そのまま食べても

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

21 焼ちくわ
石巻港水揚の小魚と北海道無リンスケ
ソウタラすり身を混ぜ、しなやかな弾力
と旨味のしっかりしたちくわ。

100g 240円(税込259円)通常税込
270円

EG30日 J

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

22 新生姜の甘酢漬
国内産生姜をうす切りにし、甘酢漬に
しました。

新生姜（国内産）  
3本+1本 162円(税込175円)

木村農園（茨城県･つくば市）

23 木村さんのなす(増量)

100g×2 314円(税込340円)通常税込
356円

大紀コープファーム･しょうが生産者グループ（奈良県）

24 しょうが 2パック
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  
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70g×3
たれ･山椒付 2755円(税込2975円)通常税込

3132円13 70g×3
うなぎ（愛知県）  

愛知県の指定生産者
が飼育した国産のう
なぎです。たれは、醤
油、本みりん、砂糖と
シンプルな内容。

2袋入

G180日 FG180日 JKL

70g×2
たれ･山椒付 1880円(税込2030円)通常税込

2138円12 70g×2

大黒淡水（静岡県･焼津市）
うなぎ蒲焼 

3袋入

618円/100g

長野森林組合（長野県･長野市）

601 鬼無里
五目寿司の素

蓮根、人参、えのき、干ぴょう、椎茸、
筍をこだわりの調味料で味付け。炊
いたご飯にまぜるだけ。米3合分。

愛 知 県 産 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。

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

3合用

有数のやまとしじみの
産 地、涸沼(ひぬま)よ
り。砂抜き後バラ凍結。
凍ったまま加熱調理し
て下さい。

2
 個組

お得

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。

6～10
枚

非遺伝子組換え飼
料使用の養鶏卵で
製 造 。味 付け 調 味
料も国内産の原材
料使用。かつお、昆
布だしスープ使用。

焼 き な す、漬
物 、炒 め 煮 等
で 。減 農 薬 栽
培。

揚げずに作る

「夏野菜の揚げ焼きびたし」

生姜をたっぷり使って

＋
1本

お得

は
いかが ?
変わり蒲焼は
いかが ?

「丑」に絡めて美味しさが
“ギュー”っと詰まった
「丑」に絡めて美味しさが
“ギュー”っと詰まった

うなぎちらし

ちょっとお値段のはるうなぎも、刻
んでほかの素材と一緒に盛ればボ
リュームたっぷり、華やかなちらし
寿司のできあがり。

「丑」とは十二支のひとつ丑のこと。十二支は年だけではなく一日ごとに割り当てら
れてるので、12日に1回丑がめぐってくるのです。四季それぞれの始まりである立
春、立夏、立秋、立冬。それぞれの前18日間を「土用」といい、そのうち十二支が丑
の日にうなぎを食べると滋養によいといわれてきました。土用は各季節の変わり目
で、気温の変化も激しく、体が疲れやすくなります。
栄養価の高いうなぎをいただき、この夏を元気に過ごしましょう。

土用の丑の日
は7月28日(水)

JOSOのうなぎは、
ここが違う！

土用の丑の日
  うなぎもいいけど…

A
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固定種を含め
た4種のじゃ
がいもから3
種 が 入 り ま
す。農薬無散
布･化学調味
料不使用。

1㎏ 500円(税込540円)

飯野農園（茨城県･つくば市）

25 飯野さんのじゃがいも
詰合せ

茨城県 
500g(3～5本) 369円(税込399円)

FarmERS BandO青木農-en（茨城県･坂東市）

26 青木さんのなす
土から健康に育てました。固定種の
なすの詰合せになります。農薬無散
布、化学肥料不使用。

茨城県  
800g 570円(税込616円)

FarmERS BandO青木農-en（茨城県･坂東市）

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

茨城県  

3個入り 399円(税込431円)

ゼスプリインターナショナルジャパン（東京都）

32 キウイフルーツ(グリーン)
土づくりからこだわり、化学合成農薬･化学合成肥料を使
用せず栽培したものをお届けします。

ニュージーランド  
約300g 820円(税込886円)

根本さん（栃木県･矢板市）

33 根本さんの巨峰
40年以上のベテラン農家さんです。
一番おいしくなる時期を見極めて収
穫しています。減農薬栽培。

栃木県  ［放］不検出 ＜2.1 ＜2.2

約110g 369円(税込399円)E
長野県 

2玉(450g以上) 698円(税込754円)

森下さん、辰巳さん達（和歌山県、奈良県）

30 桃(白鳳･嶺鳳･なつっこ)
白鳳、嶺鳳(れいほう)、なつっこのいずれかが入ります。
どれも甘味が乗り最適な時期にお届け。減農薬栽培。

和歌山県、奈良県  

1玉 778円(税込840円)

あゆみの会･加瀬さん達（千葉県･旭市）

35 貴味（タカミ）メロン
木酢、ミネラル、活性液を使用し、作物の健康を心掛けて
います。青肉系のメロンで、アンデスより一まわり大き
め。減農薬栽培。

千葉県 ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.0
1玉 755円(税込815円)

杉山さん達（山形県･庄内市）

36 アンデスメロン(庄内メロン)
砂地の庄内メロンは糖度があり食味も良好。アクの少な
い美味しいメロンです。減農薬栽培。

山形県 ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.3
1玉 1010円(税込1091円)

佐藤さん達（山形県･庄内市）

37 夕映メロン
赤肉系のネットメロン。有機活性ケイ素
資材等、肥料を工夫し、アクもなく、安定
した食味を保っています。減農薬栽培。

山形県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.2

1玉
4.5～5kg 1650円(税込1782円)

木村農園（茨城県･つくば市）

38 木村さんの
大玉すいか

すっきりした甘さ、爽やかな香りで毎
年好評の木村さんのスイカ。減農薬
栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.7 ＜0.8
約500g 740円(税込799円)

西尾農園（山梨県･南アルプス市）

39 すももミックス
単体では企画出来ないほどの量しか採
れないすももをミックスしてお届けす
る、お楽しみ企画です。減農薬栽培。

山梨県  

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）

40 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）

もっちりした食感と甘味が◎

10枚 138円(税込149円)

作本さん達（熊本県･熊本市）

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

熊本県  

麺類、お刺身、お肉にも♪

300g 170円(税込184円)

木村農園（茨城県･つくば市）

42 木村さんの赤しそ
(枝付)

手作り応援商品です。しそジュース作
りにどうぞ。農薬無散布。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.4
約100g 220円(税込238円)

樫谷さん達（熊本県）

43 にんにく
ホワイト種より外皮は紫がかってい
ます。味は良く香りが強いのが特長
です。農薬無散布。

熊本県  

100g 165円(税込178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）

44 しょうが
爽やかな香りは薬味として。しょうが
湯にも安心してお使いください。減
農薬栽培。

高知県  

料理の薬味にどうぞ

300g 647円(税込699円)通常税込
745円

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

45 新しょうが
みずみずしく軟らかく、程よい辛味が
あります。手作りの甘酢漬け等に。減
農薬栽培。

高知県、和歌山県  
50g 205円(税込221円)

とさやま開発公社（高知県･高知市）

46 みょうが
この香りで夏を実感。季節を感じる
ことができる典型的な野菜です。味
噌汁や刻んで薬味に。減農薬栽培。

高知県  
1束(約100g) 115円(税込124円)

A

上野さん達（栃木県･上三川町）

47 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
250g 52円(税込56円)EA

イバラキ食品（茨城県･石岡市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.6

鮮度が良いシャキシャキの
歯ごたえ

1玉 210円(税込227円)

中村さん達（群馬県･長野原町）

49 レタス
高原地域の涼しい気候を利用した夏
のレタスです。減農薬栽培。

群馬県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.8

1玉 184円(税込199円)

中村さん達（群馬県･長野原町）

50 サニーレタス
サラダや、焼肉を巻いてさっぱりとお
召し上がり下さい。減農薬栽培。

群馬県  ［放］不検出 ＜2.7 ＜3.1
3本 165円(税込178円)

木村農園（茨城県･つくば市）

51 木村さんのきゅうり
サラダ、漬物、炒めものなどあると便
利な野菜です。夏の水分補給にも。害
虫が大量発生した場合のみ農薬対応。

茨城県  
3本 218円(税込235円)

土れ味農園（茨城県･石岡市）

52 天池さんのきゅうり
(黒さんご)

品種は黒さんご。イボが多く曲がり
もありますが、みずみずしく甘い果肉
が特長。農薬無散布。

茨城県  
500g(4～6本) 276円(税込298円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

53 長島さんのきゅうり
旬の味 覚を存分に食卓に。露地 栽
培。農薬無散布･無化学肥料栽培。

茨城県  
150g 230円(税込248円)

あゆみの会･篠塚さん達（千葉県･香取市）

54 ミニトマト
土の中の栄養バランスを大切にした土
作り。活性液等も使い作物が健康に育
つように心掛けています。減農薬栽培。

千葉県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.6

鮮度と歯ごたえが良いです

200g 220円(税込238円)

木村農園（茨城県･つくば市）

55 木村さんの
アイコトマト

果肉は緻密でかっちりしていて、酸味
が少なく甘みの強いトマトです。減農
薬栽培。

茨城県  

パリッとした食感です

実はこれだけの効果が期待されるブルーベリー。地力を活かし、
農薬を使わない栽培方法で作りました。そのままではもちろん、
ヨーグルトやお菓子作りにもお使いください。

カラダをサポートする万能果実♪

★�ビタミンE…血液の循
環をよくする。
★アントシアニン…
　眼精疲労の改善に。
★�食物繊維…腸内環境を

整え、便秘改善にも。

戸田さんご夫妻

シーズン初

旬は
わずか
2週間!!

小林さん、戸田さん（長野県･高山村）

29 生ブルーベリー

品質のすぐれた寒冷地栽培
適種のハイブッシュ系。旬の
時季ならではの生のブルー
ベリー。農薬無散布。

無農薬

無農薬

じゃがいも詰合せ 木村さんのトマト
今が旬! 今が旬! 今が旬! 飯野農園さんの固定種

固定種専門で野菜を作っ
ている飯野農園さんから
時季限定のじゃがいもが
登場です。メークイン、
アンデスレッド(赤皮)、タ
ワラマゼラン(紫の皮)、
さやあかね→この4品か
ら3品〜4品が入ります。

つくば市
From 

つくば市
From なすの詰合せ

青木さんの固定種の

市場流通している
タネは F1 種と
呼び 1世代で終了
しますが、固定種
は子孫を残し受け
継がれてきたタネ
を指します。

固定種とは?

食べ応え抜群!

500g 277円(税込299円)
茨城県 

夏に必要なビタ
ミンCや水分と
しても、たっぷり
食べてください!

常総生協からお
よそ25分、つく
ば市谷田部にあ
る木村農園さん
のトマトも最盛
期を迎えます。
良質な堆肥を施
し、できるだけ
農薬や化学肥料
を使わない方法
で育てました。

木村農園（茨城県･つくば市）

28 木村さんの
大玉トマト

完熟させた大き目のトマトです。多少
スレがあります。減農薬栽培。

飯野農園さん

木村さん

青木さん
坂東市
From 

無農薬

無農薬

無農薬
無農薬

無農薬

無農薬 無農薬

無農薬

りん片バラで
お届けする場
合があります

3個入

久々
登場！

1玉

1玉1玉

黄
色
の
ト
マ
ト
が
入
る

場
合
が
あ
り
ま
す

◦�メークイン…きめ細かく、
なめらかな食感
◦�アンデスレッド…外皮は

赤。濃厚な味わいでほくほ
くした食感と甘み
◦�タワラマゼラン…外皮は

黒紫。きめ細かく、極なめ
らかな食感。さつまいもを
彷彿させるような甘み
◦�さやあかね…外皮は桜色。

極粉質でホクホク食感

◦�早生真黒茄子…やや
小型の長なす。どん
な料理でも合います
◦�山科茄子…やや丸み

を帯びたなす。漬物
に最適です
◦�橘田中長茄子…長な

す。果肉が柔らかい
です

お得な
2パック組は
1ページ
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はんぺんとなめこのあんかけ

CO-OP MAIL JOSO【2021年7月3回】

500g 361円(税込390円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

56 長島さんのトマト
良質な土作りがモットーの長島さんのトマ
トは、ひと味違うと毎年好評です。ホルモン
剤を含め、農薬無散布･無化学肥料栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜0.4 ＜0.5
400g 340円(税込367円)

土れ味農園（茨城県･石岡市）

57 天池さんの
テーブルビーツ

食べる輸血と言われるほど、栄養価
が高い野菜。サラダやスープにしてど
うぞ。農薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1
120g 220円(税込238円)

土れ味農園･天池さん（茨城県･石岡市）

58 天池さんの
甘とう美人

肉質が柔らかく風味豊かです。辛さ
はほとんどなく、丸ごと炒め物や天ぷ
らに。農薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県  
1～2本 260円(税込281円)

天池さん（茨城県･石岡市）

59 天池さんの白なす
皮の色が白や淡い緑色のナス。肉質
は柔らかく加熱するとトロトロになり
ます。農薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県  

1束(約150g) 150円(税込162円)

あゆみの会･関さん達（茨城県･茨城町）

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

茨城県  
1束(250g) 230円(税込248円)

原さん達（群馬県･東吾妻町）

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

群馬県  
100g 154円(税込166円)

木村農園（茨城県･つくば市）

62 木村さんの
モロヘイヤ

エジプト原産でぬるっとした粘りが特
長の、栄養価の高い野菜です。和え物、
汁物の具、炒め物にも。減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.8

スープやたたいて
ネバネバ丼にも♪

1本 175円(税込189円)

徳弘さん（北海道県･富良野市）

63 ズッキーニ
火を通すと甘みが増します。炒め物･
グリルでどうぞ。農薬無散布･化学肥
料不使用。

北海道  

100g 198円(税込214円)

おきたま興農舎･丹野さん達（山形県･高畠町）

64 おかひじき
ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊
富。シャキッとした歯ざわりとクセの
ない味が特長。農薬無散布。

山形県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.0

か
ら
し
醤
油
で

ど
う
ぞ

100g 156円(税込168円)

木村農園（茨城県･つくば市）

65 木村さんのいんげん
茹でてサラダ、ゴマ和え、炒め物、肉
巻き、ベーコン巻き等にどうぞ。減農
薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.3
100g 156円(税込168円)

木村農園（茨城県･つくば市）

66 木村さんのオクラ
おひたしや、納豆とあわせてどうぞ。
減農薬栽培。

茨城県  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5
150g 155円(税込167円)

木村農園（茨城県･つくば市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.6
1個 265円(税込286円)

米内口さん達（青森県）

68 ブロッコリー
樹に応じたバランスの良い栽培で、
きめ良く、酸化しにくく、後味のよい
ブロッコリーです。減農薬栽培。

青森県  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.5
約200g 410円(税込443円)K

松浦さん達（山形県･鶴岡市）

69 枝豆
品種は「湯あがり娘」他。枝から外し
た状態でお届けします。減農薬･無化
学肥料栽培。

山形県 

1本 190円(税込205円)

高埜さん達（千葉県）、樺沢さん達（群馬県）

70 とうもろこし
薄皮で甘いとうもろこしです。7月中
旬までは千葉県産、それ以降は群馬県
産をお届けの予定です。減農薬栽培。

千葉県、群馬県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0
5本 280円(税込302円)

稲葉さん達（茨城県･結城市）

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

茨城県  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9
1玉 220円(税込238円)

中村さん達（群馬県･長野原町）

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

群馬県  ［放］不検出 ＜0.3 ＜0.3

煮込み料理でトロトロ甘く♪

300g 220円(税込238円)

農家レストランどんぐりてい･倉持さん達（茨城県･坂東市）

73 倉持さんの長ねぎ
自家製の有機たい肥を使い、無農薬･
無化学肥料で丁寧に育てました。

茨城県  
500g前後 410円(税込443円)

添野さん（栃木県･小山市）

75 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。

栃木県  

ホ
ク
ホ
ク
し
た

口
当
た
り
と
甘
み
♪

200g 220円(税込238円)

上村さん達（青森県･八戸市）

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

青森県  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.0

切ってサラダに、すって
とろろにも◎

1kg 380円(税込410円)

上村さん達（青森県･おいらせ町）

78 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
500g 174円(税込188円)

浅野さん（茨城県･常総市）

79 浅野さんの人参

茨城県 ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.5

200g 226円(税込244円)EA

山田さん（茨城県･つくば市）

86 山田さんのしめじ
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。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.7
100g 261円(税込282円)EA

あゆみの会･水谷さん達（三重県･尾鷲市）

89 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  
100g 196円(税込212円)EA

村上さん（栃木県･高根沢町）

90 舞茸
衛生管 理にも気を配った安心の品
質。日持ち、香りともに良好です。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.3

70g 115円(税込124円)EA

安田さん（福島県･郡山市）

91 安田さんのなめこ
独自の栄養元をバランスよく使い、なめこ本来の甘さと
旨味を充分引き出しています。

福島県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.1
100g 250円(税込270円)E

村上さん（栃木県･高根沢町）

92 生きくらげ
こだわりの培地で3ヶ月丁寧に栽培
しました。1～2分湯通ししてサラダ
でどうぞ。

栃木県  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.2

子育て
クーポン対象

地場の有機野菜セット
新規契約者募集中です!

1回の「お試し」
からでも

OK!!

                              月　　　　回〜

組合員番号

お届け開始回

お 名 前

切り取ってご提出下さい

① 無農薬野菜セット
清水さんの野菜セット
7～9品目 1270円( 税込1372円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

清水さんの野菜セット
5～6品目 910円( 税込983円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

清水さんの野菜セット
3～4品目 635円( 税込686円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

宇治田さんの野菜セット
6～8品目 1838円( 税込1985円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

天池さんの野菜セット
5品目 940円( 税込1015円)
② 　毎週　　隔週　　4週に1度　　お試し

微生物農法の会野菜セット
5～6品目 1250円( 税込1350円)
② 　隔週　　お試し

野
菜
セ
ッ
ト
の
契
約
を
申
し
込
み
ま
す

①
ご
希
望
の
野
菜
セ
ッ
ト
、
②
配
達
週
：
毎
週･

隔
週･

４
週
に
１
度
・
お
試

し
に
○
を
つ
け
て
、
注
文
書
と
一
緒
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

2021年

 畑そのままに

EA
93 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)

94 B品

100g 210円(税込227円)

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

200g 218円(税込235円)

200g 208円(税込225円)
88 ブラウン

えのき茸

丸金（長野県･長野市）

87 えのき茸

長野県  

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

EA

888円(税込959円)
茨城県 ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1
85 3kg

310円(税込335円)84 1kg

稲葉さん達（茨城県･結城市）
玉ねぎ

自家製ボカシ肥料
を施肥。作物を健
康に育てることに
こだわっています。
減農薬栽培。

無農薬

298円(税込322円)82 1kg

830円(税込896円)83 3kg
栃木県  

上野さん達（栃木県･上三川町）

じゃがいも

サ ラダ、マッ
シュポテト、
じゃがバター
等で。農薬無
散布。

1本900g以上 198円(税込214円)

川島さん達（群馬県･長野原町）

76 大根
自家製堆肥を使い、なるべく農薬に
頼らないように工夫して栽培してい
ます。減農薬･無化学肥料栽培。

群馬県  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.0

 ※できるだけ   
    葉付きで 
    お届けします

炒め物にもどうぞ♪

500g 220円(税込238円)A

上野さん達（栃木県･上三川町）

74 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

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

800g 205円(税込221円)

浅野さん（茨城県･常総市）

80 浅野さんのじゃがいも

加熱すると甘味があります 無農薬

無農薬無農薬

無農薬 無農薬

無農薬

茨城県 ［放］不検出 ＜3.6 ＜3.8

風味が良く、甘み
も豊富で好評の
人 参 で す。農 薬
使用は夜盗虫大
量発生時のみ。

品 種 は キ タ ア カ
リ。掘りたての 新
じゃがをお届けし
ます。農薬無散布･
化学肥料不使用。

シ
ー
ズ
ン
初
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298円(税込322円)通常税込
346円

凍ったまま加熱調理できるので便利！
CO-OP MAIL JOSO【2021年7月3回】

210g(粉付魚180g+タレ30g) 498円(税込538円)
FG180日 JKL

三米商店（静岡県･浜松市）

95 フライパンでできる
白身魚の蒲焼風

すけそうだら（北海道）  

別添たれ付き

200g+20g 386円(税込417円)FBG30日 
あさり（熊本県、愛知県、三重県、千葉県）  

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

98 国内産冷凍あさり(増量)

150g 415円(税込448円)FCG30日 
やまとしじみ（北海道）  

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

99 網走湖産 冷凍しじみ(大粒)
北海道網走湖で漁獲した大粒のやまとしじみです。砂抜
き後、冷凍してお届けします。

8～10枚140g+タレ50g 398円(税込430円)
FG180日 JKL

千倉水産加工販売（宮城県･女川町）

96 ごはんがすすむ!
さんま蒲焼(タレ付)

さんま（国内産）  
5～7枚180g、タレ50g 398円(税込430円)

FCG180日 JKL

千倉水産加工販売 女川工場（宮城県･女川町）

97 ごはんがすすむ!
真ほっけ蒲焼(タレ付)

骨を取り切身にした後、小麦粉をまぶしました。両面を焼
き、添付タレをからめてどうぞ。

真ほっけ（北海道）  

7～12尾
150g

FBG180日 

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

100 子持ち
からふとししゃも

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

からふとししゃも（ノルウェー、アイスランド、カナダ）  
4～6枚220g 398円(税込430円)

FCG180日 

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

101 北海道産パクッと
真ほっけ一夜干し

北海道噴火湾で4～6月に漁獲した真
ほっけを三枚におろし、食べやすいよ
うに腹骨を除去して干し上げました。

真ほっけ（北海道）  

食べやすい腹骨取り

3尾約300g 398円(税込430円)
FCG30日 

まるしち水産（千葉県･大網白里市）

102 真いわし丸干し(大)
千葉県に水揚げされた真いわしを塩
水に漬け、冷風乾燥しました。大きい
サイズなので食べ応えがあります。

真いわし（千葉県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2

3枚220g 438円(税込473円)
FCG30日 

塩屋（茨城県･ひたちなか市）

103 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尾150g 395円(税込427円)

FCG180日 JKL

及川冷蔵（岩手県･大船渡市）

104 骨抜きさんま
天日干し

小ぶりなさんまの頭、内臓、中骨を取
り除き、塩麹に漬けて天日干ししまし
た。

さんま（岩手県）  

小ぶりですが、さんまの旨みが
しっかり味わえます

60g 330円(税込356円)
FCG180日 J

中村海産（富山県･氷見市）

105 ししゃもみりん干し
オスのカラフトししゃもを、2年以上
熟成させた本みりん使用のタレに2
晩漬け込み。冷めても軟らかです。

からふとししゃも（アイスランド、ノルウェー、カナダ）  
2枚160g以上 498円(税込538円)

FCG30日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

106 寒さばフィーレみりん干し
長崎産の脂のりの良い寒さばを使用。無添加のみりんタ
レにじっくりひと晩漬け込み、天日で干し上げました。

真さば（長崎県）  

国産ごまが香ばしい!

2枚220g 380円(税込410円)通常税込
430円

FCG180日 JK

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

107 金華さば味噌漬
宮城県の金華山沖で漁獲した大型のさばを使用。仙台味
噌をベースにした調味味噌に24時間漬け込みました。

さば（宮城県）  

ご飯によく合う漬魚

4枚240g 398円(税込430円)FG180日 JKL

さば（宮城県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜2.9

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

108 石巻産さば生姜醤油漬
宮城県石巻産のさばを黒糖とすりおろし生姜を加えた醤
油たれに、低温でじっくり24時間漬けこみました。

2切
120g 398円(税込430円)通常税込

464円

FCG180日 JK

東北トクスイ（宮城県･塩釜市）

109 銀だら味噌漬
アメリカ(アラスカ)産の銀だらを仙
台味噌をベースにした漬床に24時間
漬け込みました。

銀だら（アメリカ）  
2切140g 435円(税込470円)通常税込

484円FCJK

京都やま六（京都府･京都市）

110 さわら西京漬
東シナ海で漁獲したさわらを、京都老舗の西京味噌床に
漬け込みました。

さわら（韓国）  
2切150g 598円(税込646円)

FCJK

京都やま六（京都府･京都市）

111 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 570円(税込616円)

FCJK

京都やま六（京都府･京都市）

112 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）  

3尾170g 390円(税込421円)
FCG180日 J

千倉水産加工販売 女川工場（宮城県･女川町）

113 さんま糠漬け
国内産(主に北海道沖漁獲)のさんま
の頭、内臓を除去し、塩のみでこしら
えた糠床に漬け込みました。

さんま（国内産）  
2切140g 380円(税込410円)

FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

114 ロシア産紅鮭切身
(中辛)2切

東カムチャッカの定置網で漁獲され
たロシア産の紅鮭です。中辛塩で仕
上げました。

紅鮭（ロシア）  
3切165g 498円(税込538円)

FAG180日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

115 ロシア産紅鮭切身
(甘塩)3切

ロシア産の紅鮭の切身です。使いや
すく1切約55gにしました。甘塩で
す。

紅鮭（ロシア）  

片身2枚
200g前後 390円(税込421円)

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

116 寒さばフィーレ
(無塩)

長崎県(又は佐賀県)に水揚げされた
鮮度の良い真さばを、生から三枚お
ろしに。産地1回凍結品。

真さば（長崎県、佐賀県）  
約70g×2 550円(税込594円)

FCG30日 

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

117 寒さわら切身(無塩)
五島列島、済州島海域で漁獲した、
魚体1メートル前後の本さわらを切身
に。無塩なのでアレンジ自在です。

さわら（五島列島、済州島海域）  
2尾(360g) 480円(税込518円)

FC

札幌中一（北海道･札幌市）

118 北海道産にしん
(2尾)

12月下旬～1月の一番味が乗った時
季のにしんをそのまま急速凍結。大
きめサイズで、旨味抜群です。

にしん（北海道）  

150g 520円(税込562円)FCG60日 
ミズダコ（岩手県沖）  ［放］不検出 ＜0.4 ＜0.3

丸友しまか（岩手県･宮古市）

120 冷凍･ミズダコボイル(刺身用)
岩手県宮古に水揚げされたミズダコを食塩のみでボイル
しました。旨味がしっかりあります。

3～6枚230g 410円(税込443円)
FD

共和水産（岩手県･宮古市）

122 三陸産するめいか 
つぼ抜き

三陸北部沖で漁獲された小型のする
めいかの内臓と下足を除去してつぼ抜
きにしました。炒め物、煮物などに。

するめいか（岩手県、青森県）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜3.9
200g 420円(税込454円)

FCO

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

123 エビホタテミックス
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。

えび（インド）、ほたて（青森県）  
160g 548円(税込592円)

FBG180日 O

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

124 天然むきエビ(特大)
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。

えび（マレーシア）  

1袋
(120g×3種) 832円(税込899円)通常税込

950円FCG60日 
旬の魚（岩手県）  

島香さんおすすめの旬の魚をお届け!

丸友しまか（岩手県･宮古市）

119 島香さんの切身セット

2切120g 440円(税込475円)FG60日 
真だら（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.9

丸友しまか（岩手県･宮古市）

121 真だら切身
岩手県宮古とその周辺の浜に水揚げされる鮮魚真だらを
切身にし、急速凍結しました。

70g 290円(税込313円)
FCG180日 

ヤマタ水産（愛知県･名古屋市）

125 篠島産しらす干し
篠島産の大きめで味の良いいわし稚
魚を 使 用。たっぷり使 える分 量を
パック詰めしました。

いわし稚魚（愛知県）  
55g 298円(税込322円)FC

すけそうだらの卵（ロシア）  

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

126 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。 主原料産地欄もあわせてご

参照下さい。

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

水産品の
放射能検査について

カンタン蒲焼でしっかりご飯!

焼き目を付けて、
 別添タレをかける
  だけで出来上がり！

北海道産のすけそ
うだらをカットし、
パリッと仕 上 がる
でんぷん主体の粉
をまぶしました。甘
めのタレ付き。

うなぎだけ
　　じゃない!
うなぎだけ
　　じゃない!

「涸 沼のし
じみ」は表
紙に掲載

20g増量
価格はそのままで

熊 本 、愛 知 、三
重、千葉の4産地
から季 節に合わ
せ て お 届 け。手
作業で選別し若
干の熱処理後、
凍結しました。

京の漬魚

2切
2切 2切

甘塩中辛

「夏の旬魚」宮古
 から

宮古港とその周辺 港
に水揚げされた旬の
魚を切身にし、急速冷
凍しました。3種入り
の楽しいセットです。

島香友一さんと代表の尚さん（右）

8～10
枚

5～7
枚 7～12

尾

主に北海道沖
で漁獲したさ
んまを半分に
切り、国産小
麦粉をまぶし
蒲焼用のタレ
を添付しまし
た。

2枚

3尾

※セット例
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(高知県･四万十市)

今年は価格が下がりました!!

◦ �密飼いせずよく運動させ
ますので皮は固め。天然
ものに近い食感です。
◦ �抗生剤などの薬剤不使用
です。
◦ �タレは国産丸大豆醤油使
用の無添加です。

加持さんの
　　うなぎの特徴

代
表
の
加
持
さ
ん

CO-OP MAIL JOSO【2021年7月3回】

1枚 360円(税込389円)通常税込
405円

FCG90日 

中村商店（北海道･函館市）

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

するめいか（北海道）  
40g×2 468円(税込505円)通常税込

518円

FBG180日 

松岡水産（千葉県･銚子市）

128 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）  
60g 480円(税込518円)通常税込

538円

FG120日 

福昭水産（静岡県･吉田町）

129 駿河湾産生しらす
(1番競り限定)

静岡県吉田港水揚げ限定です。水揚
げから競りまでの時間が短いので鮮
度抜群です。

いわし稚魚（駿河湾）  

130g+タレ15cc+粉山椒 2100円(税込2268円)通常税込
2349円

FG180日 JKL

加持養鰻場（高知県･四万十市）

130 加持さんのうなぎ蒲焼

うなぎ（高知県）  

130g+タレ15cc+粉山椒 1940円(税込2095円)通常税込
2160円

FG180日 JKL

加持養鰻場（高知県･四万十市）

131 加持さんのうなぎ白焼

うなぎ（高知県）  
60g 345円(税込373円)通常税込

389円FG180日 

加持養鰻場（高知県･四万十市）

132 加持さんのうなぎの肝

うなぎの肝（高知県）  

抗生剤不使用のうなぎの安心な肝です

50g×2、タレ20g×2 418円(税込451円)通常税込
464円

FCG15日 JKL

マストミ（徳島県･徳島市）

133 まぐろ丼(イカ入り)

めばちまぐろ（台湾）、ソデイカ（沖縄県）  
50g×2 498円(税込538円)FCG20日 

めばちまぐろ（台湾）  

流水で約5分解凍して下さい

マストミ（徳島県･徳島市）

134 つぶつぶまぐろたたき身
高鮮度の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ました。

140g 530円(税込572円)FCG30日 
きはだまぐろ（太平洋）  

マストミ（徳島県･徳島市）

135 炭火焼まぐろタタキ
焼津港に水揚げされた鮮度の良いきはだまぐろを炭火で
香ばしくタタキにしました。袋のまま10分間流水解凍。

100g 528円(税込570円)FBG180日 
いか（北海道）  

札幌中一（北海道･札幌市）

136 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。

100g 280円(税込302円)
FCG90日 JL

カネヨン水産（千葉県･九十九里町）

137 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
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）

138 フライパンで簡単!
いわし竜田揚

真いわし（鳥取県）  
6～7個160g 410円(税込443円)

FCG180日 JKL

つかさ食品（千葉県･南房総市）

139 フライパンで簡単!
さんま照りゴマ

さんま（北海道）  
200g 430円(税込464円)FG90日 JKL

タイム缶詰（岩手県･陸前高田市）

143 モッタイナイ魚･
めかじき尾肉煮付け

めかじき（太平洋）  

(片身1枚2切)
×2 500円(税込540円)通常税込

562円

FCG30日 JKL

鳴門魚類（徳島県･鳴門市）

140 さば味噌煮 
2袋

鳴門魚類オリジナルの国産大豆味噌
を使用。丁寧にだしを取り、じっくり
と煮込んださばの味噌煮です。

さば（長崎県、佐賀県）  
100g 520円(税込562円)EBG90日 

佐井村漁協（青森県･佐井村）

141 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

おにぎりに

300g
(150g×2) 398円(税込430円)

FCG120日 

トクスイコーポレーション（東京都･中央区）

142 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

日本近 海 の高 鮮
度 の 真 い わし の
み を 使 用した た
たき身です。

220g 430円(税込464円)FG90日 JKL

タイム缶詰（岩手県･陸前高田市）

144 モッタイナイ魚･
白身魚切り落としの煮付け

ねずみざめ（太平洋）  

   のお友だち　　
　　　キャンペーン紹 介

夏 2021年
8月31日（火）
お申し込み

分まで

紹介いただいた組合員さんも、新しく加入されたお友達にも
嬉しい特典がいっぱい！

お友達にプレゼント！ 組合員にプレゼント！

1 枚 1,000 円に相当し、注文提出時に添付して
いただくと商品代金からご精算致します。出資
金への振替も可能です。

紹介者

特典

3000円分相当の常総生協
利用クーポン券をプレゼント

特典
紹介された方の

常総カレーセット

め
ぐ
み
ち
ゃ
ん

（
小
袋
）

甘
口

カ
レ
ー
ル
ゥ

セット内容

＋
つくば茜鶏
モモ ネージュの

アイス

Present

かぼちゃと豚肉の南蛮漬け

切り取ってご活用ください

◆作り方
❶ 豚肉は2～3等分にし、片栗粉をつけ、余分な粉をはたく。 
❷　かぼちゃは6～7mmの厚さに切る。しめじは根元を切り、小房に分ける。
❸　Aの材料を合わせ、種を取った赤唐辛子の小口切りを混ぜる。
❹　豚肉、かぼちゃ、しめじをそれぞれ油で揚げ、③に入れて味をなじませる。

◆材料
豚肩ローススライス ���� 150g 
片栗粉 ���������� 適宜 
かぼちゃ �������� 200g 
しめじ ���������� 100g 
揚げ油 ���������� 適宜 
　酢��������� カップ1/3   
　だし汁 ������� カップ1/3   
　醤油 ������� カップ1/4   
　砂糖 �������� 大さじ1   
赤唐辛子 ��������� 1本

A

夏が旬のかぼちゃを
たっぷりと
お酢のパワーで
食が進む

●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

75  かぼちゃ
(カット)

155  豚肩ロース
スライス

520  純米酢

おうちで
　　居酒屋気分! 押し寿司も

　　おすすめ♪
解凍後そのまま

　　　生姜醤油で! 1年かけて育てた 加持さんのうなぎ

味噌煮の味加
減が私好みで
とっても美味
しいです。煮
魚をなかなか
作れない私に
は、温めるだ
けでたどり着
けるこの美味
しさがとって
も嬉しいで
す。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

モッタイナイシリーズ 　湯煎で
  OK!

ここが 
モッタイナイ !
1 尾から少量しか
取れないので、
加工原料として
は不人気。でも、
コラーゲン豊富
でやわらかく、
旨味濃い部位で
す !

ここが 
モッタイナイ !

名前に馴染みがない為
か、あまり流通しませ
ん。名前とは裏腹に、
軟らかで臭みなく上品
な白身魚です !

約
2人前

約
2人前

めかじき の尾 部
分を 食べやす い
大 きさ に カット
し、無 添 加 の 調
味 料で煮付けま
した。コラーゲン
豊富。湯煎で。

ねずみざめ(別名：毛鹿鮫)を
食べやすい大きさにカット
し、無添加の調味料で煮付
けました。湯煎で。

(マグロ･イカ) 
50g×2

タレ20g×2

四万十川河口付近
で 獲れ た稚 魚(シ
ラス)を1年以上の
歳月をかけてじっ
くり育てました。

四 万十川 河
口 付近で 獲
れた稚魚(シ
ラス)を1年
以 上の歳 月
を か け て
じ っ くり 育
てました。

肝 吸 い や 照り
焼 きな ど で お
召し上がりくだ
さ い 。粉 山 椒
や 柚 子 胡 椒 な
ど お 好 み の 薬
味 を 添 えてど
うぞ。

船 上 凍 結 処 理さ
れ た 鮮 度 の良 い
めばちまぐろに、
モチモチとした食
感のソデイカを合
わせました。

2食入

境 港 産 の真い わ
しを、国産丸大豆
醤 油 で 下 味を 付
け、北海道産ばれ
いしょでん粉で粉
付けしました。

7～10
枚

6～7
個

北海道産のさん
まを蒲焼のタレ
に漬け込 み、小
麦粉とゴマをま
ぶしました 。お
弁 当にも、夕食
の一品にも。

フライパンで簡単調理
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玉ねぎやニラと一緒に食べてスタミナ増強
　玉ねぎやニラ、にんにくなどの野菜には「硫化アリル」とい
う辛みのもとになる成分が含まれています。この硫化アリル
は、刻んだり加熱調理をすると、ビタミンB1と協力して糖質を
エネルギーに変え、疲労回復を助ける効果が期待できます。ビ
タミンが豊富なレバーとニラを組み合わせたレバニラ炒めは疲
労回復やスタミナ増強にはピッタリの組み合わせです。また、
ビタミンCを含む食材と一緒にとることでさらに吸収率がアッ
プします。ちなみにビタミンCが豊富な食材は、パプリカ、菜の
花、じゃがいも、ブロッコリーなどです。
食べ過ぎには注意
　レバーにはビタミンAが豊富に含まれています。ビタミンAは
とりすぎると、頭痛や吐き気、めまいなどの症状が現れる可能
性があります。成人1日の耐容上限量は、男女ともに2700μg
です。よほど食べ過ぎなければ心配はありませんが、続けて多
量に摂取することは控えましょう。

300g 465円(税込502円)
EBG6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 
肩スライス

脂身の少ない、味の濃い部位です。
厚さ3mm。

茨城県  
250g 520円(税込562円)

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

148 ローズポーク 
バラスライス

厚さ3～3.5mm。

茨城県  

250g 230円(税込248円)通常税込
259円

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

145 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  
300g 210円(税込227円)

FCG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

146 豚レバー
ビタミン、鉄分豊富なレバー。

国内産  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.2
300g 585円(税込632円)

ECG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

149 ローズポーク 
バラブロック 300g

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  
150g×2 395円(税込427円)

EAG6日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

150 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」

茨城県  
200g×2 515円(税込556円)

EAG6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 
徳用小間切

小間切徳用タイプ。

茨城県  

250g 430円(税込464円)
ECG14日 JKL

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

152 ローズポーク小間切
(タレ付)

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

豚肉（茨城県）  

常総生協
オリジナル

250g 595円(税込643円)
ECG6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 
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  
300g 465円(税込502円)

FAG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

154 ローズポーク 挽肉
赤身率は8割です。

茨城県  
200g 471円(税込509円)

EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

155 中津
豚肩ローススライス

脂身が適度に入り旨みがあります。厚
さ3mm。

神奈川県  

2枚200g 549円(税込593円)EBG4日 
神奈川県  

200g 460円(税込497円)
EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

157 中津豚バラスライス
脂と赤身が層になったバラ肉。厚さ
約3mm。

神奈川県  
200g 430円(税込464円)

ECG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

158 中津豚モモスライス
脂身の少ない赤身の多い部位。厚さ
3mm。

神奈川県  

80g×2 515円(税込556円)
FCG180日 L

中津ミート（神奈川県･愛川町）

160 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）  
200g 319円(税込345円)通常税込

350円

FCG120日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

161 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）  
125g 330円(税込356円)

FCG180日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

162 中津豚レバーの唐揚げ
(衣つき)

自社牧場で育てた豚のレバーを醤油味
のタレに漬け込み、衣をつけました。
凍ったまま油で3～4分揚げてどうぞ。

豚レバー（神奈川県）  

200g 360円(税込389円)
EAG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

163 中津豚小間切
各部位から集めています。

神奈川県  
200g 545円(税込589円)

EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

164 中津豚ロース
しょうが焼用

きめが細かく脂が程よく入ったロー
ス肉。厚さ5mm。

神奈川県  
400g 650円(税込702円)

FAG90日 

JA全農いばらき（茨城県）野口商店

165 豚挽肉(バラ凍結)
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）

166 つくば茜鶏 ムネ
あっさり味で消化も良く、経済的な
ムネ肉。

茨城県  
300g 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 モモ
ジューシーでしっかりとした肉質が特
徴。脂身と赤身のバランスが良い。

茨城県  

400g 525円(税込567円)
FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

168 つくば茜鶏 手羽先
ゼラチン 質に富 み、コクの あ る部
位。

茨城県  
400g 525円(税込567円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

169 つくば茜鶏 手羽元
唐揚げやスープ煮に。

茨城県  
300g 560円(税込605円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

170 つくば茜鶏 ササミ
脂肪が少なく、良質なたんぱく質を
多く含む部位。

茨城県  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

171 つくば茜鶏 
ムネモモ唐揚げ用

必要な量だけ使えるバラ凍結で便
利。

茨城県  
250g 490円(税込529円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

172 つくば茜鶏 
ムネモモ小間切

必要な量だけ使えるバラ凍結で便
利。

茨城県  
500g 660円(税込713円)

FAG180日 

田仲さん達（茨城県･桜川市）

173 つくば茜鶏 挽肉
各部位からなるバラ凍結品。

茨城県  

鶏 肉
◦ つくば茜鶏 : 動物性飼料、

抗菌剤、抗生物質を使わ
ない平飼い鶏です。Non-
GMO、PHF の飼料を与え
ます。飼育期間は約 80 日

（一般的には 55日）。

◦ 中津ミート：おがくずを敷き
詰めた豚舎で、ストレス無
く元気に育った豚です。養
豚から加工までの一貫生産
を行っています。

◦ ローズポーク：茨城県の
銘柄豚です。飼育期間は
約 6 か月。

豚 肉

しゃぶしゃぶすることで
適度に脂が抜けて
お肉がさっぱりと

食べられます

たっぷりの野菜と

　　一緒にどうぞ

200g 435円(税込470円)通常税込
481円EBG4日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

159 中津豚モモしゃぶしゃぶ用

神奈川県  

76円/100g99円/100g

235円/100g

脂身の少ないモモのしゃぶ
しゃぶ用スライスです。厚
さ2mm。

レ
バ
ニ
ラ
炒
め

1

2

栄養満点のレバーで

 夏バテ防止♪

◦豚レバーの特徴
豚レバーは牛レバーよりも弾力があ
りしっかりとした食感が特徴です。
3種類の中で最もたんぱく質や鉄分
が豊富で低脂肪。運動後のたんぱく
質補給や貧血が気になる時にもおす
すめの食材です。

◦鶏レバーの特徴
牛や豚に比べてクセがなく食べやす
いことが特徴です。キメが細かく
しっとりとした食感で低カロリー。
糖質のエネルギー代謝に関わるビタ
ミンB1や葉酸が豊富に含まれてお
り、女性に嬉しい食材です。

スタミナ
料理

レバーコラム

レバーが苦手な方にも

おすすめ

167円/100g

142円/100g

255円/100g

232円/100g

176円/100g

176円/100g

143円/100g212円/100g142円/100g

257円/100g

211円/100g

167円/100g

249円/100g

295円/100g

133円/100g

212円/100g202円/100g142円/100g

195円/100g

173円/100g

186円/100g

225円/100g

139円/100g

2枚

中津ミート（神奈川県･愛川町）

156 中津豚ロース切身

297円/100g

きめが細かく脂が程よく入った
ロース肉。厚さ1cm。

とんかつに最適!
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170g 550円(税込594円)
FC

福永産業（福岡県･遠賀町）

174 国産牛モモスライス
モモ肉を2～3㎜程度にスライス。

福岡県、大分県  
160g 455円(税込491円)

FBG30日 

福永産業（福岡県･遠賀町）

175 国産牛小間切
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県  

200g 650円(税込702円)通常税込
707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  
200g 1105円(税込1193円)通常税込

1199円

E

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

177 茨城牛(山方)
モモスライス

山方のF-1牛の赤身のやわらかいモ
モ肉を、拍子木切りにしやすい厚さに
スライスしました。

茨城県  
250g 530円(税込572円)通常税込

578円

FBG30日 

JA全農いばらき（茨城県）ミートパル村山

178 茨城牛(山方)
牛豚合挽肉

風味の良さを併せ持った合挽肉。牛･
豚比率5：5。

茨城県  

60g×2 500円(税込540円)
EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

180 鎌倉ロースハム
スライス×2

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

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.3
120g 278円(税込300円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

181 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）  
120g 278円(税込300円)

ECG5日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

182 中津皮なし
ノンスパイスウインナー

皮なしで豚肉、海塩、粗糖だけで作り
ました。香辛料を使用していないの
で、小さいお子さんにもどうぞ。

豚肉（神奈川県）  
120g 287円(税込310円)

ECG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

183 中津
ポークウインナー

海塩の旨味と香辛料が引きたてるシ
ンプルな味。

豚肉（神奈川県）  
100g 380円(税込410円)

EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

184 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 352円(税込380円)
EBG7日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

185 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）  

250g 361円(税込390円)
ECG24日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

186 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 361円(税込390円)
ECG24日 JKL

中津ミート（神奈川県･愛川町）

187 中津麻婆豆腐の素
鶏ガラからじっくりダシ取りをしまし
た。豆腐、なすなどをお好みで加え
て。

豚肉（神奈川県）  
120g 340円(税込367円)

FCG180日 

中津ミート（神奈川県･愛川町）

188 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）  
100g 359円(税込388円)FCJ

鶏肉（国内産）  

サラダやお好みのお料理に♪

秋川牧園（山口県･山口市）

189 サラダチキン(プレーン)

100g 500円(税込540円)
EAG届いて7～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

193 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

鈴木牧場
ビンは洗ってお返しください
ビンは再利用いたしますので、食べ終わったらビンを洗って
供給担当に返却 ください。ご協力のほどお願い致します。

鈴
木
牧
場
牛
乳

定
期
登
録
の

お
申
込
み
は

コ
チ
ラ
↓

鈴
木
牧
場
牛
乳

定
期
登
録
の

お
申
込
み
は

コ
チ
ラ
↓

◦ 発色剤、結着剤、保存料、
化学調味料不使用です。

◦ リン酸塩による増量もして
いません。

畜産加工品

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

◦ 国産牛：大分県、福岡県の
生産者（3 名）のホルスタイン
種です。

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

牛 肉

◦  サツラク…組合員（酪農
家）が土 ･ 草 ･ 牛づくりに
こだわり、生乳の生産から
加工まで一貫しておこなっ
ています。

◦   卵：飼料は non･GMO（非
遺伝子組換）、抗生物質
や抗菌剤など使用しないも
のを与えています。

牛乳･ 卵

6個
入り 330円(税込356円)EAH

天池さん、杉山さん（茨城県･石岡市）

契約「やさとの仲間」
平飼い卵

有機農業の生産者が肥料を得る為に
飼っている鶏の卵です。自家野菜を
与え、健康に育てました。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.7 

有機農業の循環の中から
産まれた卵です

契約者、募集中です !

卵、とっても美味しくてびっ
くりしました。いつもは温泉
卵にしてるのですが、砂糖
( 粗糖 ) とおしょうゆ少しで
厚焼き玉子にしたところ、カ
ステラみたい ! お菓子みたい
にふんわりして美味しかった
のです。(我孫子市：Aさん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

EAG届いて3日 I

302円(税込326円)3 1ℓ

178円(税込192円)10 500㎖
生乳（北海道） ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

土作り、草作りから
取り組 む 酪 農 専 門
農協11戸の生産牧
場限定牛乳です。乳
質 の良さ を 活 かす
為、低温殺菌で処理
しました。

サツラク農協（北海道･札幌市）
サツラク低温殺菌牛乳

1ℓ 219円(税込237円)
EAG届いて10日 I

北海道酪農公社（北海道･江別市）

4 おいしさまろやか
(成分調整牛乳)

生乳（北海道）  

北 海 道 産 の 生
乳 を10 0 % 使
用し、乳脂肪分
を2.0%に低減
し た 成 分 調 整
牛乳。

500㎖ 146円(税込158円)
EAG15日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

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 250円(税込270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。

6個 330円(税込356円)
EAG7日 H

宇治田農場（茨城県･石岡市）

8 宇治田さんの
平飼い卵

多量の自家牧草+地元産主体の餌を
自家配合。太陽と風と草の恵み溢れ
る卵です。薬･抗生物質不使用。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.4
10個 236円(税込255円)

EAG11日 H

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

7 八郷の卵
全て非遺伝子組換えの原料を使用し
た穀物(とうもろこし･大豆等)を鶏に
与えています。

茨城県  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.0

361円(税込390円)

370円(税込400円)

EA
G届いて10～11日 I

400g191 プレーン

400g

生乳（茨城県） ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4 
192 微糖

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場ヨーグルト

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。

ビンは再利用します。キャップ内側の白い�
円ブタを取って、必ずご返却下さい

鈴木牧場さんのプレーン
ヨーグルトおいしいですね !! き
なこやジャム、バナナと一緒に楽し
みましたが、最終的にはストレートでそのままが
一番のお気に入りになりました。(取手市：Dさん )

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

生乳の美味しさがストレートに
感じられるヨーグルト

EBG14日以上 I

30g 181円(税込195円)
生乳（茨城県） ［放］不検出 ＜3.3 ＜3.1

30g 190円(税込205円)
194 プレーン 195 ペッパー

鈴木牧場（茨城県･石岡市）
石岡 鈴木牧場 さけるチーズ

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。

の
も

ご覧下さい

P16の
「鎌倉ハム特集」も

ご覧下さい

たっぷりの野菜と

　　一緒にどうぞ

351円/100g

349円/100g 307円/100g

597円/100g 229円/100g

久慈川の清流
と緑豊かな
山々に囲ま
れ、自然に
恵まれた茨
城県北部常
陸大宮市(旧･
山方町)で育てら
れた地元の銘柄牛。�
挽肉以外は冷蔵でお届けなのですぐに使えて便利です♪

地元の美味しい牛肉

「山方牛」

※調理例

130g(鶏肉40g、タレ90g)×2 300円(税込324円)
FBG180日 JKL

田仲さん達（茨城県･桜川市）

190 つくば茜鶏 
親子丼の素 2袋

鶏肉（茨城県）  

1 ～ 2
人前

×2 袋

つくば茜鶏を親子
丼用にカットし、特
製親子丼用タレに
漬けてパックしま
した。玉ねぎ を加
えて煮込み、卵でと
じてどうぞ。

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）

179 鎌倉
ポークソーセージ

豚肉、食塩、砂糖、香辛料のみで作っ
たソーセージです。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2

若鶏のむね肉を使
用し柔らかく仕上
げました。お肉本
来 の う ま み を 味
わっていただける
よう薄味に仕上げ
ています。自然か
流水解凍で。お好
みのサイズに切り
分けてお召し上が
りください。
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400g 230円(税込248円)
EBG届いて12日前後 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

196 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
380g 550円(税込594円)

EAG21日 I

ホリ乳業（石川県･金沢市）

197 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）

198 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
80g×3 212円(税込229円)

EAG18日 I

サツラク農協（北海道･札幌市）

199 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
65㎖×10 178円(税込192円)

EAG15日 I

日本生活協同組合連合会

200 CO乳酸ドリンク 
65㎖×10本入

柑橘系風味の飲み切りサイズの乳酸
菌飲料。

  
250g 176円(税込190円)

EG21日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

201 よつ葉のむヨーグルト
(ベリーミックス)

いちご、ブルーベリー、ラズベリーの
3種のベリーをミックス。ミルクとフ
ルーツの素材をいかした味わい。

生乳（北海道）  

85g×3 235円(税込254円)
ECG14日 HI

茨城乳業（茨城県･石岡市）

202 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
4個 227円(税込245円)

EBG届いて4日 HIKL

モンテール（東京都･足立区）

203 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
250g 575円(税込621円)

ECG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

204 よつ葉
シュレッドチーズ

ナチュラルチーズ(チェダー、モッツァ
レラ)100%。ピザやグラタンに。セ
ルロース(結着防止剤)不使用。

生乳（北海道）  
45g 210円(税込227円)

ECG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

205 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）  
150g 298円(税込322円)

ECG180日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

206 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）  
120g 358円(税込387円)

EG90日 I

よつ葉乳業（北海道･音更町）

207 パンにぬりやすい
よつ葉バター &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）  

加工油脂を使わずにパンに
塗りやすく仕上げました

300g×3 395円(税込427円)
ECG30日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

212 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

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）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.3 ＜1.3
100g×2 240円(税込259円)ECG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

213 有機国産大豆 寄せ豆腐
秋田県産有機大豆と海水にがりのみで作った寄せ豆腐。
消泡剤不使用。

大豆（秋田県）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0
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）

214 油揚げ
国産大豆100%の豆腐を生地に使い、
ふっくらと仕上げました。揚げ油は菜種一
番搾り。遺伝子組み換えはしていません。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.5 ＜1.5
10枚 395円(税込427円)

ECG90日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

215 味付いなり揚げ

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）

216 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

80g×2 320円(税込346円)通常税込
356円

EG届いて5日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

218 ねぎ入り具だくさんがんも

大豆（国内産）  
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）

219 豆腐からあげ
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。

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.4 ＜1.2
150g 260円(税込281円)EG30日 JKL

丸和食品（東京都･練馬区）

220 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
200g 157円(税込170円)

ECG30日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

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

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.3 ＜1.3
300cc 210円(税込227円)

ECG30日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

222 豆乳

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。

35g×3 148円(税込160円)
EAG7日 JKL

JAやさと（茨城県･石岡市）

223 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 ＜4.2 ＜4.2
40g×3 140円(税込151円)

EBG7日 K

JAやさと（茨城県･石岡市）

224 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）

225 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
40g×2 165円(税込178円)

EBG10日 K

水府納豆（茨城県･常陸太田市）

226 押し麦入り納豆
(タレ･カラシ無)

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

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

EBG9日 JKL

登喜和食品（東京都･府中市）

227 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 350円(税込378円)

ECG30日 JK

登喜和食品（東京都･府中市）

228 黒大豆てんぺ
北海道産黒大豆をテンペ菌で発酵さ
せました。発酵終了後、低温加熱処
理をし長期保存を実現しました。

大豆（北海道）  

220g 140円(税込151円)
EBG90日 

鶴田食品千葉（千葉県･流山市）

229 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）

230 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
150g×3 197円(税込213円)

EBG6日 HL

共生食品（神奈川県･相模原市）

231 内麦焼そば
(ソース無)

国産小麦粉を使用した無かんすい、
無着色の麺です。小麦粉のおいしさ
を味わえます。

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜4.1

地 粉 、契 約 卵
を 練り上げ た
無 か ん す い
麺 。無 添 加 醤
油スープ付。お
好 みで きゅう
り、ハム、卵な
どを添えて。

麺120g×2、スープ45g×2 380円(税込410円)EG21日 HKL

金子製麺（神奈川県･中井町）

232 あしがら車屋冷やし中華
(2食入)

小麦（国内産）  

EAG届いて4日 K

150g×2 180円(税込194円)
大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜1.2 ＜1.2

150g×2 175円(税込189円)

丸和食品（東京都･練馬区）

210 ミニもめん豆腐 211 ミニきぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

1丁150gの豆腐を2丁1組にした使いきりタ
イプ。国産大豆100%、消泡剤無添加。

使い切り少量パック

300g 176円(税込190円)
EAG届いて4日 K

丸和食品（東京都･練馬区）

208 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

209 きぬ豆腐

大豆（国内産）  ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.2

夏にぴったりの
寄せ豆腐

丸 和

手作りのような上品
な味付けでとても美
味しい”「味付」い
なりです。”ちらし
寿司の具やしょうが
のみじん切りなどを
混ぜた酢めしを袋の
内外を変えて包むと
2種類のいなりの表
情を楽しめますよ !

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの
肉 厚 の 油 揚 げ
を、かつおだし
をきかせて家庭
煮に近い味付け
にしました。湯
煎すると開きや
すくなります。

大豆（国内産） ［放］不検出 ＜0.9 ＜1.0

納
豆
の
味
が

強
く
し
っ
か
り

と
し
た
味
わ
い

大
大

豆
麦+

日 配 品
◦ こんにゃく: 国産のこんにゃ

く芋を使用しています。
◦ 麺 ･ 皮 : 国 産 小 麦 100%

です。
◦ 煮豆 : 調味液に浸して加圧

するレトルトではなく、開放
釜でゆっくり時間をかけて
煮ています。

久々
登場！

丸 和 の豆 腐 生 地
に 、人 参 、ご ぼ
う 、長 ネ ギ 、生
姜、切昆布、黒ご
まなど具材をたく
さん加えました。

4個

豆乳濃度が高く大豆の味わいが深い豆腐

10個入
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180g 260円(税込281円)通常税込
292円

EG7日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

233 農家が造った
手もみキャベツ

キャベツ（国内産）  
150g 275円(税込297円)通常税込

308円

EG7日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

234 農家が造った
浅漬けきゅうり

きゅうり（国内産）  

180g
(2合用) 388円(税込419円)通常税込

430円

EG90日 JKL

かじかわ農場（新潟県･新発田市）

235 炊き込みご飯の素 
ピリ辛豚ごぼう

豚肉（国内産）  

ピリ辛味が
食欲をそそる!

430g
(うち固形量290g) 649円(税込701円)通常税込

705円

EG90日 HJKL

かじかわ農場（新潟県･新発田市）

236 夏おでん
大根、ロールキャベツ、ゆで卵、しら
たき、焼ちくわ、油揚げをいわし煮干
しと昆布のだし汁で炊きました。

大根･キャベツ･卵（国内産）  

冷やしても
美味しい♪

300g 488円(税込527円)通常税込
538円

EBG14日 OJKL

やがちゃんキムチ（千葉県･柏市）

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

白菜（国内産）  

キムチで
スタミナをつけよう!

揚げ出し豆腐4個
タレ25g 230円(税込248円)通常税込

259円

EG届いて2日 JKL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

238 揚げだし豆腐
(大根おろしタレ)

国産大豆100%の揚げ出し豆腐と特
製タレをセットにしました。つゆをか
けて電子レンジで約2分温めて。

大豆（国内産）  

大根おろし、
レモン果汁の
さっぱりタレ

麺120g×2
スープ47g×2 365円(税込394円)

ECG21日 HKL

金子製麺（神奈川県･中井町）

239 あしがら車屋
醤油らーめん(2食入)

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

小麦（国内産）  

さしみこんにゃく150g×2
酢味噌20g×2 285円(税込308円)通常税込

324円

EG60日 JK

市川食品（群馬県･高崎市）

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

こんにゃく粉（群馬県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜4.2
200g 240円(税込259円)

EDG10日 J

浜食（東京都･調布市）

241 洗いもずく
沖縄･伊平屋島産の良質なもずくで
す。塩抜きの必要がなく、そのまま食
べられます。ミネラル補給に。

もずく（沖縄県）  
100g 380円(税込410円)

ECG90日 

リアス（千葉県･船橋市）

242 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

くきわかめとツナのサラダ

100g 270円(税込292円)ECG90日 

リアス（千葉県･船橋市）

243 三陸産
カットくきわかめ

わかめ（三陸）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.1

ツナマヨサラダで

150g 265円(税込286円)
ECG90日 K

かじかわ農場（新潟県･新発田市）

244 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）  
揚げ出し豆腐 4個、つゆ 25g 240円(税込259円)

ECG届いて2日 JKL

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

245 揚げだし豆腐(特製つゆ付)
国産大豆100%の揚げ出し豆腐と特製つゆをセットにし
ました。つゆをかけて電子レンジで約2分温めて。

大豆（国内産）  
40g×3 298円(税込322円)

ECG90日 

山九水産（山口県･長門市）

246 お魚ソーセージ
(3本入)

魚肉（国内産）  
40g×5種 440円(税込475円)ECG90日 JKL

菊田商店（東京都･練馬区）

247 菊田煮豆小袋セット

豆（国内産）  

昔ながらの解放釜でじっくり直火炊き

150g 380円(税込410円)
ECG90日 JKL

菊田商店（東京都･練馬区）

248 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）  

80g 225円(税込243円)
ECG30日 KL

仁徳（千葉県･船橋市）

249 甘口昆布
刻んだ北海道産の昆布を入正醤油と
砂糖のみで時間をかけてふっくらと
炊き上げました。

昆布（北海道）  
200g 290円(税込313円)

ECG60日 JKL

浜食（東京都･調布市）

250 ピリ辛きゅうり
醤油漬

厚切りしたきゅうりを醤油、白だし、
純米酢、唐辛子などの調味液で、パリ
パリした食感に仕上げました。

きゅうり（国内産）  
250g 320円(税込346円)

ECG30日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

251 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）  
250g 260円(税込281円)

ECG9日 J

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

252 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。

白菜（国内産）  
150g 830円(税込896円)

EG7日 OJKL

やがちゃんキムチ（千葉県･柏市）

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

ほたて（北海道）  
100g 265円(税込286円)

ECG14日 JK

丸山園（静岡県･河津町）

254 わさび漬け
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10%、酒粕55%)

わさび（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.8

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
。

3枚150g 478円(税込516円)EG14日 OJ

いちうろこ（静岡県･静岡市）

255 桜えび入り揚かまぼこ

桜えび（静岡県）  
5個165g 296円(税込320円)通常税込

340円

FCG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

259 7種の野菜揚げ

すけそうだら（北海道）  

野菜の食感と甘みを生かしました

化学調味料･保存料は不使用

5枚125g 330円(税込356円)通常税込
367円

FG180日 HJ

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

260 笹かまぼこ

すけそうだら（北海道）  

5枚150g 369円(税込399円)
ECG14日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

256 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 315円(税込340円)

ECG14日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

257 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 310円(税込335円)

ECG10日 J

いちうろこ（静岡県･静岡市）

258 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）  
5個175g 295円(税込319円)

FAG180日 JK

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

261 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）  
3枚126g 296円(税込320円)

FCG180日 J

高橋徳治商店（宮城県･東松島市）

262 チヂミ風さつま揚げ
北海道タラすり身に国産ニラ･人参、
イカ、オキアミを練りこんだ揚げかま
ぼこ。程よい食感で香ばしい。

すけそうたら（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）

263 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）  

原材料：揚げ出し豆腐[大豆(国産)(遺
伝子組換えでない)、植物油、揚げ衣
(でん粉、植物性たん白、ゼラチン)/凝
固剤〔塩化マグネシウム含有物(にが
り）〕、タレ〔しょうゆ、大根おろし、み
りん、砂糖、レモン果汁、だし(かつお
節、昆布)、でん粉、米酢〕

国 内 産 の 豚 肉･野
菜を使い、ピリ辛
に仕上げました。
食欲が落ちる夏場
にぴったりです。

2合用

キ ャ ベ ツ、き ゅう
り、人参を昆布でダ
シをとったシンプル
な漬け 汁に漬けま
した 。野 菜 本 来 の
味が楽しめます。

きゅうりを食べやす
い サイズ に カット
し、昆 布 が 効 い た
調味料で漬け込み
ました 。唐 辛 子 の
辛みがアクセント。

シーズン初 夏季
限定夏季

限定

魚肉練り製品
◦ リン酸塩による増量はせ

ず、魚肉たっぷりの練り製
品です。

◦ 化学調味料も不使用です。

　　　　　　　  こだわりの練り物 近海のお魚たっぷり♪

厚切りきゅうりのパリパリした
食感が楽しめます

5個

5個

無 リ ン す り 身
に、キャベツや
じゃがいも等7
種の国産野菜を
たっぷり混ぜ込
みました。自然
解凍でもOK。

無リン の たら
と小 魚すり身
を 使 用 。笹 か
ま発 祥 の地で
ある宮 城の 昔
ながらの 味 が
楽しめます。自
然解凍OK。

前回
好評

2袋

わ か め の 茎
の部分をカッ
トして塩蔵し
ました。コリ
コリとした食
感が特長。塩
抜きをして炒
め物や煮物、
サラダ等に。

化学調味料を一
切使用せず、日本
海近海の新鮮な
小魚を使った、素
材の風 味を大 切
にした 魚 肉ソー
セージ。

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)
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500g 327円(税込353円)FA
かぼちゃ（北海道）  

イズックス（東京都･中央区）

264 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。

200g 322円(税込348円)F
小松菜（宮崎県）  

日岡商事（兵庫県･加古川市）

265 冷凍小松菜
宮崎の契約農家で栽培された小松菜
を新鮮なうちに下処理。使いやすい
5cmカット。幅広い料理に。

200g 267円(税込288円)FC
青えんどう豆（北海道）  

日本生活協同組合連合会

266 CO十勝の
青えんどう豆200g

北海道十勝地方で収穫された緑鮮や
かな青えんどう豆(グリーンピース)を
急速凍結。サラダや豆ご飯などに。

40g×5パック 390円(税込421円)
FCG180日 

コタニ（岩手県･大船渡市）

267 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

40g
×5パック 324円(税込350円)通常税込

365円FCG180日 
わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜2.8 ＜3.0

コタニ（岩手県･大船渡市）

268 冷凍めかぶ
(岩手県産)

60g×5 380円(税込410円)FCIJKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

269 マム 学校帰りのコロッケ
北海道育ちの男爵芋をたっぷり使いました。お弁当に
も。油で揚げて。

じゃがいも（北海道）  

町のお肉屋さんの懐かしい味わい

150g
×2 431円(税込465円)通常税込

538円

FKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

270 麻婆茄子丼の具
(自社農園茄子)

湯煎で温めてご飯にのせるだけで、
簡単にお召し上がり頂けます。程良
い辛さが食欲を増進させます。

  
180g×2 481円(税込519円)通常税込

535円

FCG180日 OJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

271 中華丼の具(塩)
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。

  

6個120g 380円(税込410円)通常税込
427円FCJKL

豚肉（国内産）  

ニッコー（神奈川県･大和市）

272 ひとくち
ソースとんかつ

26g×8 400円(税込432円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

273 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）

274 彩り野菜とひじきの
豆腐ハンバーグ

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

大豆･鶏肉（国内産）  
170g×2 537円(税込580円)

FOIL

大進食品（神奈川県･横浜市）

275 オーガニックペンネの
トマトソースグラタン

濃厚なバターをたっぷりと使い、さら
にオーガニックのペンネマカロニと国
産玉ねぎを使用。レンジで温めて。

小麦（イタリア）  

150g 374円(税込404円)
FCG90日 HJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

276 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

200g 423円(税込457円)
FBHJL

秋川牧園（山口県･山口市）

277 チキンナゲット
開放鶏舎で育った若鶏のムネ肉等を
使用。レンジかトースターで。お弁当
にもピッタリ。

鶏肉（山口県、他）  
200g 442円(税込477円)

FBHJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

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

鶏肉（徳島県）  
200g 412円(税込445円)

FCHIJL

秋川牧園（山口県･山口市）

279 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

200g 350円(税込378円)
FJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

280 鶏の生姜焼き
若鶏むね肉のスライスを特製だれに
漬込み、味付け済なので解凍後炒め
るだけでおかずが1品できます。

鶏肉（国内産）  
6本150g 400円(税込432円)

FCL

ニッコー（神奈川県･大和市）

281 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

200g 414円(税込447円)
FCHJKL

秋川牧園（山口県･山口市）

282 チキンカツ
(和風醤油)

若鶏むね肉に下味をつけ、にんにく･
生姜･醤油が香る和風のチキンカツ。
フライパンでカラッと焼き上げて。

鶏肉（国内産）  

フライパンで簡単!

130g(5個) 398円(税込430円)
FG90日 HIKL

マストミ（徳島県･徳島市）

283 ソースじゅわっと
ひとくちまぐろカツ

光食品のウスターソースを使用しフルーティーに仕上
げたソースに揚げたての鮪カツをくぐらせ、たっぷり
と浸み込ませました。ソースかつ丼、またお弁当に。

ビンチョウマグロ（太平洋）  

ソースたっぷりで味濃いめ、
ご飯と相性バツグン!

340g 455円(税込491円)
FCHJKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

284 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）  

湯煎かレンジで

2枚130g 330円(税込356円)FG30日 JL

すけとうだら（北海道）  

魚肉練物を揚げた、徳島のローカルフード

四宮蒲鉾店（徳島県･徳島市）

285 阿波のフィッシュカツ

106g 261円(税込282円)F
鶏肉（山口県、他）  

お酒のおつまみにおすすめ

秋川牧園（山口県･山口市）

286 鶏肝のコンフィ
ごま油で肝の臭みが抑えられトロッ
としたレバーと柔らかいハツの食感が
楽しめます。湯煎かレンジで温めて。

18g×25 568円(税込613円)
FDHKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

287 ヨコハマの餃子
国産小麦粉の皮を使い、国産大豆使
用の醤油、減農薬野菜、指定の豚肉を
具に使用した無添加の餃子。焼いて。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0
45g×5個 332円(税込359円)通常税込

370円FCKL

キャベツ･豚肉･玉葱（国内産）  

ジューシーで食べ応えの
ある大きさと美味しさ

日岡商事（兵庫県･加古川市）

288 ジャンボ餃子
国内産小麦粉の皮で具をたっぷりと包み、コクとボリュー
ム感をだしました。焼いても揚げても。

18g×20 543円(税込586円)
FKL

大進食品（神奈川県･横浜市）

289 マム 女性のための餃子
(国産きくらげ入)

国産乾燥きくらげを使用し、にんにく
等を不使用でくせのない食べやすい
餃子になっています。焼いて。

キャベツ･小麦･豚肉･きくらげ（国内産）  ［放］不検出 ＜3.4 ＜3.4

さっぱりしたクセのない
美味しさ♪

12個180g 403円(税込435円)
FBG120日 KL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

290 飛鳥の
黒豚シューマイ

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

豚肉（国内産）  
12個180g 418円(税込451円)

FCG120日 OJL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

291 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）  

ふっくら柔らかくて、やさしい
味わいです

14本420g 410円(税込443円)
FBJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

292 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）  
15個250g 495円(税込535円)

FCG120日 OJKL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

294 飛鳥の黒豚水餃子

豚肉（国内産）  
130g 370円(税込400円)通常税込

410円

FCG90日 OHJKL

マストミ（徳島県･徳島市）

295 天然えびのチリソース

えび（インドネシア、ミャンマー）  

チリソースのもとのチューニャン、
ベースとなる鶏ガラ等自社で

一から手作り

お
う
ち
で

�

本
格
中
華
♪

ポ
ン
酢
や

　
　
キ
ム
チ
タ
レ
で

夏には、　　　 美味しい水餃子！つるんと

15個入

15個250g 457円(税込494円)通常税込
534円

豚肉にえび･帆立･干
し貝柱を具にたっ
ぷり加え国産小 麦
粉にほうれん草パ
ウダーを混ぜた皮
で包みました。

小麦（国内産）、えび（ベトナム） 

一つひとつ丁寧に手作りで
作っています

FG120日 OHJKL

飛鳥食品（東京都･江戸川区）

293 飛鳥の海鮮水餃子

15個入
14本入

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。

モチモチで美味しいと好評です!

「徳島出身なので
フィッシュカツは
嬉しいです。コロ
ナで帰れてないの
で届くのが楽しみ
です。」「カレー風
味で美味しいで
す。」

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

徳島近海の小魚
をたっぷり使っ
た練り物を揚げ
て上品なカレー
味に仕上げまし
た。冷蔵解凍後
トースターで。

2枚

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。レンジ加熱
または自然解凍で。

お弁当に
おかずに

おにぎらずに

切れ目を入れて 具とご飯をのせて たたみます

1 2 3

ひとくち
とんかつ

ハンバーグも

8個入

6個入

3個入 2食入

出来
上がり!

冷凍食品
◦ 化学調味料は不使用です。
◦ 原材料の素性がわかる、

何より「家庭での手作り」
に近いものが基本です。

内麦焼そばを使って231シーズン初

内麦焼そばに、この中華丼の
具を絡めて炒めるだけで、
シーフード感もちゃんと楽し
める塩焼きそばに仕上がり、
親子で大絶賛です。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

長年なす嫌いだった子供が、
ニッコーさんの麻婆茄子丼と
出会って、まさかのなす好き
少年になりました。今では麻
婆茄子を心から愛し、麻婆茄
子全力少年です (笑 )。

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

茄子がとろ旨! 焼きそばの麺に 

かけて

塩味
2食入2食入

岩手県沖で、3月から4
月に収穫しためかぶを
ボイルし、使い易く小
分けしました。解凍し
てそのまま使えます。

めかぶ丼に

5個入

トースターで表面がカリッと
する位に焼くと美味

生姜が効いた甘辛い味が
食欲をそそります

6本入

25個入
20個入

12個入
12個入

5個入

厳 選 素 材を使い、手
間と時間をかけてこ
だわりの味を追求し
た本格派。湯煎して。
解凍後炒めても。
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2食556g 350円(税込378円)
FBOJKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

296 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496g 468円(税込505円)通常税込

538円

FCOHJMKL

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

297 えび天そば
国産小麦粉と北米産そば粉の蕎麦にえび天や葱の具材
を盛付けました。鍋かレンジで。加工澱粉：具の約0.2%

えび（インドネシア、ベトナム他）  

煮干し･鯖･鰹のだしがきいたつゆ付

280g(2種×4個) 420円(税込454円)通常税込
464円

FCHJKL

ポーラスター（石川県･白山市）

298 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）  

110g×2 454円(税込490円)通常税込
532円

FJKL

マルマス（北海道･森町）

302 北海道産豚肉の
ごましゃぶ風紙包み

豚肉･野菜（北海道）  
160g(2枚入) 522円(税込564円)

FOL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

299 桜えびかきあげ
駿河湾産桜えび、国産の野菜(玉ね
ぎ、人参、小松菜)と国産小麦を使用
し、non-GMO菜種油で揚げました。

野菜（国内産）  

駿河湾産桜えび入りで
ボリュームたっぷりです

200g×3玉 412円(税込445円)
FBG180日 L

日岡商事（兵庫県･加古川市）

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

小麦粉（国内産）  

原材料は国産小麦粉と
食塩のみ

5個575g 880円(税込950円)通常税込
970円FCJKL

米･豚肉（国内産）  

ランチ、おやつにどうぞ

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

301 ライスバーガー 
ねぎ塩豚焼肉

250g 685円(税込740円)通常税込
756円FHJKL

鶏肉（徳島県）  

大進食品（神奈川県･横浜市）

303 阿波鶏と野菜のつくね 
お惣菜プレート

徳島県産の鶏肉のつくね、卵の含め煮、切昆布の煮物、な
ると金時のすだち煮を詰めました。レンジで温めて。

276g(12個入り) 474円(税込512円)
FJKL

日岡商事（兵庫県･加古川市）

304 プチ焼きおにぎり 
しょう油味

醤油味であっさりとした味付の小さ
く丸い焼きおにぎり。形が崩れにくい
のでお茶漬けにも。レンジで温めて。

  ［放］不検出 ＜4.1 ＜4.5

たこ焼きと同じサイズ

110g×2 694円(税込750円)通常税込
774円

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

　
　
　
サ
ワ
ー
に

FB
ブルーベリー（長野県）  

たっぷり使える
2パック

小林さん（長野県･高山村）

305 冷凍ブルーベリー 
2パック

5切 335円(税込362円)
FCHKL

ニッコー（神奈川県･大和市）

306 豆乳カステラ
新鮮な卵と国産小麦、国産大豆の豆
乳を使用して焼き上げました。しっと
りとした食感をお楽しみください。

大豆（国内産）  

12個216g 488円(税込527円)通常税込
538円FJKL

上新粉（国内産）  

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

307 芽吹き屋 ごまとろり

4本180g 400円(税込432円)
FCJ

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

308 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）  
1㎏ 340円(税込367円)

さとうきび（鹿児島県）  

通常の砂糖と同じように
お使い下さい　

アルファフードスタッフ（愛知県･名古屋市）

508 粗精糖
(自然派style)

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

OK
前日
！

500g 390円(税込421円)通常税込
432円

てんさい（北海道）  

粉
末
タ
イ
プ

で
す

ムソー（大阪府･大阪市）

309 てんさい含蜜糖･
粉末

まろやかな風味があり、すっきりとし
た甘みです。粉末タイプなので溶け
やすく、お菓子作りに。

500g 250円(税込270円)
海水（長崎県）  

海はいのち（長崎県･南島原市）

513 にっぽんの海塩
長崎県崎戸島周辺の海水を使用した
塩です。フレーク状の結晶で、素材に
すぐなじみます。

OK
前日
！

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。

360㎖ 240円(税込259円)通常税込
270円

J

私市醸造（千葉県･鎌ケ谷市）

602 すし酢
(昆布だし入り)

  

ちらし寿司に♪

OK
前日
！

360㎖ 470円(税込508円)
JKL

森文醸造（愛媛県･内子町）

310 三杯酢

米（国内産）  

米酢と天然醸造醤油
に、天然だしをたっぷ
り使 用。原材料には
ちみつを含みます。

1ℓ 350円(税込378円)KL

大豆（アメリカ、ブラジル）  

時間をかけて作ら
れた旨み成分が、
煮物にコクと風 味
を添えます。

入正醤油（千葉県･東庄町）

523 入正特醸醤油

OK
前日
！

600㎖ 540円(税込583円)KL

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 、食 塩 の み
50%カット。

笛木醤油（埼玉県･川島町）

527 金笛減塩醤油

OK
前日
！

1kg 600円(税込648円)
ECG120日 JK

やまこみそ（茨城県･守谷市）

313 やまこ味噌
(粒･甘口)

国産大豆と茨城県産コシヒカリの麹
で作りました。塩分9%です。原材
料：米、大豆、塩

米（国産）、丸大豆（国産）  ［放］不検出 ＜3.2 ＜3.5
1.8ℓ 730円(税込803円)J

米（国内産）  

日本生活協同組合連合会

314 CO虹の宴 料理酒
1.8ℓ

お 料理 の隠し味として欠 かせませ
ん。

700㎖ 1025円(税込1128円)J

もち米（佐賀県）  

「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。

角谷文治郎商店（愛知県･碧南市）

505 三州三河みりん

OK
前日
！

200㎖ 495円(税込535円)通常税込
551円

JKL

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

315 梅ドレぽん酢

梅（奈良県）  

焼き魚や冷ややっこにも!

500g 530円(税込572円)通常税込
594円

EG180日 K

田中屋（愛媛県･松山市）

311 麦こうじ味噌、
田中屋

大豆1に対して大麦麹を4の割合で仕込んだ贅
沢な味噌です。やわらかな甘味と風味が特徴。
塩分8.5%。あわせ味噌でもおいしいです。

大麦（愛媛県）  
60g 420円(税込454円)G180日 

いわし（長崎県、熊本県）  

水谷商店（静岡県･静岡市）

312 いわしさんの
削りぶし

海の恵みの元、いわしを手間隙かけ
て削り節にしました。そのままお召し
上がりください。

600g 560円(税込605円)
なたね（オーストラリア）  

オーストラリア産
な た ね 使 用 。圧
搾 一 番しぼりの
み使用。コシが強
く、繰り返し使え
ます。

米澤製油（埼玉県･熊谷市）

316 圧搾一番しぼり
なたねサラダ油(丸缶)

340g 630円(税込680円)
胡麻（ナイジェリア、他）  

バ
タ
ー
の
代
わ
り
と

し
て
お
菓
子
作
り
に
も九鬼産業（三重県･四日市市）

317 九鬼
太白純正胡麻油

厳選した胡麻を炒らずに低温圧搾し
ました。胡麻本来の旨味が活き、無
色無臭で普段使いできる油です。

400g 520円(税込562円)
オリーブ（スペイン）  

くせがなくマイルドな
風味のオリーブオイル
です。パスタ料理や煮
込み料理、揚げ物など
幅広く使えます。

日本生活協同組合連合会

553 COオリーブオイル
400g

OK
前日
！

195㎖ 300円(税込324円)KL

玉ねぎ（国内産）  

遺
伝
子
組
換
え
原
料
を

使
用
し
な
い
で

作
り
ま
し
た

日本生活協同組合連合会

318 CO野菜たっぷり
和風ドレ(瓶)195㎖

生玉葱の風味と生醤油のコク。生に
拘ったおいしいドレッシング。醸造酢
の一部にりんご酢使用。

原材料：豚肉、キャベツ、じゃ
がいも、かぼちゃ、とうもろこ
し、ブロッコリー、調味みそタ
レ(小麦･大豆を含む)、ねりご
ま、すりごま、砂糖/増粘剤(加
工デンプン全体の約0.1%)2食入

内麦焼そばを使って

北海道産豚肉と野菜にごまだ
れをかけ、旨味と食感が楽し
める紙包み。袋のままレンジ
で温めてください。

先週 新登場の北の包み焼に続き

( 鮭の塩こしょう味 )

北海道産の豚と野菜の
旨味と食感が楽しめる
紙包み

美味しさをギュッ !

胡麻だれたっぷり

胡麻味噌だれの味がしっ
かり効いているので、野
菜もたれに絡めてお召し
上がりください。加熱後、
袋の開いた部分は熱いの
でご注意ください。

紙包みをレンジで
あたため、皿にそ
のまま盛るだけ

16ページは

冷菓特集!

15ページに
海の精

ハーブソルト
ペッパーソルト

ネージュの
  キャンデー

久保田のアイス

お届けは
7月4回に
なります

詰め替え用
 あります

食品調味料
◦ 常総生協がおすすめする調

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

◦ 昔ながらの長期熟成させた
発酵調味料を基本に扱い
ます。

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

OK
前日
！

芽吹き屋冷凍和菓子の先駆者

岩手阿部製粉

12個入

4本入

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。

◆材料
麦こうじみそ ���� 80g
すりごま（p12にあります）
�����������10g
お水 ������ 200cc
野菜（きゅうり、青じそ、みょうが等）
���������� 100g

「冷や汁」
簡単にできる、おいし～い滋養食です

混ぜるだけ!

※削り節や魚
の干物を加え
ると、旨 味 が
アップ!

上にご飯やお豆腐に
かけたり、そうめん
のつけ汁にも♪

夏の
定番

2食入 2食入

2枚入

温めてすぐ食
べられる。昼
食足りない時
などに我が家
では喜ばれる。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

醤油をつけ焼いたライスプ
レートに特製甘辛塩たれで仕
上げた葱と国産豚肉の焼肉
をサンド。加工澱粉：0.2%

12個入

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。農薬無散布。

塩分9%
酒類 酒類 青梅の果汁に、国産丸大豆

醤油と純米酢を合わせた
さわやかなぽん酢。昆布と
鰹のだしが効いています。
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P11の冷や汁で♪

水ようかん
パパっとできる! 手作りおやつ

簡単

◆作り方
❶　 鍋に水と粉末寒天、砂糖を入れてかき混ぜ、

2分くらい沸騰させる。
❷　 ボウルでさらしあんと①の寒天液を混ぜ合わ

せ、なめらかになったら型に流して冷蔵庫で
固めれば出来上がり。

◆材料
さらしあん � 90g
砂糖 �� 250g
水���� 800㎖
粉末寒天 ��4g

水ようかんの
作り方はこちらの
Q Rコードから

水ようかんの
作り方はこちらの
Q Rコードから

CO-OP MAIL JOSO【2021年7月3回】

土
用
の
丑
の
日 5g 490円(税込529円)通常税込

540円

山椒（和歌山県）  

うなぎの蒲焼に!

向井珍味堂（大阪府･大阪市）

319 山椒
和歌山県の大粒のぶどう山椒を使用
しています。爽やかなかんきつ系の香
りとピリリとした刺激が特徴です。

500g 620円(税込670円)通常税込
697円

CG90日 J

庄内協同ファーム（山形県･鶴岡市）

320 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

あんころ餅に♪

260g 285円(税込308円)
  

川光商事（東京都･中央区）

321 ねりあん
北海道産あずき使用、甘さひかえめ
のこしあん。

120g 460円(税込497円)通常税込
508円

G180日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

322 梅干し(しそ漬)
品種は白加賀、林州、南高の3種混
合。しそ漬のため赤めの色。サイズは
Mから2L混。

梅（奈良県、和歌山県、三重県）  

丑の日に「う」の
つく食べ物で!

80g 435円(税込470円)通常税込
486円C

しょうが（国内産）  

豆腐、そうめん、焼き茄子、しょうが焼きなどに!

みそ半（長崎県･南島原市）

323 国産きざみしょうが

81g(3g×27) 600円(税込648円)
白ごま（グァテマラ、ニカラグア、モザンビークなど）  

使い切りの小袋タイプです

山田製油（京都府･京都市）

324 石臼挽きすりごま
小袋(白)

職人が丁寧に炒り上げた胡麻を石臼
でゆっくり挽くことで、甘味と香りを
引き出したすりごまです。

300g 370円(税込400円)
G180日 HJ

創健社（神奈川県･横浜市）

532 有精卵マヨネーズ

なたね（オーストラリア）  

豊かな環境の平飼い鶏の卵を
つかっています
国産の有精卵と圧搾一番しぼ
りべに花油、菜種油、醸造酢、
ビート糖、塩、香辛料使用。

OK
前日
！

360㎖ 350円(税込378円)JKL

  

国 産有 機 野 菜、
果 実 を 使 用 。香
辛料は胡椒、ナツ
メグ、クローブ、
ローレル、桂皮等
を使用。

ヒカリ食品（徳島県･上板町）

540 お好みソース

OK
前日
！

215g 370円(税込400円)KL

  

ねりごまの香りと程よ
い酸味が食欲をそそり
ま す。冷 し 中 華 、冷
しゃぶ、春雨サラダな
どにも。

ポールスタア（東京都･東村山市）

325 桃花林 
棒棒鶏ソース

80g×2 210円(税込227円)通常税込
238円

G180日 JKL

ポールスタア（東京都･東村山市）

326 おばあちゃんのなすの
ごまびたしのたれ

焼いた茄子にかけるだけで簡単に作
れます。ごまとほのかな酸味が食欲
をそそります。

  
50g 320円(税込346円)G180日 

かつお（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜4.1

伊豆海産（静岡県･西伊豆町）

564 花かつお
かつお節をうすく削り、おいしさと風
味をそのままパックしました。おひた
し、冷奴に。

OK
前日
！

40g 415円(税込448円)
昆布（北海道）  

リアス（千葉県･船橋市）

327 羅臼切り出し昆布
濃厚でコクのあるだしが特長の徳用昆布。肉
しゃぶ、鍋物、めんつゆ、煮物、みそ汁など幅広
いだしとりに。茶色がかった葉の色が特徴です。

50g 520円(税込562円)
しいたけ（宮崎県、他）  

リアス（千葉県･船橋市）

570 欠け葉干し椎茸
(小さめタイプ)

原木栽培の干ししいたけ。選別した際
に出る欠け葉の部分ですが、味は形
の整ったものと変わりありません。

OK
前日
！

14g 270円(税込292円)
わかめ（岩手県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

コタニ（岩手県･大船渡市）

586 三陸岩手の
カットわかめ

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。

OK
前日
！

板のり7枚
(8切56枚) 500円(税込540円)

CO

リアス（千葉県･船橋市）

328 広島県産 
熟成味付け海苔

乾海苔（広島県）  

化学調味料不使用

板のり7枚 490円(税込529円)通常税込
540円

C

リアス（千葉県･船橋市）

329 熟成焼き海苔
全形7枚

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

乾海苔（広島県）  
25g 250円(税込270円)

白ごま（国産）  

化学調味料無添加

九鬼産業（三重県･四日市市）

330 九鬼国産混ぜ込み
ふりかけ 梅しそ

国産素材で作った、混ぜ込みタイプ
のふりかけです。白ごま、赤しそ、梅
肉、昆布、わかめが入っています。

200g×3 340円(税込367円)
CJ

日本生活協同組合連合会

331 COおいしいご飯
3個パック

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×3 340円(税込367円)

CG180日 J

日本生活協同組合連合会

332 CO おいしい赤飯 
160g×3個パック

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）  
80g 320円(税込346円)

CG90日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

333 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）  

200g 265円(税込286円)
G180日 L

小麦（岩手県）  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

626 国産パン粉
岩手県産小麦粉使用。酸化防止剤、
ショートニング不使用。

OK
前日
！

400g 210円(税込227円)
じゃがいも（北海道）  

川光商事（東京都･中央区）

622 片栗粉
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。

OK
前日
！

400g 350円(税込378円)L

小麦（岐阜県）  

お子さんに安心な素材です!

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)

岐阜県産の小麦の粉に、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。

OK
前日
！

20g 260円(税込281円)
シナモン（スリランカ）  

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

334 有機シナモン
パウダー

有機栽培シナモン100%。お菓子や
コーヒー、マリネや肉料理の香り付け
に。シナモントーストにもどうぞ。

250g(5束) 290円(税込313円)L

小麦（国内産）  

みそ半（長崎県･南島原市）

335 島原手延べそうめん

1kg
(50g×20束) 1000円(税込1080円)通常税込

1145円

L

みそ半（長崎県･南島原市）

336 島原手延べそうめん
寒の時季に作られ、梅雨を越すこと
で旨味が増し、つるりとしたのど越し
とシコシコした食感を楽しめます。

小麦（国内産）  

150g 280円(税込302円)通常税込
313円

小豆（北海道）  

ね
り
あ
ん
、
み
ず
よ
う
か
ん
、

お
し
る
こ
な
ど
に

川光物産（東京都･中央区）

337 さらしあん
小豆の風味が活きた、さらしあんで
す。

190g 155円(税込167円)

日本生活協同組合連合会

669 COゆであずき
(北海道)190g

北海道小豆100%使用。糖度を38～
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。

小豆（北海道）  

OK
前日
！

99g×5 700円(税込756円)通常税込
783円

G180日 KL

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

639 さくらいのラーメン 
しお 5パック

麺は国内産の小麦粉を使用、かんす
いは不使用です。天日塩のまろやか
な味にチキンエキスを加えました。

小麦粉（国内産）  

OK
前日
！

100g×5 700円(税込756円)通常税込
783円

G180日 KL

小麦粉（国内産）  

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

641 さくらいのラーメン
ごま 5パック

麺は国内産の小麦粉を使用、無かんすい。あっさりとした
醤油ベースにごまの風味がぴったりのスープです。

OK
前日
！

20g
(2g×10袋) 320円(税込346円)通常税込

356円

海藻（地中海、他）  

使
い
や
す
い

小
分
け
タ
イ
プ
で
す伊那食品（長野県･松川町）

338 お湯で溶ける
粉末寒天

食物繊維が豊富な海藻を粉末状にし
ました。ところ天、牛乳かんなどが簡
単に作れます。

食品の中でも食物繊維
を多く含む寒天。食物
繊維の働きによって腸
にたまった老廃物を体
外に出します。

2本 240円(税込259円)通常税込
270円

天草（日本、モロッコ、他）  

川光商事（東京都･中央区）

651 棒寒天 OK
前日
！

100g×2 360円(税込388円)通常税込
416円

KL

信田缶詰（千葉県･銚子市）

674 国産いわししょうゆ味
まいわしを天然醸造醤油ときび糖で薄味に仕上げまし
た。1缶3尾前後。

いわし（国内産）  

天然醸造醤油「澪つくし」使用

OK
前日
！

100g
×2 360円(税込388円)通常税込

416円

信田缶詰（千葉県･銚子市）

673 国産いわし油漬け
真いわしを、紅花油と塩で油漬けに
し、唐辛子でアクセントをつけまし
た。

いわし（国内産）  

料理の素材にしても

OK
前日
！

厳
し
い
暑
さ
を

 

乗
り
切
る
た
め
に

  

う
な
ぎ
や
お
餅
、
梅
干
し
を
！

ミャンマー産
ヒマワリはちみつ

今週のおすすめ

そうめんの薬味として！

国産の色鮮やかな「黄金しょ
うが」を使いやすいようにきざ
みました。 350g 1kg

シーズン初

2 ～ 3
人前

×2 袋

九州産小麦粉を100%使
用。島原伝統の手延べ技
法で丁寧に仕上げ、炭蔵の
熟成庫でねかせました。

日本初のRSPO認証ラーメン 

5パック

5パック

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。無酸処理。

希少な国産の
山椒です

藤井養蜂場は現地の養
蜂家と交流を続け、はち
みつの売り上げの1.5％
を支援しています。

原材料：しょうが（国産）、食塩、
澱粉、醸造酢／酒精、ｐｈ調整剤（ク
エン酸）、酸化防止剤（ビタミンC）

1kg 1450円(税込1566円)通常税込
1620円

ミャンマーのひまわり畑のは
ちみつ。くせの少ないさわや
かな風味のはちみつです。

530円(税込572円)通常税込
594円350g412 350g

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）
ミャンマー産
ひまわりはちみつ

はちみつ（ミャンマー） 

413 1kg
C

はちみつは体に負担をかけること
なく、素早くエネルギー源として働
きます。体が弱ったり疲れが溜まっ
ているときなどに、急速に効果的な疲労回復
が期待できます。ミャンマー産はちみつは、
2019年の国際養蜂協会連合

（APIMONDIA）のコンテス
トでゴールドメダルを獲得し
ました。

夏の疲労回復に！
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165g 220円(税込238円)
CG150日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

339 ミレービスケット
原材料：小麦粉、植物油脂(米油、パーム油)、
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)

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.8 ＜4.0
100g 175円(税込189円)

CG180日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

340 ミレービスケット
(ノンフライ)

原材料：小麦粉(国内産)、三温糖、
ショートニング(パーム)、ぶどう糖、食
塩、膨張剤(重曹･重炭酸アンモニウム)

小麦粉（国内産）  

ノンフライのビスケットです

100g 185円(税込200円)
CG180日 JKL

サンコー（愛知県･豊橋市）

341 全粒粉クラッカー
原材料：小麦粉、植物性油脂(パーム油)、ショー
トニング(パーム油)、小麦全粒粉、食塩、小麦胚
芽、麦芽エキス、甜菜糖、イースト、膨張剤(重曹)

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜3.2
130g 165円(税込178円)通常税込

189円

G120日 

甘夏（愛媛県）  

80g 189円(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

OK
前日
！

115g 230円(税込248円)IJL

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.2

サンコー（愛知県･豊橋市）

685 ひじきスティック
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
！

9個 465円(税込502円)
CG100日 IJKL

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

342 カマンベール
チーズおかき

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

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）

343 スパイシーカレー
原材料：もち米、植物油、カレー粉、
ブラックペッパー、塩

もち米（国内産）  
130g 165円(税込178円)通常税込

189円

G120日 

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

348 トコゼリー ぶどう
国産の天草、ぶどうと数種類の果物
の果肉を使用しており、1種類の果物
では出せない味わいがあります。

天草（国内産）  

30個 173円(税込187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

OK
前日
！

125g 190円(税込205円)
CG90日 IJL

サンコー（愛知県･豊橋市）

344 牛乳かりんとう
原材料：国産小麦粉、牛乳、三温糖、
米油、加糖練乳、水飴、イースト、塩

小麦（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.5
150g 530円(税込572円)J

雑穀（国内産）  

牛乳や豆乳、ヨーグルトと
一緒に

旭食品（山梨県･富士川町）

345 十穀シリアル
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

75g 298円(税込322円)
CG60日 K

大豆（山形県）  

しらたかノラの会（山形県･白鷹町）

346 3色煎り豆
原材料：大豆、青大豆(秘伝)、黒大豆

100g 265円(税込286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）  

OK
前日
！

100g 265円(税込286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）  

OK
前日
！

30g 245円(税込265円)
CG100日 J

精華堂霰総本舗（東京都･江東区）

352 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（国内産）  
110g 290円(税込313円)

G90日 JL

サンコー（愛知県･豊橋市）

353 ふところ餅

米（国内産）  

プレーン味、紫芋味、抹茶味
珈琲味の4種類

90㎖×5 270円(税込292円)
G180日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

354 みかんのドリンク
原材料：甜菜糖、みかん濃縮果汁、酸
味料(クエン酸)

みかん（国内産）  
90㎖×5 270円(税込292円)

G180日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

355 りんごのドリンク
原材料：りんご濃縮果汁、甜菜糖、酸
味料(クエン酸)

りんご（国内産）  

480g
(16g×30個) 458円(税込495円)

BG150日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

356 元気 わくわく
ミックスゼリー

りんご･いちご･みかんの果汁をそれ
ぞ れ 入れ たミニカップタイプの ゼ
リーです。

りんご･みかん･いちご（国内産）  
16g×12 250円(税込270円)

G150日 

サンコー（愛知県･豊橋市）

357 小粒水ようかん
原材料：三温糖、生餡、水飴、蜂蜜、
寒天、塩

  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.7
85g 100円(税込108円)IL

小麦粉（国内産）  

日本生活協同組合連合会

358 CO国産小麦の
海藻バー 85g

3種類の海の素材(昆布、ひじき、わ
かめ)をさっくり軽い食感の生地に練
り込んだスティックビスケットです。

2本×6袋 297円(税込321円)
IL

日本生活協同組合連合会

359 CO風味豊かな
発酵バターのSB12本

発 酵 バ ター 21% 、北 海 道 バ ター
10%を使用し、風味豊かに焼き上げ
たショートブレッドです。

小麦粉（日本、アメリカ）  

140g
(個包装込み) 280円(税込302円)

EG180日 I

サンコー（愛知県･豊橋市）

360 珈琲キャラメル
ミルク風味のキャラメル生地に、香
り高い有機珈琲を加え、甘さ控えめ
に仕上げました。

コーヒー（コロンビア）  
75g 305円(税込329円)EC

創健社（神奈川県･横浜市）

361 梅エキス
キャンディー

原材料：砂 糖、水 飴、梅エキス、黒
糖、菜種油

梅（国内産）  

菓 子
◦ 化学調味料は全て不使用。

シンプルな内容のものを中
心に扱います。

※ お子さんが食べる機会が多い為、原
材料を表記しています。

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

OK
前日
！

130g 165円(税込178円)通常税込
189円

G120日 

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

350 トコゼリー みかん
国産の天草、みかんと数種類の果物
の果肉を使用しており、1種類の果物
では出せない味わいがあります。

天草（国内産）
130g 165円(税込178円)通常税込

189円

G120日 

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

351 トコゼリー パイン
国産の天草、パインと数種類の果物
の果肉を使用しており、1種類の果物
では出せない味わいがあります。

天草（国内産） 

130g 165円(税込178円)通常税込
189円

G120日 

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

349 トコゼリー ピーチ
国産の天草、ピーチと数種類の果物
の果肉を使用しており、1種類の果物
では出せない味わいがあります。

天草（国内産） 

「トコゼリー」
ひんやり美味しい! 夏の甘味

　　　　　トコゼリー登場!!

マルヤス食品（愛媛県・愛南町）

347 トコゼリー 甘夏
国産の天草、甘夏と数種類の果物の
果肉を使用しており、1種類の果物で
は出せない味わいがあります。

新商品！

原材料
甘夏：ビート糖(国内製造)、あまなつ、
みかん、パイナップル、もも、りんご果
汁、天草、寒天、こんにゃく粉、酸味
料、酸化防止剤(ビタミンC)
ぶどう：ビート糖(国内製造)、ぶどう、
みかん、パイナップル、もも、りんご果
汁、天草、寒天、こんにゃく粉、酸味
料、酸化防止剤(ビタミンC)

果汁成分が、浮遊したり沈殿していることがあります　

もっちもちで柔らか
い、米粉と砂糖を湯
で練った一口サイズ
の 食 べ や す い 和 菓
子。温めても、そのま
までも。

 個 装

 個 装

3袋

100㎖ 1800円(税込1980円)
G90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

365 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

100㎖ 1800円(税込1980円)
G90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

364 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

100㎖ 1800円(税込1980円)
G90日 

べにばな野草園（山形県･酒田市）

363 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

「べにばな野草園」の
化粧水
お届けは

全て7月4回に
なります

自然の恵みが
ギュッと詰まった

※野草イメージ

日用雑貨

◦ 合成界面活性剤を含むもの
は扱いません。

◦ 生分解性が良く、人体にも優
しいせっけんをおすすめします。

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

OK
前日
！

家庭から化学物質を
排除しましょう!

120g 390円(税込429円)
  

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

842 パックス 
ソルティーはみがき

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

歯ぐき
ケア

タイプ

OK
前日
！

130m
×6ロール 480円(税込528円)

  

丸富製紙（静岡県･富士市）

890 ペンギン芯なし
(トイレットペーパー )

　芯の小さいタイプ
牛乳パック30%を
含む再生 紙100%
のト イ レ ット ペ ー
パー。無 漂白、セミ
ソ フ ト タ イ プ 。
130m巻シングル。

OK
前日
！

100g 1000円(税込1100円)
ヘナ（インド）  

ナイアード（東京都･福生市）

879 ヘナ 100% OK
前日
！

毛染め剤も身体に優しいものを
選びましょう

200w×5箱 405円(税込446円)
  

マスコー製紙（静岡県･富士宮市）

896 ピュア
ティッシュペーパー

回 収した 牛 乳 パック5 5 % と古 紙
45%。蛍光染料を使わない2枚重
ね。ソフトな肌ざわりです。

OK
前日
！

300g×3袋 750円(税込825円)

太陽油脂（神奈川県･横浜市）

802 パックス 洗濯槽&
排水パイプクリーナー

酸素系漂白剤･重曹･石けんの3つの
作用で、洗いにくい部分の汚れを落と
します。ドラム式は使えません。

  

OK
前日
！

3kg 980円(税込1078円)

ボーソー油脂（東京都･中央区）

362 洗濯用
米ぬか粉せっけん

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

  

※
ス
プ
ー
ン
は

入
っ
て
い
ま
せ
ん

パラフェニレンジ
アミンに注意

黒色系に染めるこの物質は、
強いアレルギー反応を起こす
ことで知られています。毛染
め剤は皮膚バリアが一番薄い
頭皮から経皮吸収されますの
で注意が必要です。

ラジャスタン州の
ヘナ100%･無添
加。水またはお湯
でといて髪に塗る
と、白髪がオレン
ジ系の赤色に。

2本
   ×6袋

全品
特価
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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）

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

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9
3個 300円(税込324円)

G届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

374 ドッグパン
原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨城県）、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.5 ＜3.9
10個 580円(税込626円)BG45日 HIJKL

小麦（国内産） ［放］不検出 ＜4.3 ＜4.2

パネックス（長野県･伊那市）

375 内麦クロワッサン 10個

150g 400円(税込432円)通常税込
443円

G30日 

大紀コープファーム（奈良県･五條市）

380 ゆずマーマレード
大紀コープファームのゆずを使って
ビートグラニュー糖のみで炊き上げ
ました。

ゆず（奈良県、和歌山県）  

200g 320円(税込346円)ECIK

丸和油脂（東京都･品川区）

381 デキシーチョコレートクリーム

  
130g 500円(税込540円)

カシス（ニュージーランド）  

パンに塗ってお召し上がり
ください

創健社（神奈川県･横浜市）

382 醗酵カシスの魅力
ニュージーランド産カシスに、甘味料
としてハチミツとオリゴ糖を使い、美
味しく仕上げました。

6g×4 480円(税込518円)通常税込
530円CIKL

  

創健社（神奈川県･横浜市）

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

100g 1000円(税込1080円)
G180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

720 煎茶

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.9

OK
前日
！

100g 1670円(税込1804円)
G180日 

かわばた園（静岡県･静岡市）

719 上煎茶 
若い葉を茶刈り機で収穫したお茶で
す。渋みの少ない香りある若芽のお茶
をお楽しみください。農薬無散布。

茶葉（静岡県）  ［放］不検出 ＜0.5 ＜0.5

OK
前日
！

10g×5×8 305円(税込329円)
大麦（国内産）  

常陸屋本舗（東京都･江東区）

727 六条麦茶
ティーパック

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

OK
前日
！

2g×50 320円(税込346円)
紅茶（スリランカ）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

733 セイロン紅茶
(ティーバッグ)

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

OK
前日
！

5g×30 340円(税込367円)
水仙（中国）  

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。

OK
前日
！

2g×20 490円(税込529円)通常税込
540円

紅茶（スリランカ）、香料（中国）  

ランカスター（千葉県･千葉市）

384 マンゴーティー
(ティーバッグ)

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

190g×5 780円(税込842円)
りんご（長野県）  

創健社（神奈川県･横浜市）

385 りんごしぼり缶 5缶
長野県産のりんごを原料に、搾りたて
の美味しさを生かした、濃縮還元をし
ていない天然果汁100%ジュース。

160g×5 765円(税込826円)C
うんしゅうみかん（和歌山県）  

ゴールドパック（長野県･松本市）

386 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。

190g×20 2200円(税込2376円)
C

ナガノトマト（長野県･松本市）

387 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）  

200㎖
×24 1200円(税込1296円)通常税込

1344円

  

日本生活協同組合連合会

754 CO ただの炭酸水 
200㎖

福岡県「甘木の水」を使用した炭酸
水。お好みにあわせてお飲みくださ
い。無糖、無香料。

OK
前日
！

パンと一緒に

パ ン
◦ 国産小麦 100%。
◦ イーストフード不使用。天然

酵母で発酵させます。

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜4.0 ＜4.7

G届いて1～2日 L

369 8枚

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

425円(税込459円)

C

370 ノースライス

415円(税込448円)

G届いて1～2日 L
Le･Lourdes（神奈川県･中井町）
パン･ド･ミ(食パン) 1斤

367 8枚

366 6枚

270円(税込292円)B

270円(税込292円)B

368 ノースライス 260円(税込281円)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

※通常より横長のパンのため、厚
切りが混じることがあります

原材料：小麦粉（北海道、
神奈川県、茨城県）、自家
製天然酵母、レーズン（レー
ズン食パンのみ）、塩 

小麦（北海道、神奈川県、茨城県） ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.8

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

(レ･ルルド)

自家製酵母パン

1斤 300円(税込324円)
G届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

371 パン･ド･ミ(全粒粉食パン)
ノースライス

原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨城県）、自家製天然酵母、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）
1斤 616円(税込665円)

BG届いて1～2日 L

Le･Lourdes（神奈川県･中井町）

372 フルーツナッツ食パン
(ノースライス)

原材料：小麦粉（北海道、神奈川県、
茨城県）、自家製天然酵母、レーズ
ン、アーモンド、胡桃、いちじく、塩

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）

プレスオールターナティブの
フルーツとナッツを使用

子供の大好物です。ロン
グライフパンの中で、こ
のクロワッサンが 1番美
味しいと言っています。
� ( ニックネーム：mame)

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの
内麦小麦を使用した、朝食やおや
つにぴったりのクロワッサン。

1個 194円(税込210円)
FBG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

379 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 167円(税込180円)

FBG30日 JL

いばらきベーグル（茨城県･常総市）

378 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個入 1個入

いばらきベーグル地元のお店

約40g×5 415円(税込448円)
FCG180日 L

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

376 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65g×6 605円(税込653円)

FBG180日 HIKL

ハッコー食品（千葉県･千葉市）

377 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）  

冷 凍 パ ン 凍ったまま電子レンジまたはトースターで OK!

飲 料
◦ 緑茶：無農薬です。
◦ ジュース類：果汁 100% の

ストレートジュースを中心に
扱います。

※ 未成年者の飲酒は法律で
禁止されています

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

OK
前日
！

カカオのおい
しさたっぷり
のチョコレー
ト味 。甘さ 控
えめ。

上煎茶収穫以降、刈り
取ったお茶です。多少
渋みは伴いますが、
すっきりとした味わい
が特徴です。普段用に
も。農薬無散布。

5缶

5缶 20缶

24缶

350㎖ 248円(税込273円)
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。

OK
前日
！

350㎖×6 1488円(税込1638円)

G150日 

720㎖

OK
前日
！

720㎖

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

769 井筒ワイン 白辛口

井筒ワイン（長野県･塩尻市）

768 井筒ワイン 赤甘口

OK
前日
！

720㎖ 1325円(税込1458円)
CJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

390 五人娘 純米酒

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜3.1 ＜3.4

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。

1800㎖ 2650円(税込2915円)
J

寺田本家（千葉県･神崎町）

391 五人娘 純米酒
1800㎖

米（茨城県）  ［放］不検出 ＜4.1 ＜3.9

お酒

お酒 お酒

388 6本組758 1本組

ヤッホー ･ブルーイング（長野県･佐久市）
よなよなエール

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

720㎖ 1400円(税込1540円)
ECJ

寺田本家（千葉県･神崎町）

389 発芽玄米酒「むすひ」

米（茨城県、千葉県）  ［放］不検出 ＜3.3 ＜4.0

芳 醇 で 飲 み 応
えがあります。
酒本来のコクと
味をお楽しみ下
さい。

信州･桔梗ヶ原で農薬
をほとんど使用せずに
栽培されたコンコード
種が原料です。甘口。

信州･桔梗ヶ原で栽培
されたナイアガラ種
のぶどうで作ったフ
ルーティーなワイン。

酸化防止剤無添加

お酒 お酒

ぶどう本来の
味が楽しめます

1250円(税込1375円) 1250円(税込1375円)
ぶどう（長野県）  ぶどう（長野県）  

10個入
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4個200g 394円(税込426円)通常税込
456円FJ

小豆（国内産）  

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

392 芽吹き屋 
土用餅(あんこ餅)

55g 320円(税込346円)通常税込
356円

海の精（東京都･大島町）

393 海の精 ハーブソルト
(詰め替え用)

「海の精やきしお」と有機ドライ
ハーブ(オレガノ、バジル、パセリ、タ
イム)を独自にブレンド。

これの詰め替えです

55g 320円(税込346円)通常税込
356円

海の精（東京都･大島町）

394 海の精 ペッパーソルト
(詰め替え用)

「海の精やきしお」と有機の黒と白
のコショウをブレンド。煎りたて挽
きたてをパックしました。

1缶 350㎖B

日本ビール（東京都･目黒区）

395 龍馬1865
 (ノンアルコールビール)

822円(税込888円)通常税込
1015円

200g 465円(税込502円)
CG180日 

岩泉産業開発（岩手県･岩泉町）

502061 アマランサス
(岩泉産)

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。

岩手県  ［放］不検出 ＜1.0 ＜1.0

お米 ◦ネオニコチノイド系農薬を使用しておりません。
◦土づくりを心掛けた生産者さんたちが作っています。   

注文書の6ケタ欄に記載をお願いします

JA常総ひかり・東町特栽米組合（茨城県・常総市）

 
　 5kg 2350円(税込2538円)白米 

　502001
AJ

水海道のめぐみちゃん
(コシヒカリ）

 
　 5kg 2250円(税込2430円)玄米 

　502002
 
　 2kg 945円(税込1021円)白米 

　502003

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）。

「アマランサス」
古来からのパワーフード!

の
岩泉

アマランサスは紀元
前6世紀頃、古代アス
テカなどで主食とし
て栽培されてきまし
た。栄養成分につい
ては他の雑穀類と比
べ、ビタミンKが多く
含まれています。ビタミンKは骨を強く
する働きがあるとされ、骨粗しょう症の
予防などに効果があるといわれていま
す。骨を強くするためには、カルシウム
やビタミンDだけでなく、ビタミンKも
必要な栄養素です。アマランサスに含ま
れる栄養素は他にも、カルシウム･リン･
マグネシウム･鉄分などがあります。

◦ビタミンK
◦カルシウム
◦鉄分

特に多い
    栄養成分

・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）。

2020年産お米放射能検査結果  （セシウム合計）検出限界0.2Bq/kg以下

産地 名称 品種 白米 玄米

茨城県
めぐみちゃん

コシヒカリ
最高値0.1Bq/kg 最高値0.2Bq/kg

やさとのお米 不検出 不検出

山形県 おきたま興農舎
ひとめぼれ

不検出 不検出
つや姫

宮城県 黒澤さんのお米 ひとめぼれ 不検出
不検出

検出限界0.1Bｑ/kg
（同位体研究所）

4代50年にわたって農薬や化学肥料を使用せず、自家堆肥
を使用。もみで貯蔵している米を、注文を受けてから「もみ
摺」「精米」をしてお届けします。

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

宮城・黒澤さんの
ひとめぼれ（今摺米）

AJ 無農薬

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

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

無農薬AJ

 
　 5kg 3500円(税込3780円)白米 

　502015
 
　 白米 2kg 1400円(税込1512円) 

　502016

 
　 5kg 3500円(税込3780円)7 分 

　502018
 
　 5kg 3500円(税込3780円)5 分 

　502019

 
　 5kg 3200円(税込3456円)玄米 

　502017

 
　 5 分 5kg 3500円(税込3780円) 

　502014
 
　 5kg 3500円(税込3780円)7 分 

　502013
 
　 5kg 3200円(税込3456円)玄米 

　502012
 
　 5kg 3500円(税込3780円)白米 

　502011
やさとのお米(コシヒカリ)

JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）

減農薬 ･ 減化学肥料栽培 ( ネオニコチノイド系農薬
不使用 ) のお米です。JA やさと稲作部会の精鋭
66名よりお届け。

AJ

 
　 2314円(税込2499円)白米 5kg 
　502031
 
　 2165円(税込2338円)玄米 5kg 
　502032

山形・おきたま興農舎

ひとめぼれは、初期除草剤1回のみ使用
(ネオニコチノイド系農薬不使用)。化学肥
料も使わず育てました。つや姫は、無農薬
･無化学肥料栽培です。

 　2kg 1630円(税込1760円)つや姫（白米）BJ 無農薬 
　502041
 　2kg1565円(税込1690円)つや姫（玄米）BJ 無農薬 
　502042
 　5kg2750円(税込2970円)ひとめぼれ（白米）BJ 
　502044
 　2kg 1250円(税込1350円)ひとめぼれ（胚芽精米）CJ 
　502045

400g 711円(税込768円)BM

桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）

502075 雑穀ブレンド

  

アマランサス･
そば･キビ･はと
むぎ･大 麦･キ
ン ワ の 6 種 を
ブレンド。ミネ
ラル 、食 物 繊
維の補給に。

800g 320円(税込346円)C

日本生活協同組合連合会

502073 CO 米粒状麦 

大麦（国内産）  

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%。

白米に混ぜて、食物繊維と
ミネラル類を摂取!雑 穀

雑穀チャーハン

おきたま興農舎（山形県・高畠町）

全 特品 価

824円(税込890円)通常税込
1037円

2人前

412円
（税抜）

1食当り

調理時間
約6分

準備品
油

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

タケノコと豚肉の
ハーモニー

食塩相当量：3.1g

2人前(約320g)

EG届いて2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

397 国産野菜の青椒肉絲
ご家庭では手間の多い細切野菜とタケノコと
タレ漬け豚肉のセットです。下処理済なので
フライパン1つでOKです。

玉ねぎ（国内産）、豚肉（鹿児島県）
850円(税込918円)通常税込

1078円

EG届いて1～2日 JKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

399 シャキシャキ彩り5種野菜と
白身魚の南蛮漬

新鮮な野菜と、下味がついた国産の白身魚の
セットです。下処理カット済みなので、フライパ
ン一つでどうぞ。

調理時間
約5分

準備品
油

セット内容：調理魚、カッ
ト野菜(玉ねぎ、ピーマン、
人参、エリンギ、パプリカ) 

白身魚の旨味と
野菜がマッチ 

425円
（税抜）

1食当り

2人前

2人前(約375g)

玉ねぎ（国内産）、シイラ（長崎県）

食塩相当量：1.0g

875円(税込945円)通常税込
1134円

2～3人前
(約455g)

EG届いて1～2日 OJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

400 海鮮中華丼の具(醤油)
新鮮な野菜と本格海鮮塩炒めソース、だし醤油
タレが入った中華丼の具が作れるセットです。

キャベツ（国内産）、スルメイカ（青森県） 

2～3
人前

438円
（税抜）

1食当り

調理時間
約6分

準備品
ごま油、白飯

セット内容：海鮮の具、カッ
ト野菜(キャベツ、玉ねぎ、
人参、ニラ)、タレ 

食塩相当量：1.80g

海鮮のダシが
きいてて美味

790円(税込853円)通常税込
1026円

2人前(約360g)

EG届いて1～2日 HJKL

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

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

調理時間
約6分

準備品
油

甘辛みそタレで
ご飯がすすむ

セット内容：タレ漬け豚
肉、カット野菜(キャベ
ツ、人参、ピーマン)

2人前

395円
（税抜）

1食当り

キャベツ（国内産）、豚肉（香川県、徳島県） 

食塩相当量：2.28g

2人前(約460g)

EG届いて1～2日 HKLO

白菜（国内産）、えび（ベトナム） 

海鮮の旨味が
たっぷり 

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

調理時間
約4分

準備品
油

411円
（税抜）

1食当り

2人前

食塩相当量：1.5g

グリンリーフ（群馬県･昭和村）

396 5種野菜と天然えびの
海鮮塩炒め

新鮮でおいしい野菜と本格海鮮ソースのセッ
トです。下処理カット済みです。

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

も やしが 付 き ま
す。目安は200 ～
250gですので1袋
お使いください

土用の丑で頂く

夏の暑さを払い、健康を願うお餅
江戸時代の中期より、土用の入りに餅を小豆あんに包んで食
すことで夏季の悪病災難の厄を除けるとされていました。優
しい味わいのこしあんで、お餅をふんわり包んである上品な
一品です。

<新>海の精 

ハーブソルトとペッパーソルトの 
詰め替え用です!
伝統海塩の「海の精やきしお」に有機
にこだわったハーブとコショウをブレン
ドしました。“ふた味違う”調味塩です。
魚貝や肉の下ごしらえ、野菜炒め、パ
スタ、サラダ、食卓塩などに。

国産･無添加(炭酸を除く)のノンアルコールビール

無添加なので
授乳中･妊娠中でも安心

商品名は坂本龍馬が長
崎でグラバー氏よりビー
ルを譲り受け、初めて飲
ん だ と 言 わ れて い る
1865年にちなんでも
います。ドイツ産麦芽
100%にこだわり、香
料、着色料、酸味料な
どの添加物は一切不使
用。アルコールがゼロで
もビール並みのしっかり
とした麦の香りと苦み。
まさにビール通の人の為
の逸品です。プリン体ゼ
ロなので、健康に気を
付ける方にも最適です。

コシの 強さと滑らか
さが特徴の岩手県産
ヒメノモチを使用した
餅をこしあんで包みま
した。

自然解凍して

詰め替え用

4個入

海水（伊豆大島近海） 
126円(税込136円)通常税込

144円

麦芽（ドイツ）  
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65cc×6 565円(税込610円)通常税込
634円F

オレンジ（愛媛県）  

ネージュ（大阪府･八尾市）

401 オレンジキャンデー

65cc×6 565円(税込610円)通常税込
634円

F

ネージュ（大阪府･八尾市）

402 ブルーベリー
キャンデー

無農薬のブルーベリーを使用したキャ
ンデー。乳化剤、安定剤、香料その他
添加物を使用せずに作りました。

ブルーベリー（カナダ）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円

FI

ネージュ（大阪府･八尾市）

403 チョコレート
キャンデー

乳化剤、安定剤は一切使っていませ
ん。よつ葉乳業のノンホモ牛乳と濃縮
乳、砂糖、ココアパウダーのみ使用。

ココア（東南アジア）  
65cc×6 565円(税込610円)通常税込

634円

FI

ネージュ（大阪府･八尾市）

404 ミルクキャンデー
乳化剤、安定剤を使用せずに作った
ミルクキャンデーです。よつ葉乳業の
ノンホモと濃縮乳を使用しました。

牛乳（北海道）  

110㎖ 120円(税込130円)FHIL

久保田食品（高知県･南国市）

405 夢中熱中 バニラとあずきの最中
北海道十勝産小豆を使い手間をかけ炊き上げた自家製粒
あんと素材のおいしさが際立つバニラアイスの最中。

生乳･小豆（北海道）  
110㎖ 120円(税込130円)FIL

生乳･小豆（北海道）、抹茶（国内産）  

久保田食品（高知県･南国市）

406 夢中熱中 
抹茶とあずきの最中

まろやかな抹茶アイスクリームと、北
海道十勝産あずき100%の組み合わ
せ。乳脂肪分8.0%

100㎖ 220円(税込238円)FHI

生乳･ほうじ茶（国内産）  

久保田食品（高知県･南国市）

407 ほうじ茶
アイスクリーム

300㎖ 480円(税込518円)通常税込
648円

C

太田酢店（福島県･須賀川市）

411 りんご酢

りんご（国産）  
110㎖ 190円(税込205円)FHI

生乳（北海道）･レーズン（アメリカ）  

久保田食品（高知県･南国市）

408 ラムレーズン
アイスクリーム

110㎖ 190円(税込205円)FHI

久保田食品（高知県･南国市）

409 バニラ
アイスクリーム

マダガスカル産の最高級バニラビー
ンズをはじめ、PHF卵など素材を厳
選して造った無添加商品です。

生乳（北海道）  
105㎖×6 528円(税込570円)通常税込

590円FI

牛乳（国内産）  

日本生活協同組合連合会

410 COフローズンヨーグルト
105㎖×6個

1kg 1450円(税込1566円)通常税込
1620円

49g×3 265円(税込286円)通常税込
297円EBG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

414 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×3 485円(税込524円)通常税込

538円EG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

415 鎌倉マイルド
ポークウインナー×3

焼き塩を使用しているので塩カドがとれてマイルドに仕
上がっています。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.6 ＜4.1
85g×2 342円(税込369円)通常税込

378円

530円(税込572円)通常税込
594円

EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

416 鎌倉あらびきウインナー×2
無添加(発色剤･結着剤･保存料･化学調味料不使用)で、澱
粉による増量はしていません。

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.7 ＜3.8

400g 780円(税込842円)通常税込
900円EG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

417 鎌倉あらびきウインナー (増量)

豚肉（国内産）  
60g×2 428円(税込462円)通常税込

486円EBG15日 60g×3 628円(税込678円)通常税込
729円EG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

418 鎌倉ボンレスハム×2
お得な2パック組です。

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

419 鎌倉ボンレスハム×3
お得な3パック組です。

400g 1302円(税込1406円)通常税込
1458円EG20日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

420 鎌倉ロースハム 400g

豚肉（国内産）  

85g×2 588円(税込635円)通常税込
648円EBG15日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

421 鎌倉バラベーコンスライス×2

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.5 ＜4.7
27g×5 275円(税込297円)通常税込

302円ECG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

422 鎌倉粗挽ロングウインナー

豚肉（国内産）  
(40g×5)×2 728円(税込786円)通常税込

799円EG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

423 鎌倉串ざしフランクフルト2袋
豚肉、塩、香辛料のみ使用したポークフランクを串に刺し
ました。そのまま焼いて。今回は2袋でお届けです。

豚肉（国内産）  
3種174g 554円(税込598円)通常税込

626円EG10日 

鎌倉ハムクラウン商会（神奈川県･横浜市）

424 鎌倉つかいっきりセット

豚肉（国内産）  

お届け時の温度帯

表示マークのご案内

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

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

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

お願いいたします。 

アレルゲン表示 主原料原産地

・ 生 鮮 品については主
原料の原産地を表記
しています。

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

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

生乳（茨城県） 
400g

EAG届いて10～11日 I

鈴木牧場（茨城県･石岡市）

000 石岡 鈴木牧場
ヨーグルト(微糖)

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

370円(税込400円)

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

シーズン最終   季節商品につき今回で最終

シーズン初   今季初登場

 新発売の商品

 特別価格商品

取り扱いサイクル・価格表記
F 冷凍品
E 冷蔵品

・ 表記のないものについて
は常温でのお届けです。

・ 農産品については季節に応じ
た温度帯でお届けします。

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

は栽培期間中に生産者が農薬を散布していない事を表しています。

その他

OK
前日

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

無農薬

◦�塩、砂糖、香辛料だけの
シンプルな味わい
◦�国内産の豚肉のみで製造

特集鎌倉ハム特集

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。

全品
特価

合成添加物を使わない成形ハム

豚肉（国内産）  ［放］不検出 ＜3.9 ＜3.9

3
パック

お得

3
パック

お得

※イメージ

※イメージ ※イメージ

※イメージ

※イメージ

爽やかなヨーグルトの
酸味がアクセントに
なっていて、本当に美
味しい。アイスをほと
んど食べない私です
が、このフローズン
ヨーグルトは別。リピ
買いしています。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

バーモントドリンク
疲れた体におすすめ

◆作り方
❶　 りんご酢、はちみつ、

少量の水を加えてシェ
イクする。

❷　 残りの水を加えてかき
混ぜれば出来上がり。

◆材料
はちみつ ���� 大2
りんご酢 ����� 大2
水������ 200㏄

ミャンマーのひまわり畑のは
ちみつ。くせの少ないさわや
かな風味のはちみつです。

350g

412 350g

藤井養蜂場（福岡県･朝倉市）
ミャンマー産ひまわりはちみつ

413 1kg

はちみつ（ミャンマー） 

契約栽培による樹上完
熟のスターキングを使
用。1年以 上 熟 成して
瓶詰めしました。

乳酸菌が生きてい
ます。サクッとし
た口当たりとさっ
ぱりした後味。

6個入 C

冷菓･飲料特集

厳選した高品質の茶葉を使用厳選抹茶と自家製小豆餡の
上品でまろやかな美味しさ

香り立つバニラビーンズを
使用した無添加アイスです

ラム酒の香り広がる、
大人のためのアイスクリーム

まろやかな口当たりで
奥深い味わい

無茶々園の柑橘果汁
を使用。ビート糖の
みを使った無添加の
アイスキャンデー。

ほうじ茶ならで
は の 香 ば し さ
と、さっぱりと
した後味が特徴
です。

ラム酒に漬けた
レーズンのコク
のある味わい。
クセになる濃厚
なおいしさのア
イスクリーム。
ア ル コ ー ル 分
1%

6本入

6本入 6本入

6本入

国内産豚肉を
じっくり熟成
させたロース
ハム400gを
ブロックでお
届けです。

豚バラを塩漬け、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。

野菜と一緒に
ドッグパンに
はさんで。

2
   袋

お得
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

ひんやり美味しい


