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　親子3世代、組合員の皆様により多くの商品を利用して欲しいという願いを込めて「JOSOわいど」を新しく作
りました。また、兼ねて組合員の皆様から「簡便性に富んだ商品の企画をして欲しい」という要望もあり、JOSO
わいどはレンジや湯煎でできるものなど、比較的簡易にお召し上がりいただける商品を掲載しています。
　常総生協にて一定の基準を設け、その基準を満たしたもののみ掲載しております。
　また、原材料は全て明記しますので、内容を確認いただきご利用をお願いします。

JOSOわいど
とは?

日本生活協同組合連合会の商品で、従来品と区別をしたい場合、商品名に「CO」を入れています品名のつけかた

josoわいどの
添加物基準の
詳細はこちらを
ご覧ください

ミルク感のあるや
さしい風味のク
リームを、やわらか
い生地で巻き、食
べやすいサイズに
カットしました。

原材料：さんま(国産)、ナチュラルチーズ、小麦粉、食塩、(一部に小麦･乳成分を含む)

さんま（国内産）�

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

453 さんまチーズサンド

FCG180日�IL � 6～8個150g 395円(税込427円)

�200gあたり274kcal･塩分1.4g

原材料：【サワラのねぎソース】サワラ(韓国産)、ブロッコリー、にんじん、キャベツ、ねぎ(国産)、小麦粉、しょうゆ、穀物酢、発酵調味料、調合油、砂
糖、ごま油、食塩、こしょう【小松菜のお浸し】小松菜(国産)、もやし、しょうゆ、みりん風調味料、かつお節【大根のそぼろ煮】大根(国産)、鶏肉、しょう
ゆ、みりん風調味料、きぬさや、発酵調味料、調合油、しょうが【大豆と根菜のうま煮】大豆(国産)、れんこん、ごぼう、にんじん、しょうゆ、砂糖、昆布だ
し【さつま芋甘煮】さつまいも(国産)、砂糖、食塩(一部に小麦･大豆･鶏肉･ごまを含む)

サワラ（韓国）�

大進食品（神奈川県･横浜市）

454 サワラのねぎソース惣菜セット

FJKL � 200g 778円(税込840円)通常税込862円

原材料：鶏肉(国産)、塩麹、食塩、香辛料、清酒、衣(小麦粉、ばれいしょでん粉、牛乳、コーンフレーク、パン粉、チキンスープ、鶏卵、香辛料、食塩)、揚
げ油(なたね油)、(一部に鶏肉･小麦･乳成分･卵を含む)

鶏肉（国内産）�

秋川牧園（山口県･山口市）

455 フライドチキン(骨なし)

FCHIJL � 300g 852円(税込920円)通常税込950円

よつ葉乳業（北海道･音更町）

456 よつ葉濃厚ヨーグルト(パイナップル)

EG22日�I � 80g 160円(税込173円)
原材料：脱脂濃縮乳(北海道製造)、パイナップルソース(パイナップル果肉、砂糖、パイナップルピューレー、濃縮パイナップル果汁)、クリーム(北海道製
造)、砂糖/増粘剤(ペクチン)

生乳（北海道）、パイナップル（国内産等）�

日本生活協同組合連合会

457 国産小麦のミニロールケーキ

EG90日�HIKL � 10個 298円(税込322円)
原材料：ミルククリーム(マーガリン、水あめ、砂糖、練乳調製品、卵白、でん粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、植物油脂)(国内製造)、鶏卵、小麦粉、砂
糖、果糖ぶどう糖液糖、食用卵殻粉、はちみつ/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、アルコール、グリセリン脂肪酸エステル、カゼインNa、
酸化防止剤(ビタミンE)

小麦･鶏卵（国内産）�

よつ葉乳業（北海道･音更町）

458 よつ葉濃厚ヨーグルト(ベリーミックス)

EG22日�I � 80g 160円(税込173円)
原材料：脱脂濃縮乳(北海道製造)、ベリーミックスソース(いちご、砂糖、ラズベリーピューレー、濃縮いちご果汁、濃縮レモン果汁、ブルーベリー)、ク
リーム(北海道製造)、砂糖/増粘剤(ペクチン)

生乳（北海道）、いちご（チリ等）�

素材のじゃがいもを活かした
シンプルで飽きのこない味

ニッコー（神奈川県･大和市）

プチカレーコロッケ

FJL

20g×6 260円(税込281円)
原材料：野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ(国産))、豚肉(国
産)、食塩、カレー粉、ポークエキス、衣(パン粉、小麦粉、
でん粉)、揚げ油(なたね油)(原材料の一部に豚肉、小麦を
含む)
じゃがいも（国内産）�

レンジで

原材料を
明記しています
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21315/特別企画品

の お 届 け 30 3

国産小麦使用、個包装 フルーツソース中のいちご果肉を従来より増やしました

春夏限定商品骨がなくて食べやすい

管理栄養士監修 国産野菜をたっぷり使ったプレートです開いたさんまによつ葉のチーズをはさみました　
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。

塩麹で若鶏む
ね肉に柔らかさ
と旨みを加え
コーンフレーク
の衣でサクサク
食感をプラス。

醤油味の葱ソースで仕上げた
サワラのムニエル風に、大根
煮物･小松菜お浸し、大豆や
さつま芋も添えました。

北海道産ミルク
の濃厚な味と濃
密な食感。パイ
ナップルの果肉も
感じられます。香
料は不使用。

北海道産ミルク
の濃厚な味と濃
密な食感。香料は
不使用。

フライパンで レンジで

レンジか
トースターで
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厚めにそぎ切りしたムネ肉をカラッと揚げ、
特製のソースをたっぷり絡めました

原材料：鶏肉、衣[パン粉、鶏卵、小麦粉、ばれいしょでん粉、食塩、砂糖、山芋パウダー、ブラックペッパー]、揚げ油(な
たね油)、ソース[ウスターソース(りんごを含む)、トマトケチャップ、発酵調味料、麦みそ、清酒、砂糖]

鶏肉（山口県等）�

秋川牧園（山口県･山口市）

459 チキンソースカツ

FHJKL � 150g 393円(税込424円)通常税込440円

サーモンとチーズは抜群の相性!とろ～り感がたまらない♪

原材料：有機マカロニ(イタリア)、牛乳(国産)、ナチュラルチーズ(国産)、鮭(北海道)、たまねぎ(国産)、ほうれん草(国産)、
小麦粉(国産)、バター(国産)、なたね油、馬鈴薯澱粉、砂糖、食塩、チキンエキス、こしょう、(原材料の一部に、乳、小麦、
鶏肉、鮭を含む)

牛乳（国内産）� ［放］不検出�＜3.2�＜3.6

大進食品（神奈川県･横浜市）

460 マム 北海サーモンたっぷりグラタン

FCIL � 170g×2 645円(税込697円)

消泡剤を使用せず、国産大豆に天然にがりを加えた
豆腐を使用

ニッコー（神奈川県･大和市）

462 ふんわり豆腐ハンバーグ 2パック

FBHJKL � (90g×3)×2 846円(税込914円)通常税込954円
原材料：鶏肉(国産)、野菜(玉ねぎ(国産)、生姜(国産)、豆腐(大豆(国産):遺伝子組み換えでない)、つなぎ(パン粉、鶏卵、
澱粉)豚脂(国産)、醤油、菜種油、清酒、食塩、胡椒、揚げ油(菜種油)、(一部に鶏肉･大豆･小麦･卵･豚肉を含む)

大豆･鶏肉（国内産）�

三陸産わかめの礒の香りと
国産玉葱の甘みが引き立つ

あんしん生活（岩手県･陸前高田市）

463 三陸産わかめのかき揚げ

FCHJKL

200g(4枚入) 398円(税込430円)
原材料：玉ねぎ、湯通し塩蔵わかめ、衣(小麦粉、大豆粉、
食塩、でん粉、パンプキンパウダー、卵黄粉(卵を含む))/加
工でん粉、膨張剤、着色料(カロチノイド)、揚げ油(なたね
油)
わかめ･玉ねぎ（国内産）�

辛さ控えめ♪青菜ひじき和えや
筍土佐和え、いんげん卵とじ、
がんも煮を添えました

大進食品（神奈川県･横浜市）

464 自家製マーボー茄子
惣菜セット

FHJKL

200g 798円(税込862円)
原材料：【自家製マーボー茄子】なす(国産)、豚肉、たまねぎ、にんじん、み
そ、グリンピース、砂糖、しょうゆ、ねぎ、ばれいしょでん粉、発酵調味料、ご
ま油、干ししいたけ、しょうが、チキンコンソメ、調合油、ラー油、にんにく、唐
辛子、食塩、こしょう/香辛料抽出物、パプリカ色素【青菜とひじきの五目和
え】ほうれん草(国産)、にんじん、れんこん、油揚げ、ひじき、砂糖、しょう
ゆ、昆布だし【竹の子の土佐和え】たけのこ(国産)、砂糖、しょうゆ、かつお
節、唐辛子【いんげんの卵とじ】いんげん(国産)、鶏卵、砂糖、しょうゆ、昆布
だし【がんも煮】がんもどき(粉末状大豆たん白、植物油脂、にんじん、その
他)、砂糖、しょうゆ、昆布だし(一部に卵･小麦･大豆･豚肉･鶏肉･ごまを含む)
なす･豚肉（国内産）�

ご飯がすすむ味付けです

秋川牧園（山口県･山口市）

465 ミートボール

FHJKL

100g(約7個) 197円(税込213円)
原材料：鶏肉(国産)、玉ねぎ(国産)、つなぎ(パン粉、鶏卵、
ばれいしょでん粉、山芋パウダー)、生姜ペースト、砂糖、
発酵調味料、食塩、ソース(醤油、砂糖、発酵調味料、ばれ
いしょでん粉、清酒、りんご酢)、揚げ油(なたね油)、(一部
に鶏肉･小麦･卵･やまいも･大豆･りんごを含む)
鶏肉（山口県等）�

軟骨のコリコリした食感と胡椒の風味が◎

原材料：鶏肉(徳島県産)、鶏軟骨(国産)、つなぎ(馬鈴薯澱粉、パン粉)、玉ねぎ(国産)、醤油、おろしニンニク、おろし生
姜、砂糖、清酒、食塩、米油、黒胡椒、水あめ、白胡椒、揚げ油(植物油)、(一部に小麦･大豆･鶏肉を含む)

鶏肉（徳島県）�

イシイフーズ（徳島県･石井町）

466 阿波すだち鶏軟骨入つくねスティック

FJKL � 160g 298円(税込322円)

凍ったままだし汁と鍋で煮込むだけ 
油抜き不要

日本生活協同組合連合会

467 七菜きんちゃく

FK

5個入(140g) 352円(税込380円)
原材料：野菜(にんじん、水くわい、えだまめ(大豆を含む)、
れんこん、ごぼう)、油揚げ(大豆:遺伝子組換えでない)(国
内製造)、粉末状植物性たん白、植物油脂、しいたけ、かん
ぴょう、ひじき、こんぶ、食塩、こんぶエキス、砂糖、しいた
けエキス、かつおエキス/加工でん粉、凝固剤
大豆（アメリカ等）�

粗目の大根おろしを加えたタレでみぞれ煮にしました

原材料：さんま(国産)、醤油、大根、発酵調味液、砂糖、寒天(一部に大豆･小麦を含む)

さんま（国内産）�

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

468 骨までやわらか さんまみぞれ煮

FCJKL � 75g×2 398円(税込430円)

湯煎がおすすめ!ノルウェー産の
さばを骨取り後に焼き、
1切れずつ真空包装

ティーフーズ･ジャパン（千葉県･館山市）

469 レンジでできる 
さばの塩焼き(骨とり)

F

4切100g 398円(税込430円)
原材料：タイセイヨウサバ(ノルウェー)、食塩
さば（ノルウェー）�

湯煎がおすすめ!北海道産の秋鮭を焼き、
1切れずつ真空包装にしました

原材料：秋鮭(北海道)、食塩

秋鮭（北海道）�

ティーフーズ･ジャパン（千葉県･館山市）

470 レンジでできる秋鮭の塩焼き(甘口)

F � 4切100g 448円(税込484円)

醤油ベースの煮汁に生姜、
鰹節を加えました

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

471 骨までやわらか 
いわしおかか煮

FJKL

75g×2 369円(税込399円)
原材料：いわし(国産)、醤油、砂糖、醸造調味料、酵母エ
キス、生姜、鰹節、食塩/増粘剤(加工でん粉)、(一部に大
豆･小麦を含む)
真いわし（国内産）�

国内産のさばを醤油ベースの
たれに千切り生姜を加えて
煮つけました 

みうらや（茨城県･神栖市）

472 国産さばの生姜煮

FJKL
240g

(120g(固形80g)×2) 365円(税込394円)
原材料：さば(国産)、たれ{醤油(大豆、小麦含む)、砂糖、み
りん、水あめ、鰹節だし、醸造酢、澱粉、昆布だし、酵母
エキス}、しょうが/増粘剤(キサンタンガム)
さば（国内産）�［放］不検出�＜3.3�＜3.4

北海道素材の味を生かし
塩胡椒で味付けした包み焼き

マルマス（北海道･森町）

473 北の包み焼(塩こしょう味)

FCG180日�I

85g×2 493円(税込532円)
原材料：たまねぎ、さけ、じゃがいも、とうもろこし、かぼ
ちゃ、アスパラガス、バター、植物油脂、食塩、こしょう
鮭･野菜（国内産）�

料理やご飯にのせて

JAやさと鶏卵部会（茨城県･石岡市）

474 やさとの半熟たまご(温玉)

EBG10日�H � 4個(タレ無) 206円(税込222円)
原材料：鶏卵

卵（茨城県）� ［放］不検出�＜3.3�＜3.4

もやし･小松菜･ぜんまい･大根の4種

原材料：大豆もやし(国産)、小松菜(国産)、ぜんまい(中国)、大根(国産)、砂糖、醸造酢、食塩、ごま油、しょうゆ、ごま、
酒、にんじん、なたね油、醸造調味料、にんにく、唐辛子、こしょう、(一部に小麦･大豆･ごまを含む)

�

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

475 冷凍ナムルセット(2個組)

FCJKL � 150g×2 870円(税込940円)通常税込994円

お子様でも好むよ
う、少し甘めの味付
けにしてあります。お
弁当にはもちろん、
パンに挟んでカツサ
ンドに、ご飯にのせて
ソースカツ丼にと、色
んなバリエーション
が楽しめます。

オーガニックペン
ネマカロニと自家
製ホワイトソース
に鮭とチーズが相
性抜群。

産直鶏肉を加えた豆
腐ハンバーグ。

阿波すだち
鶏ムネ肉ミン
チで作ったつ
くねスティッ
ク。鶏の飼料
は遺伝子組
換え不分別。

個包装で朝食や
弁当に便利。

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。

冷蔵か流水解凍後、ほぐ
し和え直してから盛付
け。ぜんまいは中国産。

加圧処理済
みで湯煎10
分で骨まで食
べられます。

ロコモコ丼
にしても

2
 個組

お得

レンジか
トースターで

レンジか
フライパンで

レンジか
トースターで

湯煎か
レンジで

湯煎か
レンジで

冷蔵か流水解凍で

レンジで

レンジで レンジで

素材のじゃがいもを活かした
シンプルで飽きのこない味

ニッコー（神奈川県･大和市）

461 プチカレーコロッケ

FJL

20g×6 260円(税込281円)
原材料：野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ(国産))、豚肉(国
産)、食塩、カレー粉、ポークエキス、衣(パン粉、小麦粉、
でん粉)、揚げ油(なたね油)(原材料の一部に豚肉、小麦を
含む)
じゃがいも（国内産）�

レンジで

レンジか湯煎で

鍋で

湯煎で

湯煎で

湯煎で

レンジで
盛付例：
卵はついていません
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670 フルーツみつ豆

205g×3 465円(税込502円)
原材料：寒天(国内製造)、果実(黄もも、パインアップル、り
んご、みかん、さくらんぼ)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液
糖)、赤えんどう/酸味料
海藻（国内産）、黄もも（中国、国内産等）�

あずきやアイスクリームに
添えて
盛付例

CO-OP MAIL JOSOわいど【2022年5月4回】

韓国の薬膳料理サムゲタンを
アレンジしたスープ

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405251食べるサムゲタン風
スープ

FJ

300g×2 646円(税込698円)
原材料：鶏肉、もち米、チキンエキス、ねぎ、しょうが、にん
にく、食塩、香辛料(原材料の一部に鶏肉、米を含む)
鶏肉（国内産）�

国産の牛肉･野菜･トック(餅)が入ったかなり辛めスープ

原材料：野菜(たまねぎ、大豆もやし、ねぎ、にんにく)(国産)、トック(米粉、食塩)(国内製造)、牛肉(国産)、豆板醤、コチュ
ジャン、大豆油、ごま油、砂糖、食塩、ばれいしょでん粉、チキンエキス、しょうゆ、牛脂、酵母エキス、すりごま、ポークエ
キス、あさりエキス、醸造酢、乾しいたけ、香辛料、(一部に小麦･牛肉･ごま･大豆･鶏肉･豚肉を含む)

米･牛肉（国内産）�

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405252食べるユッケジャンスープ(トック入)

FJKL � 250g×2 646円(税込698円)

一口食べれば、大好きだった
あの味がよみがえります

大進食品（神奈川県･横浜市）

405254なつかしの
ソース焼そば

FHKL

400g(200g×2) 520円(税込562円)
原材料：めん(小麦粉、小麦たん白、食塩、卵白/卵殻焼成
カルシウム)、野菜(キャベツ【国産】、にんじん【国産】)、
中濃ソース、なたね油、砂糖、調味料(酵母エキス、食塩、
デキストリン)、いため油(なたね油、とうもろこし油、ごま
油)/カラメル色素、(一部に小麦･卵･ごま･大豆･豚肉･りん
ごを含む)
小麦（アメリカ）、キャベツ･人参（国内産）�

ふっくら仕上げ 1枚ずつの手焼きです

原材料：キャベツ、ミックス粉(小麦粉、小麦澱粉、山芋粉末、かつおエキス、乾燥卵白、塩)、卵、豚肉、天玉(小麦粉、
塩、菜種油)、鰹だし、菜種油、塩

小麦（北海道）、キャベツ（福岡県）�

美雷（大分県･宇佐市）

405255関西風お好み焼き

FCHKL � 160g×2枚 523円(税込565円)通常税込579円

国産野菜とお米で作りました

ニッキーフーズ（大阪府･泉佐野市）

405256 香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

FCHJKL

230g×2 403円(税込435円)
原材料：精白米(国産)、野菜(ねぎ、たまねぎ、にんじん)、
炒り玉子、豚肉、しょうゆ、植物油脂、液卵、砂糖、ラー
ド、清酒、発酵調味料、酵母エキス、豚脂、ポークエキス、
食塩、粉末しょうゆ、香辛料/カラメル色素、(一部に卵･小
麦･大豆･豚肉を含む)
米（国内産）�

ランチ、おやつに

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

405257ライスバーガー 
ポーク生姜焼(増量)

FCJKL

6個690g 980円(税込1058円)
原材料：米(国産)、豚肉、たれ(しょうゆ、砂糖、しょうが塩
漬、りんごパルプ、その他)、たまねぎ、しょうゆ、植物油
脂、食塩、いため油(なたね油)/増粘剤(加工でん粉)、トレ
ハロース、膨張剤、(一部に小麦･大豆･豚肉･りんごを含む)
米（国内産）�

外はカリッと香ばしく、
中はほっくりモチモチ

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405258じゃがいもの
チーズガレット

FG180日�HIKL

240g(2枚入) 528円(税込570円)
原材料：小麦粉【小麦(国産)】、じゃがいも(国産)、チー
ズ、全液卵、馬鈴薯でん粉、食塩、砂糖、こしょう/加工デ
ンプン、トレハロース、酸味料、増粘剤(キサンタン)
小麦（国内産）�

無添加のトマトソース･北海道産
シュレッドチーズで仕上げた
プレーンピザ

デリカ横綱（愛知県･春日井市）

405260こだわりのピザ
(プレーン)

FCG180日�IL

約180g(2枚入) 528円(税込570円)
原材料：【ピザクラフト】小麦粉、甜菜糖、オリーブ油、パ
ン酵母、食塩、【ピザソース】トマトピューレ、玉ねぎ、トマ
トケチャップ、人参、にんにく、粗製糖、塩、乾燥バジル、
【シュレッドチーズ】生乳、食塩
小麦粉･シュレッドチーズ（国内産）�

国産の帆立原料を使用 
サラダなどに使いやすい
ほぐし身タイプ

日本生活協同組合連合会

405261ほたて貝柱水煮
ほぐし身

70g 428円(税込462円)
原材料：ほたて貝柱(国内産)、還元水あめ、食塩
ほたて貝柱（国内産）�

とろりと滴るごまだれ 食べやすい一口サイズ

原材料：上新粉、砂糖、ねりごま、こしあん(小豆、砂糖、還元水あめ、食塩)、醤油、澱粉(精白米)、山芋加工品(還元水あ
め、大麦粉、食塩、山芋粉)

上新粉（国内産）�

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

405264芽吹き屋 ごまとろり

FJKL � 12個216g 486円(税込525円)通常税込538円

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

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

405265芽吹き屋 三色だんご

FJK

4本180g 410円(税込443円)
原材料：黄[白あん(いんげん豆、砂糖、食塩)、うるち米、砂
糖、ニンジンペースト、ごま、※還元水あめ、大麦粉、食
塩、やまいも粉]白[みそあん(いんげん豆、砂糖、みそ)、うる
ち米、砂糖、くるみ、※以下黄と共通]緑[つぶあん(小豆、
砂糖、還元水飴、食塩)、うるち米、砂糖、よもぎ、※以下
黄と共通]
�

白あんにくるみを加え、
程よい甘さと香ばしさが人気

岩手阿部製粉（岩手県･花巻市）

405266芽吹き屋 
くるみだんご

FJK

4本180g 400円(税込432円)
原材料：みそあん(いんげん豆、砂糖、みそ)、うるち米、砂
糖、くるみ、還元水あめ、大麦粉、食塩、やまいも粉
くるみ（アメリカ）�

岩手県産の小麦、個包装です

岩手県産の小麦を使った
クロワッサンです。

68円（税込）
1個当り

原材料：小麦粉(岩手県産小麦粉99%)、マーガリン、上白糖、卵、ぶどう糖、パネトーネ種、パン酵母、食塩、乳等を主要
原料とする食品、小麦グルテン、モルトエキス、蛋白質濃縮ホエイパウダー、水あめ、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.C、
V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー)、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む)

小麦（岩手県）� ［放］不検出�＜3.8�＜4.2

オリオンベーカリー（岩手県･花巻市）

405262発芽玄米入りクロワッサン

G45日�HIJKL � 10個 630円(税込680円)

ソースがよく絡んでトマト味が濃厚な美味しさです

原材料：めん(デュラム小麦粉【国内製造】)、トマトケチャップ、野菜(たまねぎ【国産】、ピーマン【国産】)、なたね油、果
糖ぶどう糖液糖、無塩せきソーセージ、複合調味料(酵母エキス、オニオンエキス、砂糖、デキストリン、その他)、食塩、い
ため油(なたね油、とうもろこし油、ごま油)、(一部に小麦･ごま･大豆･豚肉を含む)

小麦（カナダ）、玉ねぎ･ピーマン（国内産）�

大進食品（神奈川県･横浜市）

405259スパゲティナポリタン

FJKL � 500g(250g×2) 583円(税込630円)通常税込653円

昔懐かしい優し
い味わいのナポ
リタン。国産野
菜を使用し、安
心･安全をお手軽
調理でお楽しみ
いただけます。

レンジか
湯煎で

外パリパリ、中もっちり

原材料：【チヂミ】野菜[にんじん(国産)、玉ねぎ(国産)、にら(国産)、じゃがいも(国産)]、小麦粉[小麦(国産)]、全液卵、い
か、馬鈴薯でん粉、植物油脂、煮干エキス、砂糖、しょうゆ、食塩、(一部に卵･小麦･いか･大豆を含む)【たれ】しょうゆ、
醸造酢、砂糖、水あめ、ガーリックペースト、香辛料、食塩、ごま/増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦･大豆･ごまを含む)

小麦（国内産）�

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405253コリアンチヂミ(たれ付)

FCHJKL � チヂミ230g(2枚)、たれ8g×2 507円(税込548円)

国産小麦粉と
野菜を使用。

フライパンかトースターで

様々な素材
の旨味が絡
み濃厚な味
わい。

国産小麦使用
ミックス粉に
キャベツ･卵･豚
肉･天玉を加え
たカツオ風味
のお好み焼。

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。

青のりや鰹節はついていません

OK
前日
！

福岡八女農業協同組合（福岡県･八女市）

672 甘夏みかん缶

295g(固形量170g) 305円(税込329円)
原材料：甘夏みかん(福岡県、熊本県)、砂糖、酸味料
甘夏（福岡県、熊本県）�

福岡県･熊本県産の甘夏を
シロップ漬けにしました

OK
前日
！

4種のベリーが一度に味わえる
贅沢なブレンド

日本生活協同組合連合会

405263 4種の
ベリーミックス

F

200g 304円(税込328円)
原材料：ブルーベリー、ストロベリー、ブラックベリー、ラ
ズベリー
ブルーベリー（アメリカ、カナダ等）�

手軽なデザートやおやつに
ピッタリ

日本生活協同組合連合会

405267バニラシューアイス

FHIJKL

35㎖×12個 304円(税込328円)
原材料：鶏卵、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ショートニング、脱
脂粉乳、ファットスプレッド(大豆を含む)、小麦粉、バ
ター、卵黄、デキストリン、粉あめ、食塩/乳化剤、安定剤
(増粘多糖類)、香料、膨張剤、着色料(カラメル、カロチン)
卵（国内産、アメリカ等）�

6
 個入

お得

自然解凍して 自然解凍して
自然解凍して

レンジで

レンジで

レンジか湯煎で

フライパンで

トースターで

レンジか
フライパンで

湯煎で

湯煎で
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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。

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)

C4週に1回お届け　D4週に3回お届け�
B隔週お届け　A毎週お届け

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 お届け時の温度帯

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。

その他

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。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。

国産果汁使用の
ふわふわマシュマロ
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星の形をした、サクッと
かるーい食感のサラダせんべい

サクサクした食感が
楽しいスナック

生地の甘みが活きたサクサクの食感
国産小麦の小麦粉使用

CO-OP MAIL JOSOわいど【2022年5月4回】

創健社（神奈川県･横浜市）

405268メイシー サクサクの
ドライワッフル

BHIL

30g 214円(税込231円)
原材料：小麦粉(小麦(国産))、砂糖、ショートニング、鶏
卵、大麦粉、脱脂粉乳、あわ粉、食塩、ひえ粉、きび粉/レ
シチン(卵由来)、膨張剤(重曹)
小麦（国内産）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405269メイシー 
きらきら星のおせんべい

BG180日�J

8g×4 210円(税込227円)
原材料：うるち米(国産)、植物油(パーム油)、食塩
うるち米（国内産）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405270メイシー 
メープルスナック

BG180日�I

35g 144円(税込156円)通常税込166円
原材料：コーングリッツ(遺伝子組換えでない)、メープルシ
ロップ、メープルシュガー、植物油(パーム油)、デキストリ
ン、無糖練乳、食塩
とうもろこし（アメリカ）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405271お魚チップス･
プレーン

G120日�

40g 260円(税込281円)
原材料：魚肉すり身(魚肉(国産)、砂糖)、馬鈴薯澱粉、食
用なたね油、砂糖、食塩、魚粉(アジ、食塩)、魚醤(イワシ、
食塩)、昆布だし、かつおだし
魚肉（国内産）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405272お魚チップス
(のどぐろ入り)

G120日�

40g 270円(税込292円)通常税込302円
原材料：魚肉すり身(タラ(国産)、のどぐろ{アカムツ}(国
産)、砂糖)、馬鈴薯澱粉、食用なたね油、砂糖、食塩、魚
粉(アジ、食塩)、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし、かつおだ
し
魚肉（国内産）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405273メイシー りんごと
ぶどうのマシュマロ

BG150日�

16個(8個×2種) 195円(税込211円)
原材料：砂糖、水飴、ゼラチン、果汁(りんご、ぶどう)、でん
粉/酸味料(クエン酸)、香料
水飴（国内産）�

国内産ぶどう果汁を50%、
北海道産てんさい糖を使用した
無着色、無香料のゼリー

創健社（神奈川県･横浜市）

405274メイシー 
ぶどうのゼリー

G120日�

6個 245円(税込265円)
原材料：甜菜、ぶどう果汁、寒天、増粘剤(ローカストビー
ンガム)、PH調整剤(クエン酸三ナトリウム)酸味料(クエン
酸)
�

国内産みかん果汁を50% 
無着色、無香料のゼリー

創健社（神奈川県･横浜市）

405275メイシー 
みかんのゼリー

G120日�

6個 245円(税込265円)
原材料：甜菜、みかん果汁、寒天、増粘剤(ローカストビー
ンガム)、酸味料(クエン酸)

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405276お魚チップス･
あおさ

G120日�

40g 260円(税込281円)
原材料：魚肉すり身(魚肉(国産)、砂糖)、馬鈴薯澱粉、食
用なたね油、砂糖、あおさ(粉末)、食塩、魚粉(アジ、食
塩)、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし、かつおだし
魚肉（国内産）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405277お魚チップス･
甘えび

G120日�O

40g 260円(税込281円)
原材料：魚肉すり身(魚肉(国産)、砂糖)、馬鈴薯澱粉、食
用なたね油、甘えび(頭･殻)、砂糖、食塩、魚粉(アジ、食
塩)、魚醤(イワシ、食塩)、昆布だし、かつおだし
魚肉（国内産）�

チョコを内部まで
しみこませました

日本生活協同組合連合会

405278しみチョコスナック

EG180日�IKL

56g 100円(税込108円)
原材料：準チョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全
粉乳、ココアパウダー)(国内製造)、コーングリッツ(遺伝子
組換えでない)、砂糖、食塩、小麦粉/乳化剤(大豆由来)、
炭酸Ca、香料
カカオ（ガーナ、コートジボワール、マレーシア、インドネシア等）�

厚みの薄いクッキーとアーモンドとチョコレートの絶妙なバランス

日本生活協同組合連合会

405279ハイシャレル

EHIKL � 8枚入 258円(税込279円)
原材料：チョコレート(糖類(砂糖、乳糖)、カカオマス、ココアバター、全粉乳、植物油脂、脱脂粉乳)(国内製造)、クッ
キー(小麦粉、アーモンド、砂糖、ショートニング、卵白、鶏卵、食塩)/乳化剤(大豆由来)、香料

カカオ（ガーナ、コートジボワール等）�

クラッシュした
カリフォルニア
産アーモンドを
乗せて焼き上げ
たラングドシャ
クッキ ー を、
チョコで包みま
した。　

一口タイプの
ミルクチョコレート

日本生活協同組合連合会

405281ファミリー
チョコレート

EIK

200g 276円(税込298円)
原材料：砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、ココアバ
ター、ココアパウダー、乳化剤、香料(大豆由来)
�

10種類の野菜原料を軽い食感の
生地に練り込みました

日本生活協同組合連合会

405280国産小麦の野菜バー
JL

73g 100円(税込108円)
原材料：小麦粉(小麦(国産))、植物油脂、砂糖、ショートニ
ング、乾燥野菜(たまねぎ、ねぎ、赤ピーマン、ほうれん草、
ごぼう、にんじん、キャベツ)、トマトパウダー、食塩、モル
トエキス、イースト、ブロッコリーパウダー、乾燥パセリ/炭
酸Ca、膨張剤、香料
小麦（国内産）�

膨張剤、香料を使わず
シンプルな素材です

日本生活協同組合連合会

405282ぴよっちサブレ
G180日�HIJL

8枚 178円(税込192円)
原材料：小麦粉(小麦(国産))、マーガリン、砂糖、バター(乳
成分を含む)、ショートニング、鶏卵、食塩
小麦（国内産）�

国産りんご100%
濃縮還元果汁使用

日本生活協同組合連合会

405284りんごジュース100

CG90日�

1ℓ 285円(税込308円)
原材料：りんご果汁、酸化防止材、香料
りんご（国内産）�

国産の六条大麦を100%使用 
ノンカフェイン

日本生活協同組合連合会

405285麦茶(六条大麦使用)

2000㎖PET×6本 768円(税込828円)
原材料：大麦(国産)
大麦（国内産）�

138円（税込）
1本当り

アーモンドの風味そのままに

日本生活協同組合連合会

405283食塩不使用
アーモンド

G180日�

110g 298円(税込322円)
原材料：アーモンド(アメリカ産)
アーモンド（アメリカ）�

広島県瀬戸田産のレモンを使用 
ホットでもアイスでも

日本生活協同組合連合会

755 粉末レモネード
G180日�

17g×10 280円(税込302円)
原材料：砂糖、レモン、ビタミンC、香料(レモンオイル)
レモン（広島県）�

OK
前日
！


