
josoわ どい
co-op mail

　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

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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高菜や味付け卵等をトッピングするのが本場流

原材料：豚肉(国産)、しょうゆ、はちみつ、粒状大豆たん白、砂糖、老酒、しょうがペースト、ポークブイヨン、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、(一部に小麦
･大豆･豚肉を含む)

豚肉（国内産）�

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

455 台湾ルーロー飯(魯肉飯)

FJKL � 100g×2 607円(税込656円)

あっさり味のサフランライスに具材の魚介類をセット

原材料：サフランライス〔米(国産)、パーム油、食塩、魚介エキス(魚介類)、マーガリン(乳成分含む)、たんぱく加水分解物(ゼラチンを含む)、こしょう、に
んにく末(大豆を含む)、サフラン末/カロテノイド色素、香料〕、ボイルパーナ貝、メルルーサ、いか、えび、ボイルあさり

米（国内産）�

東京コールドチェーン（神奈川県･川崎市）

456 パエリアセット(魚介類･サフランライス)

FOIJK � 790g(具材5種290g) 1352円(税込1460円)通常税込1501円

南高梅の香りが食欲をそそる

原材料：サバ(ノルウェー)、調味梅干(国産)、砂糖、醤油(小麦･大豆を含む)、みりん、還元水あめ、たん白加水分解物、梅酢、澱粉分解物、おろし生姜、
食塩、増粘剤(加工澱粉)

さば（ノルウェー）、梅（和歌山県）�

ダイマツ（鳥取県･米子市）

457 氷温造り さばの梅煮

FG180日�JKL � 100g(固形量70g)×3切 550円(税込594円)

帆立の貝柱が持つ本来の旨みを活かしました

日本生活協同組合連合会

459 ほたて貝柱水煮ほぐし身
70g 400円(税込432円)通常税込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）�

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

460 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）�

軟骨のコリコリした食感と
胡椒の風味が◎

イシイフーズ（徳島県･石井町）
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)
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）�

レンジか
トースターで

原材料を
明記しています

大根おろし、レモン果汁のさっぱりタレ

おとうふ工房いしかわ（愛知県･高浜市）

458 揚げだし豆腐(大根おろしタレ)

EG届いて2日�JKL � 揚げ出し豆腐4個、タレ25g 225円(税込243円)通常税込259円
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、(一部に小麦を含む)〕

大豆（国内産）�

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。

レンジで

甘辛く味付けし
た国産豚粗挽き
肉に「五香粉」の
香りがクセにな
ります。湯煎し
て。加工でん粉:
全体の1.4%

ノルウェー産の
さばを使用し紀
州南高梅干しを
丸々1個入れ、香
り高く煮付けま
した。

国産の帆立原料を使用
し、サラダなどに使い
やすいほぐし身タイプ
に仕上げました。

米は国産のムツカ
オリを使用。4人
前のレシピ付。

ブルーベリー･ス
トロベリーを多
めに、ブラックベ
リー･ラズベリー
を控えめにし、よ
り甘酸っぱい味
わいに。

湯煎で

湯煎で

フライパンで

22 23 24 25 268/

お盆につき変則供給となります。詳細は追ってお知らせします。

注 文 用 紙

提 出

お 届 け
カレンダー

定 番 品

の お 届 け

1 2 3 4 5
月 火 水 木 金

8/

2022 年 8 月 3 回

特別企画品

の お 届 け

8/ 17（水） 18（木） 19（金）

※変則供給の為「前日OK」「ふるさと便」の対応はできません。予めご了承ください
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野菜の甘みをお楽しみ下さい　

盛付例

ニッコー（神奈川県･大和市）

461 お弁当用根菜コロッケ

FJKL � 12個240g 421円(税込455円)通常税込470円
原材料：野菜(じゃがいも(国産)、にんじん(国産)、たまねぎ(国産)、れんこん(国産)、ごぼう(国産))、しょうゆ、砂糖、食
塩、衣(パン粉、小麦粉、でん粉)、揚げ油(なたね油)、(一部に大豆･小麦を含む)

�

素材を活かしたやさしい味付けです

ニッコー（神奈川県･大和市）

463 ママのミニハンバーグ

FHIJL � 7個168g 370円(税込400円)通常税込430円
原材料：食肉(豚肉、鶏肉、牛肉)、野菜(タマネギ、にんにく)、つなぎ(パン粉、澱粉、鶏卵)、牛乳、食塩、胡椒、菜種油

豚肉（国内産）�

自家製トマトソース使用 管理栄養士監修

大進食品（神奈川県･横浜市）

464 手こねハンバーグトマトソース惣菜セット

FHIJKL � 220g 798円(税込862円)
原材料：【手こねハンバーグ･自家製トマトソース】(ハンバーグ)たまねぎ(国産)、豚肉(国産)、ブロッコリー、鶏卵、牛肉、
パン粉、食塩、こしょう、ナツメグ、(トマトソース)たまねぎ、トマトピューレー、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖、調
合油、チキンコンソメ、乾燥パセリ【根菜のごま風味サラダ】さといも(国産)、れんこん、ごまドレッシング、にんじん、ぶ
なしめじ、ばれいしょでん粉、調合油/増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物【鮭のチャウダー】じゃがいも(国産)、にんじ
ん、牛乳、鮭(国産)、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、チキンコンソメ、食塩、こしょう【ほうれん草とえのきのお浸
し】ほうれん草(国産)、えのきたけ、しょうゆ、みりん風調味料、かつお節【南瓜煮】かぼちゃ(国産)、砂糖、しょうゆ、昆
布だし

豚肉（国内産）･玉ねぎ（徳島県）�

国産素材を使い、化学調味料
不使用で美味しさと素材に
こだわったおかずのセット

大進食品（神奈川県･横浜市）

465 阿波鶏のあんかけ唐揚げ 
お惣菜プレート

FJKL

250g 700円(税込756円)
原材料：【阿波鶏のあんかけ唐揚げ】鶏肉(国産)、小麦
粉、馬鈴しょでん粉、白菜、玉ねぎ、菜種油、つゆ、人参、
生姜、発酵調味料、【茄子の揚げ浸し】茄子(国産)、つゆ、
いんげん、菜種油、生姜、砂糖、【青菜とちりめんじゃこの
お浸し】小松菜(国産)、人参、つゆ、ちりめんじゃこ、【ひじ
きと大豆の煮物】ひじき(国産)、大豆、つゆ、人参、しょう
油、砂糖、油揚げ、発酵調味料、菜種油
鶏肉（徳島県）�

三陸産わかめの磯の香りと
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）

466 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）�

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）�

原材料から植物油脂が抜け、よりヘルシーにリニューアル

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、食塩、こしょう

鮭･野菜（国内産）�

マルマス（北海道･森町）

468 北の包み焼(塩こしょう味)

FCG180日�I � 85g×2 517円(税込558円)

骨取り済み　湯煎がおすすめです!

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）�

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 380円(税込410円)通常税込430円

湯煎がおすすめです!
個包装で朝食や弁当に便利

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)
原材料：秋鮭(北海道)、食塩
秋鮭（北海道）�

加圧処理済みで骨まで
食べられます

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）�

原口商店（宮崎県･都城市）

472 カレイの甘酢あんかけ

FJKL

240g(3袋) 460円(税込497円)
原材料：カレイ(アメリカ産)、タレ(醸造酢、砂糖、水飴、醤
油、トマトケチャップ、香辛料、酵母エキス)、、野菜(玉葱、
人参、ピーマン)、衣(小麦粉、でん粉、小麦たん白)、白だ
し、大豆油/増粘剤(加工澱粉)、(一部に小麦･大豆･さばを
含む)
カレイ（アメリカ）�

原口商店（宮崎県･都城市）

473 白身魚の甘酢あんかけ

FJKL

200g(2袋) 460円(税込497円)
原材料：ホキ(ニュージーランド産)、野菜(玉葱、にんじん、
ピーマン)、タレ(醸造酢、砂糖、水飴、醤油、トマトケ
チャップ、香辛料、酵母エキス)、衣(小麦粉、でん粉、小麦
たん白)、揚げ油(大豆油)/増粘剤(加工でん粉)
ホキ（ニュージーランド）�

サラダに！

松岡水産（千葉県・銚子市）

474 紅鮭スモークサーモン

F � 70g 458円(税込495円)通常税込508円
原材料：紅鮭（アメリカ産）、食塩

紅鮭（アラスカ）

唐辛子や胡椒の辛味と、酢やトマトの酸味が調和したバランスの
良い味に仕上げました

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

475 食べるサンラータンスープ

FHJKL � 250g×2 709円(税込766円)
原材料：豆腐、液卵、豚肉、トマト、豆板醤、醸造酢、ねぎ、にんじん、はるさめ、しょうゆ、チキンエキス、ばれいしょでん粉、
ごま油、にんにく、しょうが、水あめ、しいたけ、食塩、香辛料、加工でん粉、豆腐凝固剤、(原材料の一部に小麦を含む)

豚肉（国内産）�

様々な風味が織り成す奥深い味わい

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405251アジア薫るトムヤムクン

FOJK � 180g×2 667円(税込720円)通常税込766円
原材料：えび(国産)、こめ油、グリーンカレーペースト(唐辛子、にんにく、レモングラス、赤玉ねぎ、食塩、ガランガー、カ
フィアライムの皮、シュリンプペースト)、ふくろ茸水煮、魚醤、チキンエキス、ココナッツミルク、トウバンジャン、エビエキ
ス、濃縮ライム果汁、砂糖、ばれいしょでん粉、にんにくペースト、しょうがペースト

えび（国内産）、ふくろ茸（中国）�

じっくり煮込んだ牛肉の旨味と
コクが味わえる、韓国を
代表するスープ

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405252ソルロンタン
(雪濃湯)

FJ

200g×2 599円(税込647円)
原材料：トック[米粉(国産)、食塩]、大根(国産)、牛肉(国
産)、生姜汁、牛骨スープ、ポークエキス、食塩、ガーリック
ペースト、酵母エキス、白こしょう
牛肉（国内産）�

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。

淡路玉葱と国産合
挽肉使用ハンバー
グに根菜ごまサラ
ダ･鮭チャウダー･
法蓮草浸し･南瓜煮
を組合せました。

北海道の素材(鮭
･玉ねぎ･じゃが芋
･南瓜･アスパラ)
の味を生かし塩
こしょうで味付け
した包み焼き

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。朝食や弁当に
便利です。湯煎か電子レ
ンジで。

塩のみで味付け
し、「 冷 燻 方
式」で仕上げま
した。桜のチッ
プでスモークし
た本格スモーク
サーモンです。

えびの旨味、唐辛子の辛味、ライム
の酸味にココナツミルクがまろや
かな、タイを代表するスープ。

酸っぱくて辛い、中
国の四川料理を代
表するスープ。豆腐
や春雨でボリュー
ムを加えました。

お弁当に便利なように小さなハン
バーグを作りました。レンジ加熱。ま
たはフライパンでゆっくり温めて。

12
 個入

お得
レンジか
トースターで

軟骨のコリコリした食感と
胡椒の風味が◎

イシイフーズ（徳島県･石井町）

462 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)
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）�

レンジか
トースターで

レンジか
フライパンで

レンジで

レンジで

レンジで

レンジで 鍋で

レンジか湯煎で

ニュージーランド産の白身魚
(ホキ)を唐揚にし、野菜と合わせ
甘酢あんかけにしました
レンジか湯煎で

アメリカ産のカレイを唐揚にし、
野菜と合わせた甘酢あんかけにしました
レンジか湯煎で

湯煎で

湯煎で

湯煎で 湯煎で

流水解凍で

次回値上げ

レンジか湯煎で
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手軽なデザートやおやつにピッタリ

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

CO-OP MAIL JOSOわいど【2022年8月3回】

千倉水産加工販売（千葉県･船橋市）

405253骨までやわらか 
さんまみぞれ煮

FCJKL

75g×2 398円(税込430円)
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）�

かつお、煮干しの風味が効いた
つゆに、かき揚げの旨みが
よく合うかき揚げうどん

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

405257 讃岐かき揚げうどん

FCJKL

2食560g 417円(税込450円)通常税込464円
原材料：めん[小麦粉{小麦(国産)}、食塩、(一部に小麦を含
む)]、具[かき揚げ{野菜(たまねぎ、にんじん、ごぼう、いん
げん)、衣(小麦粉、でん粉、食塩)、揚げ油(なたね油)}/ベー
キングパウダー、(一部に小麦を含む)]、つゆ[しょうゆ、糖
類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食塩、かつおエキス調味
料、混合削り節(さば節、いわし節)、酵母エキス、小麦グル
テン酵素分解物、混合だし(かつお節、さば節)、いわし煮
干粉末、昆布エキス、(一部に小麦･さば･大豆を含む)]
小麦（国内産）�

キャベツ･ニラ･肉を炒めたものに加えるとボリュームUP

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405254トッポギ炒め

FJKL � 200g 435円(税込470円)
原材料：トッポギ[米粉(うるち米(国産))、食塩]、玉ねぎ(国産)、コチュジャン、砂糖、植物油脂、チキンスープ、しょうゆ、ゼ
ラチン、馬鈴薯でん粉、ごま、(一部に小麦･鶏肉･大豆･ゼラチン･ごまを含む)

米（国内産）�

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

美雷（大分県･宇佐市）

405255関西風お好み焼き

FCHKL

160g×2枚 536円(税込579円)
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）�

昔、喫茶店で食べたような
懐かしい味のするソース焼そばに
仕立てました

大進食品（神奈川県･横浜市）

405256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）�

手軽に本格的なチャプチェを楽しめます

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405258チャプチェ

FCJKL � 180g×2 658円(税込711円)
原材料：国産野菜(玉ねぎ、にんじん、小松菜)、春雨(国産)、しょうゆ、砂糖、ガラスープ、ごま油、水あめ、きくらげ、コ
チュジャン、ごま、ガーリックパウダー、食塩、こしょう、いため油(なたね油)、(原材料の一部に小麦、鶏肉、米を含む)

春雨（国内産）�

特製焼肉たれで仕上げた
国産牛と玉葱をサンドしました

ニッキーフーズ（大阪府･大阪市）

405260ライスバーガー 
国産牛焼肉

FCJKL

5個600g 1043円(税込1126円)
原材料：米、牛肉、たれ【しょうゆ、糖類(砂糖、水あめ、果
糖ぶどう糖液糖)、野菜(にんにく、たまねぎ)、みりん、還
元水あめ、その他】、たまねぎ、しょうゆ、植物油脂、食
塩、発酵調味料、砂糖、粉末しょうゆ、かつおエキス、昆布
だし/増粘剤(加工でん粉)、トレハロース、膨張剤、(一部
に小麦、牛肉、大豆、りんご、胡麻を含む)
米･牛肉（国内産）�

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

大進食品（神奈川県･横浜市）

405261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)
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

千切りのじゃが芋とチーズを一緒に
じっくりと薄く焼いた、カリッと
香ばしいガレット

カラミノフーズ（東京都･新宿区）

405262じゃがいもの
チーズガレット

FG180日�HIKL

240g(2枚入) 577円(税込623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）�

日本生活協同組合連合会

405263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）�

よつ葉乳業（北海道･音更町）

405264濃厚ヨーグルト
(ベリーミックス)2個組

EG22日�I

80g×2 298円(税込322円)通常税込346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）�

北海道産の粒よりの大豆をふっくら煮上げた素材缶

日本生活協同組合連合会

666 大豆ドライパック
K

� 140g×3 410円(税込443円)通常税込454円原材料：大豆(北海道)

大豆（北海道）�

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　
盛付例

ニチロ十勝食品（北海道･更別村）

668 スイートコーン 
ドライパック

110g×2 280円(税込302円)
原材料：スイートコーン(北海道)、食塩
スイートコーン（北海道）�

岩手県産の小
麦を使ったクロ
ワッサンです。

岩手県産の小麦、個包装です

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）

405265発芽玄米入りクロワッサン

G45日�HIJKL � 10個 690円(税込745円)

きはだまぐろを食べやすいよう
大豆油と野菜スープに漬込みました

日本生活協同組合連合会

677 ライトツナフレーク
まぐろ油漬

K

70g×3 399円(税込431円)
原材料：きはだまぐろ（輸入又は国産）、大豆油（遺伝子
組換え不分別）、野菜エキス、食塩、トマトペースト／香辛
料抽出
きはだまぐろ（台湾等）�

水戻し不要の素材缶 
そのまま調理に使えます
調
理
例�

野
菜
と
ひ
じ
き
の
マ
リ
ネ

日本生活協同組合連合会

667 ひじきドライパック

110g 190円(税込205円)
原材料：芽ひじき(国内産)
芽ひじき（国内産）�

くせがなくマイルドな風味の
オリーブオイル
使用例�アヒージョ

日本生活協同組合連合会

553 オリーブオイル

400g 520円(税込562円)
原材料：食用オリーブ油(オリーブ圧搾、スペイン産)
オリーブ（スペイン）�

国産いわし煮干、いわしぶし、
あじ煮干し、かつおぶし、昆布、
椎茸を使った合わせだし
使用例�

日本生活協同組合連合会

574 味パック合わせだし
G180日�

10.5g×6×5 555円(税込599円)
原材料：いわし煮干(国内産)、いわしぶし、あじ煮干、かつ
おぶし、昆布、乾椎茸
�

夏おでんに

甘さひかえめ

日本生活協同組合連合会

671 みかん缶

295g×3 761円(税込822円)
原材料：みかん(国産)、砂糖･ぶどう糖果糖液糖/酸味料
みかん（国内産）�

148円（税込）
1缶当り
約

151円（税込）
1缶当り

144円（税込）
1缶当り
約

274円（税込）
1缶当り

加圧処理済みで骨まで
食べられます

湯煎で 湯煎で

湯煎で

サラダや五目煮等に。

国産米使用のトック(も
ち)と炒めた玉ねぎに
甘辛のタレをからめま
した。原料に豚皮由来
のゼラチン使用。

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。

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

レンジで

レンジで フライパンで

レンジで

レンジか鍋で

レンジか湯煎で

75円（税込）
1個当り
約
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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。

星の形をした、サクッと
かるーい食感のサラダせんべい

国産小麦の小麦粉を使った
ドライタイプのワッフル　

イカの形をした
スナック！

にがりを含む粗塩で
味付けしました

国
産
魚
肉
を
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、

魚
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と
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CO-OP MAIL JOSOわいど【2022年8月3回】

創健社（神奈川県･横浜市）

405266メイシー 
ポテトチップス

BG120日�J

34g 130円(税込140円)
原材料：馬鈴薯(遺伝子組換えでない)、植物油脂(米油、
パーム油)、食塩※コンタミとして乳、小麦、えび
じゃがいも（北海道）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405267メイシー 
うみのおさんぽ

BJK

9g×4 223円(税込241円)
原材料：玄米、植物油脂、食塩、押麦、はだか麦、黒米、モ
チ玄米、あおさ、青のり、黒大豆、発芽玄米、もち麦、赤
米、青肌玄米、もちあわ、もちきび、はと麦、大豆、たかき
び、緑米、アマランサス
玄米（国内産）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405268メイシー しおあじの
ポップコーン

BG120日�J

30g 125円(税込135円)
原材料：とうもろこし(アメリカ、遺伝子組換えでない)、植
物油(こめ油)、食塩
とうもろこし（アメリカ）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405269お魚チップス 
プレーン

G120日�

40g 255円(税込275円)通常税込286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）

405270お魚チップス 
あおさ

G120日�

40g 275円(税込297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）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405271メイシー サクサクの
ドライワッフル

BHIL

5枚 204円(税込220円)通常税込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）�

サクッと香ばしいしょうゆ味の
おせんべいを、ほんのりかつお味で
仕上げました

創健社（神奈川県･横浜市）

405272メイシー さんかく
おむすびのおせんべい

BG120日�JKL

14g×4 270円(税込292円)
原材料：うるち米(国産)、植物油脂(米油、パーム油)、醤油
(大豆･小麦を含む)、砂糖、海苔、かつお粉末
うるち米（国内産）�

創健社（神奈川県･横浜市）

405273 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）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405274お魚チップス
(のどぐろ入り)

G120日�

40g 320円(税込346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）�

別所蒲鉾店（島根県･出雲市）

405275お魚チップス
甘えび

G120日�O

40g 265円(税込286円)通常税込297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）�

しおあじがちょうどよい
ポテトチップス!

ラングドシャクッキーを
チョコで包みました

日本生活協同組合連合会

405280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）�

アーモンドの風味そのままに

日本生活協同組合連合会

405276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）�

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

405277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

405279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）�

国産小麦使用、個包装

日本生活協同組合連合会

405278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）�

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

405283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

405284麦茶(六条大麦使用)

2000㎖PET×6本 828円(税込894円)
原材料：大麦(国産)
大麦（国内産）�

149円（税込）
1本当り

くせのない飲みやすい 
出羽三山の地下水を170mの
深井戸からくみ上げました

日本生活協同組合連合会

756 月山の水

2ℓ 125円(税込135円)
原材料：出羽三山の地下水
山形県� ［放］不検出�＜0.5�＜0.5

一口タイプのミルクチョコレートを
食べやすく一つ一つひねり包装に
つつみました

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)
�

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

405282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）�

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。


