
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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co-op mailjoso2022年度 みんなで取り組む活動テーマ

つくると食べるでつながろう
〜私たちの地産地消〜

ポイン ト
低温(160℃くらい)か
ら揚げていき、皮が色
づきはじめたら火を強
めて最後は油の温度を
上げるとカリッと油切
れの良い仕上がりに♪

上手に揚げる

何でもまきま
き♪

春巻きの皮で

トマト(イタリア)� 　�

�� 　　11  � 　
ナガノトマト(長野県･松本市)　�
あらくつぶしたトマトピューレづけ3個組

390g×3 660円(税込714円)通常税込777円
イタリア産完熟トマトを使いやすい大きさにカットし、
ピューレ漬けにしました。トマトを切らずに使えます。

小麦(北海道、岩手県)［放］不検出�＜2.8�＜3.9�

�� 　　12  EC � 　L
三立食品(東京都･葛飾区)　� G25日�
春巻の皮(みちのく)

10枚 252円(税込272円)通常税込285円
群馬県� 　［放］不検出�＜4.1�＜4.5�

�� 　　15  � 　
吉澤さん達(群馬県･昭和村)　�
グリーンアスパラ

約100g 280円(税込302円)通常税込322円

甘藷澱粉(九州)� 　�

�� 　　13  � 　
日本澱粉工業(鹿児島県･鹿児島市)　�
はるさめ

100g×2 234円(税込252円)通常税込274円
えび(インド)、ほたて(青森県)� 　�

�� 　　14  FC � 　O
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�
エビホタテミックス

200g 480円(税込518円)通常税込538円
茨城県� 　［放］不検出�＜3.6�＜4.5�

�� 　　16  � 　
微生物農法の会･長島さん(茨城県･行方市)　�
長島さんの人参

500g 210円(税込227円)通常税込238円
茨城県� 　�

�� 　　17  EA � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク バラスライス

250g 540円(税込583円)通常税込595円
厚さ3～3.5mm。

高知県産旬の生苺の果汁･果肉を使用

生乳(北海道)、いちご(チリ、他)� 　�

�� 　　20  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G22日�
濃厚ヨーグルト(ベリーミックス)2個組

80g×2 298円(税込322円)通常税込346円
北海道産ミルクの濃厚な味と濃密な食感。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。

生乳(北海道)、いちご(高知県)� 　�

21  FI

久保田食品(高知県･南国市)　�
いちごアイス

100㎖ 210円(税込227円)

大粒で甘みが強い

茨城県� 　�

�� 　　18  � 　
ベテル未来･中村さん(茨城県･石岡市)　�
いちご(やよいひめ)

200g 615円(税込664円)通常税込680円

やや小粒で甘みと酸味のバランスが◎

茨城県� 　�

�� 　　19  � 　
ベテル未来･中村さん(茨城県･石岡市)　�
いちご(よつぼし)

200g 615円(税込664円)通常税込680円

こだわりのいちごベーグル

小麦(北海道)、いちご(茨城県)� 　�

�� 　　22  F � 　JL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　� G30日�
いちごベーグル

1個 220円(税込238円)通常税込248円
茨城県産のいちごを生のまま生地にたっぷりと混ぜ合わ
せました。

ランカスターイチオシの紅茶

紅茶(スリランカ)、香料(中国)� 　�

�� 　　23  � 　
ランカスター(千葉県･千葉市)　�
ワイルドストロベリーティー (ティーバッグ）

2g×20 480円(税込518円)通常税込529円

お彼岸に

沼屋×常総生協コラボ商品!

愛媛県� 　� あじ(国内産)� 　�

25  FJKL

千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　� G180日�
あじと3種の野菜マリネ

150g 380円(税込410円)通常税込430円
小豆(北海道)� 　�

�� 　　26  F � 　J
岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 おはぎ

6個300g 648円(税込700円)通常税込740円
大豆(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.0�＜3.3�

27  EKL

沼屋本店(茨城県･つくば市)　�
常総寒仕込みしょうゆ(生)

360㎖ 395円(税込427円)通常税込494円
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今週のイチオシ！

石岡市の島田さんの大豆を使っ
て、沼屋本店と一緒に作った2年
仕込み醤油。

久々
登場！

すっきりした酸味
と 豊 か な 風 味 で
す。手で剥きにくの
でスマイルカットで
どうぞ。除草剤、
化学肥料不使用。

春にぴったりのお魚のマリネ♪ 無漂白の道明寺粉を使
用。あんは厳選した小
豆で、あきのこない甘
さに仕上げています。

�� 　　24  � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�
無茶々園のブラッドオレンジ

1kg 698円(税込754円)通常税込810円

石岡市
From 

石岡市出身の中村さんは、
県外で長年環境保全に関わる仕事に従事し、
3年前に石岡市に戻ってきました。近年石岡
市でも高齢化･ 後継者不足により、果樹の
伐採や耕作放棄地が拡大しています。それに
危機感を覚え、「石岡市から安心 ･ 安全な栽培
で後継できる農業を」という理念で、農薬や化学肥料に頼ら
ない栽培でいちごを作っています。

※�詳細は今週配布 (3月 3回の Newsletter をご
覧ください )

新しい生産者が加わりました

ベテル未来 中村さん

ベ
テ
ル
未
来･

�

中
村
さ
ん

大 粒 で 甘 み が 強
く、まろやかな酸
味が特徴です。農
薬無散布･化学肥
料不使用。

甘みと酸 味 の
バランス が よ
くさっぱりした
後 味 で す。農
薬無散布･化学
肥料不使用。

牛乳と苺と砂糖だけで造り
上げ、素材本来の持ち味を
最大限に引き出したアイス
です。乳脂肪分：1.5%

1個入
甘酸っぱい野いちごの香
りがする紅茶。砂 糖やミ
ルクとの相性がよく、ミル
クティーがおすすめ。

6個入

九州産甘藷澱粉と北
海道産馬鈴薯澱粉を
ブレンドした国 産 の
春雨です。

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。

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

シーズン初 無農薬

無農薬

233円/100g

茨城県� 　�

�� 　　9  FA � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　� G30日�
茨城県産ローズポーク 挽肉

300g 440円(税込475円)通常税込502円

158円/100g

日中は40℃近く、夜
は−10℃以下で育つ
寒締め栽培。農薬無
散布。

国産小麦粉と赤穂
の天日塩 で作った
シンプルな皮。油で
揚げたり、焼いても
美 味し い 。ピ ザ 生
地代わりにも。

手作りが楽しい

肉巻き♪
旬の野菜で

茨城県� 　［放］不検出�＜4.0�＜3.9�

�� 　　8  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのキャベツ

1玉 210円(税込227円)通常税込248円

ビタミンCが豊富
なキャベツはいつ
も食卓にのせたい
野菜です。減農薬
栽培。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　10  EC � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G90日�
よつ葉シュレッドチーズ

250g 558円(税込603円)通常税込621円

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。

ロールキャベツ、春巻き、
肉巻き…。

色んなアレンジで春の食材を
美味しくいただきましょう。

手作りが楽しい、
巻きまきレシピ
大集合です !

春の
巻きまき

みんなで作って
楽しもう♪

あじ(国内産)と玉ねぎ、人参、ピー
マンの3種の野菜(いずれも国産)を
つかった、マイルドなマリネです。

無農薬 無農薬

赤身率は8割です。
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ちくわdeてんぷら
竹輪と一緒に春の野菜で天ぷらに竹輪と一緒に春の野菜で天ぷらに

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月3回】

神奈川県� 　�

�� 　　28  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G4日�
丹沢高原豚 バラスライス

200g 498円(税込538円)通常税込549円
脂と赤身が層になったバラ肉。厚さ約
3mm。

白菜(国内産)� 　�

�� 　　29  EB � 　OJKL
やがちゃんキムチ(千葉県･柏市)　�G14日�
白菜キムチ「頂」

300g 480円(税込518円)通常税込538円
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。

大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜2.5�＜2.9�

�� 　　30  EC � 　JK
沼屋本店(茨城県･つくば市)　�G180日�
沼屋 手造りみそ

1kg 520円(税込562円)通常税込572円
茨城県産大豆と、国産米こうじを使い、3ヶ
月熟成で色を白く仕上げました。塩分12%。

すけそうだら(アメリカ、北海道)�　�

�� 　　31  EC � 　J
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G10日�
小竹輪

5本
150g 328円(税込354円)通常税込365円

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。

� 　�

�� 　　32  C � 　L
桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�
天ぷら粉

400g 375円(税込405円)通常税込416円

千葉県� 　［放］不検出�＜4.1�＜2.5�

�� 　　35  � 　
JAいちかわ･寺田さん、鈴木さん(千葉県･柏市)　�
柏田中の完熟トマト

1kg 710円(税込767円)通常税込788円
小豆(北海道)、米(岩手県)、よもぎ(国内産)� 　�

36  FJ

岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 よもぎおはぎ

4個200g 407円(税込440円)通常税込462円

◆作り方
❶　 にんにくはみじん切り、玉ねぎは薄切り、しめじは小房に分ける。トマトはザク切りにする。
❷　     フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて熱する。香りが立ったら玉ねぎ、しめじを加

える。
❸　野菜がしんなりしたら、小麦粉を加え全体に混ぜる。
❹　 トマトとAを入れて、少しとろみがつくまで煮る。塩･こしょうで味をととのえる。
❺　茹でたパスタと④を和えて皿に盛る。

切り取ってご活用ください 切り取ってご活用ください

具が余ったらパイにしたり、そのまま食べても♪
●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

53 � 54 りんご 90 � 91 さつまいも

トマトの酸味がいきた あっさりした
クリームソース
●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

35 �トマト 104 �しめじ 633 �スパゲッティ12 �春巻きの皮

◆作り方
❶　 さつまいもは皮をむき、1cm幅

のいちょう切りにする。りんごは
皮 と 芯 を 取 り、6つ に 割 って
1cm幅に切る。

❷　 鍋に①を交互に重ねて入れ、水
カップ1程度入れ、ひと煮したら
砂糖を加え弱火で煮る。最後に
レモン汁をかけ、煮含める。

❸　 春巻の皮を広げ冷めた②をのせ
て巻く。

❹　 フライパンに少し多めの油を熱
し、③の両面を焼く。

※レーズンはお好みで入れて。

◆材料(4人分)
りんご ������������ 2コ 
さつまいも �������� 200g 
砂糖 ������������ 60g 
レモン汁 ���������大さじ1 
春巻きの皮 ��������� 10枚 
レーズン ������ 適宜(お好みで)

りんごとさつまいもの
焼き春巻き

ツナのトマトクリーム
パスタ
ツナのトマトクリーム
パスタ
◆材料
スパゲッティ �� 300g
にんにく �����  1片
玉ねぎ ������ 1個
しめじ ������� 1房
トマト �������2個
オリーブオイル �� 適宜
小麦粉 �����大1/2
　ツナ缶 ����� 1缶
　ケチャップ ����大2
　牛乳 ���� 100cc
塩･こしょう ��� 適宜

A

3拍子揃った美味しさ
清見オレンジ

今週のおすすめ

清見オレンジは、
①オレンジのような芳香さ
②果汁たっぷりの果肉
③まろやかな甘さ
が特徴です。スマイルカット
または半分にてスプーンで
食べるのがおススメです!

愛媛県� 　�

�� 　　34  � 　
木下さん達(愛媛県･西予市)　�
清見オレンジ

800g 510円(税込551円)通常税込598円

スマイルカットでどうぞ

みかんとオレン
ジの 掛け 合わせ
品種。たっぷりの
果 汁と、芳 醇 な
香りが 特 長 的。
減農薬栽培。

柏田中の完熟トマト 芽吹き屋から

　　新登場今年の生育は順調です!
柏田中の完熟トマトは、常
総生協の大玉トマトの中で
も人気№1!寺田さん、鈴
木さんのお二人が完熟期
を見極め、毎日前日に常
総生協まで届けています。

ここがポイント!
湿気が強
くなると、
根腐れや
病気にな
りやすく、
トマトの
枝葉をつたって全体に影響が
広がってしまいます。トマトハ
ウスの中は落ち葉が敷き詰め
られ、落ち葉が水分を適度に
吸ってくれる事で過度な湿気
を防ぎ、室温を一定に保つ効
果があります。

人気No.1
トマト

上･寺田さん
下･鈴木さん

時季を絞り、距離の近さ
も活かした完熟トマトを
お届けします。減農薬栽
培。

通い箱 (ダン
ボール)は再利
用しますので
ご返却下さい 原材料：つぶあん(小豆(国産)、砂糖、還元

水あめ、食塩)、もち米、砂糖、よもぎ、寒天
加工品(麦芽糖、寒天)、食塩

よ
も
ぎ
が
風
味
よ
く
、

　
　
お
は
ぎ
の
粒
々
食
感
も
良
い

もち米の生地によもぎを
加えたおはぎです。北海
道産小豆使用のつぶあん
入りです。

269円/100g

なたね(オーストラリア)� 　�

オーストラリア産なたねが原料の圧搾
一番搾りの油。天ぷらの揚げ油として
もコシが強く、繰り返し使えます。

548  大
1400g 1440円(税込1555円)通常税込1598円

33  丸缶 C
600g 790円(税込853円)通常税込875円

米澤製油(埼玉県･熊谷市)　�
圧搾一番しぼりなたねサラダ油

味
噌
と
キ
ム
チ
は
相
性
抜
群

今日は　　で決まり♪これ

豚肉は予め「もみだ
れ」(肉150gの場合、
砂糖小さじ1･醤油大
さじ2･おろしにんに
く)に漬け込んでおく
と更に美味しい

ポイン ト

岐 阜 県 産 の 小
麦粉に、北海道
産 馬 鈴 薯 で ん
粉、膨張剤には
内モンゴル産の
重曹を使用。

豚肉をごま油で炒めた後、だし汁 ( 煮干し･昆布 ) を注ぎ沸
騰させ、アクをとったらお好みの野菜や豆腐･搾った白菜キ
ムチを入れ、味噌をとき入れます。辛味加減は塩とキムチを
搾った汁で調えます。

竹輪の天ぷらは、衣
に青のりを加えるの
もおすすめ。また、
竹輪の穴に野菜（ア
スパラや人参）を入れ
て揚げても。

供給部
戸口の
おすすめ

4個入
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静岡県�　［放］不検出�＜3.5�＜4.1�

�� 　　39  � 　
海瀬農園(静岡県･沼津市)　�
黄金柑

700g 440円(税込475円)通常税込538円
黄色い果皮に小さめサイズですが、味と香りのバランス
は良くオレンジに近い風味。無化学肥料、減農薬栽培。

熊本県� 　�

�� 　　40  � 　
西山さん(熊本県･天草市)　�
菊芋
約200g 210円(税込227円)通常税込298円
薬膳野菜として有名です。生ではシャキシャキ、加熱
するとホクホク、ねっとりした食感です。農薬無散布。

愛媛県� 　�

�� 　　41  � 　
寺尾果樹園(愛媛県･四国中央市)　�
ブラッドオレンジ

600g(3～5玉) 630円(税込680円)
鹿児島県� 　�

�� 　　42  � 　
岩川さん達(鹿児島県･屋久島町)　�
屋久島タンカン

約550g 578円(税込624円)
鹿児島県� 　�

�� 　　44  � 　
濱上さん(鹿児島県･出水市)　�
ジューシーフルーツ

800g 430円(税込464円)
果肉は軟らかく多汁で爽やかな柑橘。落果
防止剤は使用していません。農薬無散布。

奈良県または和歌山県� 　�

�� 　　45  � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�
わけありはっさく(はねだし)

3kg箱入 647円(税込699円)
スレ･キズがありますが、中身は問題な
いものをお届けします。減農薬栽培。

静岡県�　［放］不検出�＜3.7�＜4.1�

�� 　　46  � 　
松永農園(静岡県･静岡市)　�
松永さんのレモン

400g 430円(税込464円)
親子3代にわたり農薬を使用せずレモンを作り続けて
います。皮ごと安心してご利用下さい。農薬無散布。

茨城県� 　�

�� 　　49  � 　
竹村さん(茨城県･かすみがうら市)　�
竹村さんのいちご

200g×2 899円(税込971円)
自分の子供に食べさせられるものをモットーに自家製肥料
･忌避剤で栽培しています。減農薬栽培。

さつまいも(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.6�＜3.9�

�� 　　52  � 　
あゆみの会･白鳥干しいも生産組合(茨城県･鉾田市)　�G60日�
干しいも

150g 646円(税込698円)

長野県� 　�

�� 　　53  � 　
さんさんファーム･宮下さん達(長野県･松川町)　�
りんご(ふじ)訳あり

3玉 450円(税込486円)
果実中の糖度が通常より少低いまま
成熟期を迎えたりんご。減農薬栽培。

青森県� 　�

�� 　　54  � 　
ケーアイ農産(青森県･八戸市)　�
りんご(ふじ)小玉

3～4玉 554円(税込598円)
甘味･酸味･歯ごたえの三拍子が揃った人気品種。蜜
が入りやすく、果汁もたっぷりです。減農薬栽培。

長野県� 　�

�� 　　55  � 　
さんさんファーム･宮下さん達(長野県･松川町)　�
りんご(ピンクレディー )
3玉(700g以上) 680円(税込734円)

希少な品種で酸味と甘みのバランスが良く、紅玉に
近い味わいのりんごです。減農薬･無化学肥料栽培。

栃木県�　［放］不検出�＜3.9�＜4.0�

�� 　　56  � 　
赤羽根さん(栃木県･壬生町)　�
赤羽根さんのキウイフルーツ

200g
(3～4玉入り) 260円(税込281円)

ホルモン剤不使用の為、比較的小ぶりですが、キウイ
本来の甘さがぎっしり詰まっています。農薬無散布。

神奈川県�　［放］不検出�＜4.0�＜4.4�

�� 　　57  � 　
江川農園(神奈川県･小田原市)　�
江川さんのキウイフルーツ

500g 461円(税込498円)
樹にならしておき、十分に味をのせてか
ら収穫、追熟しています。農薬無散布。

ペルーまたはエクアドル� 　�

�� 　　58  A � 　
ヒロインターナショナル(神奈川県･横浜市)　�
バナナ

450g以上 369円(税込399円)
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･化学合成肥料不使用のものをお届けします。

熊本県� 　�

�� 　　59  � 　
作本さん達(熊本県･熊本市)　�
大葉

10枚 145円(税込157円)
独特の芳香を生かして薬味、天ぷら
などに。減農薬栽培。

青森県�　［放］不検出�＜3.6�＜3.4�

�� 　　60  � 　
岩間さん達(青森県)　�
にんにく

約70g 250円(税込270円)
ホワイト種より外皮は紫がかっていて見た目は悪いで
すが、味は良く香りが強いのが特長です。減農薬栽培。

高知県� 　�

�� 　　61  A � 　
大紀コープファーム生産者グループ(高知県)　�
しょうが

100g 165円(税込178円)
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。

栃木県� 　�

�� 　　62  A � 　
上野さん達(栃木県･上三川町)　�
ニラ

1束(約100g) 150円(税込162円)
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。

茨城県�　［放］不検出�＜4.0�＜4.3�

�� 　　63  B � 　
中村農芸･中村さん(茨城県･取手市)　�
中村さんのベビーリーフ

40g 160円(税込173円)
約20種類の品種を使って作ったベビーリーフで
す。食味･彩りにこだわりました。農薬無散布。

熊本県� 　�

�� 　　64  � 　
藤嶋さん(熊本県･天草市)　�
きゅうり

3本 230円(税込248円)
ハウス栽培にて農薬をできるだけ減
らして栽培しました。減農薬栽培。

茨城県�　［放］不検出�＜3.6�＜3.3�

�� 　　71  A � 　
大木さん(茨城県･常総市)　�
大木さんの中玉トマト

300g 398円(税込430円)
大玉トマトより甘みがある中玉系トマト。ビー玉から
ピンポン玉位まで大きさは色々です。減農薬栽培。

愛知県� 　�

�� 　　74  � 　
岡安さん達(愛知県･幸田町)　�
芽キャベツ

約130g 220円(税込238円)
シチューや、茹でて温野菜サラダにして、マ
ヨネーズ等をつけてどうぞ。減農薬栽培。

�� 　　75  � 　
井上さん（埼玉県・美里町）
春ブロッコリー

1個(蕾9㎝以上) 250円(税込270円)
宮崎県� 　�

�� 　　76  � 　
福山さん達(宮崎県･新富町)　�
ピーマン

約130g 194円(税込210円)
肉詰めや、煮込み料理にも。減農薬栽
培。

茨城県�　［放］不検出�＜3.7�＜3.6�

�� 　　77  EA � 　
イバラキ食品(茨城県･石岡市)　�
もやし

250g 59円(税込64円)
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。

見た目を裏切る
爽やかさ&甘み !

甘み★★★★
酸味�★★★★
香り★★★★
果汁多い★★

ゴルフボール
くらいのサイズ 果汁

たっぷり

際立つ甘さ

晩柑が勢ぞろい！ お気に入りの品種を見つけてください

干し上げ後に殺虫殺菌(くんじょう)処理はおこなっておりません

見た目はしょうがのようです
が、生で食べるとヤーコンの
ようなシャキシャキ感 ･風味
はゴボウに似ています。熱を
加えると甘みが増しホクホク
の食感です♪

◦イヌリン (食物繊維 )
◦カリウム
◦ミネラル
などが豊富に含まれ、
スーパーフードとも
呼ばれています。

� 　�

�� 　　38  � 　
微生物農法の会･長島さん(茨城県･行方市)　�
米ぬかボカシ肥料

約2kg 430円(税込473円)

米ぬかに麹菌
を混ぜて発酵
させたもの。
分解が早いの
で肥料効果も
早いです。

茨城県� 　［放］�137Cs=19.1�

�� 　　37  � 　
微生物農法の会･長島さん(茨城県･行方市)　�
長島さんの堆肥

10㎏袋
(約3～4㎏入) 720円(税込792円)

舞茸の廃菌床に、米
ぬか、発酵菌をまぜ
て発酵･分解させた
長 島 さん 手 作り堆
肥。動物性の肥料分
は入っていません。

※ 苗のお届けは4月4回、肥料のお届けは4月
2回の予定です。苗は生育状況により、お届
けが前後する場合があります。何卒ご了承の
上ご利用をお願い致します。

微生物農法の会、長島さんから野菜の苗のおすそわけ企画で
す。野菜の成長は、苗の状態が左右するとも言われていま
す。プロが作った苗で、今年の春夏は野菜作りにチャレンジ!

ミニトマト�� 千果
きゅうり� 夏すずみ
なす��� 千両2号
ピーマン� 京ひかり
大玉トマト�� 麗夏

品種の一覧（予定）

自分で育てた野菜の味は格別!
自分で野菜を育てよう♪ 

こちらでミニトマトを購入し
初めて自分で育てました。
たくさん採れて家族にも好
評で、今年も植えようと思
います♪今年も待ってま～
す!� (柏市：Mさん)

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

※イメージ

苗のお届けは
4月4回です

人気
No.1
人気
No.2
人気
No.3

予約

茨城県� �
トマト ( 大玉 ) の苗405245 1ポット 250円(税込270円)
ピーマンの苗405244 1ポット 250円(税込270円)
なすの苗 405243 1ポット 250円(税込270円)
きゅうりの苗405242 1ポット 250円(税込270円)
ミニトマトの苗405241 1ポット 250円(税込270円)

微生物農法の会･長島さん（茨城県･行方市）

肥料のお届けは
4月2回です

無農薬

埼玉県、熊本県� 　［放］不検出�＜4.0�＜4.5� 埼玉県
73  約200g� 498円(税込538円)

さやごと食べられる甘
みの強い豆。自然の忌
避剤を使用し、木の活
性を高める事で農薬使
用を最小限に。

72  約100g� 276円(税込298円)

井上さん(埼玉県)、岩下さん達(熊本県)　�
サラダスナップ

豊作につき「増量」企画! 249円/100g

長野県� 　�
51   1398円(税込1510円)

50  150g(4～7個) 798円(税込862円)

1/3になるまで乾
燥させて糖度を高
めました。表面の
白い粉はカビでは
なく糖 分で す。無
燻蒸処理。

さんさんファーム･宮下さん達(長野県･松川町)　� G60日�
干し柿(市田柿)

300g
(7～14個)

ねっとり食感
と甘味の強い
紅 は る か を
使 って、丁 寧
に干し上げま
した。※原 料
の干しいもは
減農薬栽培。

愛媛県� 　�

47  1kg� 398円(税込430円)

48  3kg� 1180円(税込1274円)

適度な甘みと酸味の爽
やかな柑橘です。除草
剤、化学肥料不使用。

無茶々園(愛媛県･西予市)　�
無茶々園の甘夏

茨城県� 　［放］不検出�＜4.4�＜3.9�

�� 　　65  � 　
長島さんのレタス

1玉 250円(税込270円)
完熟、分解された堆肥等を使い、地力を高めることで、農薬を使用せずに栽培
しています。農薬無散布･無化学肥料栽培。

�� 　　66  � 　
長島さんのサニーレタス

1玉 170円(税込184円)

微生物農法の会･長島さん(茨城県･行方市)　

無農薬 無農薬

熊本県

��67  約150g� 230円(税込248円)
��68  400g� 554円(税込598円)

有機資材を豊富に加
え、保肥力のある土
作りを 行 って い ま
す。木酢液等を使用
し、農薬使用を最小
限に。

お得な
ボリュームパック

平均糖度8～10度の
フルーツ感覚のミニ
トマトです。ヘタの取
れ た 果 実 も入りま
す。減農薬栽培。

熊本県、又は北海道� �

��69  約180g� 330円(税込356円)
��70  約400g� 590円(税込637円)

藤嶋さん達（熊本県）、又は今村さん達（北海道）
初恋スマートミニトマト

お得な
ボリュームパック

3～5玉

3～4玉3玉

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬

無農薬 無農薬

無農薬無農薬

無農薬

皮がむきやすく果肉はやわ
らかで多汁。甘みが強くて、
酸味は少なく、香り豊かな
柑橘です。農薬無散布。

イタリア原 産の 稀
少柑橘です。できる
だけ熟成後出荷す
るので、酸味が少な
く 糖 度 が 高 い で
す。減農薬栽培。

お得な2kg
はP16 950
に掲載

右田さん達（熊本県･芦北町)　�
ミニトマト

柏田中の完熟トマトはP2 35 に掲載しています

ビタミン、カロテ
ン豊富なブロッコ
リー。つぼみの部
分だけで なく、太
い茎の部分も茹で
て。農薬無散布。

シ
ー
ズ
ン
初
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山形県�　［放］不検出�＜4.1�＜3.8�

�� 　　78  � 　
おきたま興農舎･高橋さん達(山形県･高畠町)　�
おきたまの茎立菜

約200g 250円(税込270円)
雪国山形の春をつげるほろ苦い葉物です。おひた
し、漬物、煮びたしなどでどうぞ。農薬無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜4.3�＜3.7�

�� 　　79  � 　
浅野さん(茨城県･常総市)　�
浅野さんのほうれん草

約200g 198円(税込214円)
秋口はトンネル、以降は露地栽培。人参でおな
じみ、常総市の浅野さんより。農薬無散布。

茨城県� 　�

�� 　　80  � 　
あゆみの会･関さん達(茨城県･茨城町)　�
小松菜(少量)

1束(約150g) 150円(税込162円)
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�　［放］不検出�＜4.1�＜4.5�

�� 　　81  � 　
微生物農法の会･長島さん達(茨城県･行方市)　�
長島さんの小松菜

1束(約200g) 176円(税込190円)
貝化石等資材を工夫しています。農薬
無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜3.9�＜3.9�

�� 　　84  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんの長ねぎ

500g 207円(税込224円)通常税込238円
牛糞堆肥を使い、丁寧に育てました。
みそ汁、煮物にどうぞ。農薬無散布。

埼玉県� 　［放］不検出�＜4.4�＜4.1�

�� 　　85  � 　
井上さん(埼玉県･美里町)　�
深谷ネギ(根深白ネギ)

約350g 240円(税込259円)
白い根深のネギです。きめが細かく軟らかく、寒くなるほ
ど糖度が高くなります。農薬無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜4.1�＜4.0�

�� 　　86  � 　
微生物農法の会･長島さん達(茨城県･行方市)　�
長芋

400g 405円(税込437円)通常税込454円
山芋の中では水分が多めで比較的粘りも少
なめ。千切りにしてサラダに。農薬無散布。

茨城県� 　�

�� 　　87  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのキャベツ(カット)

1/2玉カット
(600g以上) 150円(税込162円)

茨城県�　［放］不検出�＜3.4�＜3.2�

�� 　　93  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのかぶ

1束(4～5玉) 183円(税込198円)
漬物やサラダにするとさっぱりして美味。ビタミン
豊富な葉は炒めたり、汁の具等に。減農薬栽培。

茨城県�　［放］不検出�＜4.3�＜6.9�

�� 　　94  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのごぼう

400g 198円(税込214円)
食物繊維、ミネラル豊富なごぼう。煮
物やきんぴらに。減農薬栽培。

青森県�　［放］不検出�＜4.0�＜4.0�

�� 　　95  � 　
上村さん達(青森県･八戸市)　�
長芋

200g 220円(税込238円)
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。

茨城県�　［放］不検出�＜3.4�＜3.5�

�� 　　96  � 　
微生物農法の会･高柳さん(茨城県･行方市)　�
高柳さんのれんこん

400g 440円(税込475円)
歯ざわりが良く、それでいてムチッとした食感を楽
しめるれんこんです。初期に殺虫剤を1回使用。

青森県�　［放］不検出�＜0.6�＜0.5�

�� 　　97  � 　
上村さん達(青森県･おいらせ町)　�
人参(洗い)

1kg 398円(税込430円)
炒め物、グラッセ、サラダ、シチュー等
に。農薬無散布。

北海道� 　�

�� 　　98  � 　
まごころの里(北海道･美幌町)　�
じゃがいも(サッシー )

700g 230円(税込248円)
澱粉質で食味に優れ、ホクホクしています。煮くず
れしにくく、芽が出にくいのが特長。減農薬栽培。

北海道� 　�

�� 　　99  � 　
渡部さん(北海道･上士幌町)　�
メークイン

1kg 350円(税込378円)
舌触りが「男爵」のようなさらさらした感じではなく
滑らかで、ほんのりと甘味があります。農薬無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜3.5�＜3.6�

�� 　　104  EA � 　
山田さん(茨城県･つくば市)　�
山田さんのしめじ

200g 250円(税込270円)
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。

福島県�　［放］不検出�＜4.3�＜4.3�

�� 　　107  EA � 　
安田さん(福島県･郡山市)　�
安田さんのなめこ

70g 115円(税込124円)
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。

栃木県�　［放］不検出�＜3.6�＜4.3�

�� 　　108  EA � 　
村上さん(栃木県･高根沢町)　�
舞茸

100g 220円(税込238円)
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。

三重県� 　�

�� 　　109  EA � 　
あゆみの会･水谷さん達(三重県･尾鷲市)　�
エリンギ

100g 261円(税込282円)
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。

大分県�　［放］不検出�＜3.4�＜3.8�

�� 　　110  E � 　
江藤さん(大分県･玖珠町)　�
江藤さんの原木生しいたけ

150g 369円(税込399円)
江藤さんの山から切り出した原木に植菌して育てます。
3月～4月は椎茸が大きく、香りの良い露地ものです。

かぼちゃ(北海道)� 　�

�� 　　113  FA � 　
イズックス(東京都･中央区)　�
冷凍かぼちゃ

500g 396円(税込428円)
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。

ブロッコリー(北海道)� 　�

�� 　　114  F � 　
日本生活協同組合連合会　�
十勝のブロッコリー

180g 318円(税込343円)
昼夜の寒暖差が大きい気候で育つ北海道のブロッコリー
は甘みがあります。加熱してお召し上がりください。

青えんどう豆(北海道)� 　�

�� 　　115  FC � 　
日本生活協同組合連合会　�
十勝の青えんどう豆

200g 328円(税込354円)
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。

さつまいも(茨城県)� 　�

�� 　　116  FC � 　
農事組合法人マルツボ(茨城県･かすみがうら市)　�
焼きいもスティック

200g 321円(税込347円)通常税込357円

野菜(北海道)� 　�

�� 　　117  F � 　
日岡商事(兵庫県･加古川市)　�
ミックスベジタブル

200g 428円(税込462円)
北海道産のとうもろこし、人参、いんげんをダイス
カットにしました。ピラフ、炒め物、サラダ等に。

アボカド(ペルー)� 　�

�� 　　118  FC � 　
日本生活協同組合連合会　�
アボカドスライス

150g 328円(税込354円)
皮むき、種取したアボカドをスライスにしました。凍った
まま皿に広げ室温で解凍して。(20℃で約30～40分)

黒えだ豆(北海道)� 　�

�� 　　119  F � 　K
中札内村農業協同組合(北海道･中札内村)　�
北海道 冷凍黒えだ豆

250g 406円(税込438円)
有機堆肥をもとに「生きた土づくり」を目指す生産者
と契約栽培した、濃厚な甘みのいわい黒大豆を使用。

パインアップル(フィリピン)� 　�

�� 　　120  F � 　
ナカシン冷食(鹿児島県･いちき串木野市)　�
カットゴールデンパイン

200g 318円(税込343円)
フィリピン産パインアップルを一口サイズにカットし
て冷凍しました。ヨーグルトやデザート･おやつに。

ブルーベリー(長野県)� 　�

�� 　　121  F � 　
小林さん(長野県･高山村)　�
冷凍ブルーベリー

110g 399円(税込431円)
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。

　　　 春のまきまき♪ 豚肉の“長ねぎ巻き”も美味

深谷ネギ、甘み
も香りも最高
でした。
� (Yさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

無農薬

無農薬

無農薬 無農薬 無農薬 無農薬

カットしてお届けする場
合がございます　

1/2玉

茨城県� ［放］不検出�＜2.9�＜3.5

�� 　　82  1個� 　 1個 220円(税込238円)
��83  カット�

1/2カット
（700g以上) 150円(税込162円)

木村農園（茨城県･つくば市）　�
木村さんの白菜

漬物、鍋物、煮物等
冬の食卓に欠かせま
せん。豚バラ肉等と
の重ね蒸し焼きも美
味。減農薬栽培。

1/2玉

シーズン最終

無農薬

無農薬シーズン最終

きのこには、身体の中に侵入した
細菌や異物を排除する能力が上が
るとされる「食物繊維」が多く含
まれています。

きのこで食物繊維をとろう♪

冷
凍
野
菜･

果
物

今回より300→200gへ変更し値上げとなります

茨城県、岩手県、山梨県

111  A品
100g 210円(税込227円)

112  B品
200g 225円(税込243円)

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。EA

なかのきのこ園･飯泉さん(茨城県･つくば市)
飯泉さんの生しいたけ 

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

�� 　　106  EA � 　
ブラウンえのき茸

200g 218円(税込235円)
野生種に近く味にコクがあり風味豊かです。シャ
キッとした歯ごたえと風味をお楽しみください。

長野県� 　［放］不検出�＜3.3�＜3.1�

�� 　　105  EA � 　
えのき茸

200g 208円(税込225円)
一般的に使われている輸入のコーンコブ(とうもろこし
の粉)は不使用。心地良い歯ごたえと風味をどうぞ。

丸金(長野県･長野市)　�

北海道� 　�

101  3㎏
630円(税込680円)

100  1kg
230円(税込248円)

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

まごころの里(北海道･栗山町)
玉ねぎ 

北海道� 　�

103  3㎏
1250円(税込1350円)

102  1kg
470円(税込508円)

軟らかく、辛味の少
ない玉ねぎです。減
農薬栽培。

溝田さん達(長崎県･南島原市)　�
新玉ねぎ

千葉県� 　［放］不検出�＜3.3�＜4.2�

�� 　　88  1本� 　 1本900g以上 210円(税込227円)
��89  カット�

1/2本
(500g以上) 150円(税込162円)

三須さん達(千葉県･富里市)　�
大根

※�上･下は選
べません

�※�できるだけ葉付き
でお届けします

煮物、大根おろし等に。
農薬無散布。

1/2本
無農薬

茨城県� 　［放］不検出�＜0.3�＜0.6�
91  1kg� 498円(税込538円)

品種は紅はるか又
はシルクスイート。
ネットリした食 感
と甘みがあり、毎
シ ーズ ン 好 評 で
す。農薬無散布。

90  500g� 250円(税込270円)

微生物農法の会･大和田さん(茨城県･行方市)
大和田さんのさつまいも

無農薬

長島さんの長芋で
「さっぱり
　酢醤油和え」

◆作り方
❶　 長芋は皮を厚めにむいてビニー

ル袋に入れ、すりこ木で軽くた
たいてつぶす。

❷　 なめこはザルに入れ、熱湯をか
け水けを切る。わかめは水で戻
して食べやすく切る。 

❸　 ①、②をAの酢じょうゆで和え
る。

◆材料
長芋 �����200g
なめこ ���� 70g
わかめ ���� 20g
　酢������� 大2
　白だし ����� 小1
　砂糖 �� 小1と1/2
　だし汁 �� 大1と1/2
A

とっても
簡単♪

地場産地 応援

無農薬

茨城県産さつまいも
のみ使用したスティッ
クタイプの焼きいも。
お弁当･サラダに。レ
ンジか自然解凍で。

ビタミンCが豊富
なキャベ ツはい
つ も食卓にの せ
たい 野 菜 で す。
減農薬栽培。

北海道� 　�

�� 　　92  � 　
川島さん達(北海道県･札幌市)　�
じゃがいも

800g(3～4玉) 230円(税込248円)

無農薬

品種は男爵。2L
サイズと 大 きめ
です。煮物やスー
プなどでどうぞ。
農薬無散布。

3～4玉
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横瀬さん

��� 米ぬか中心の自家製ボカシ肥料
や堆肥、マメ科の緑肥などで土
作りをしています。
�雑草を抑える為2～3回代かき
をします。苗は、病気や雑草に
負けないよう大きくがっしりと
育てます。�
�稲でトンボの羽化が始まります。
おたまじゃくし、どじょう、カエ
ル、クモ…生き物たちの営みが
米作りを助けてくれます。

冬～春の
土づくり

4～ 5月

6月

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月3回】

するめいか(北海道)� 　�

�� 　　126  FC � 　
中村商店(北海道･函館市)　�G90日�
生干いか

1枚 360円(税込389円)通常税込405円
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!

さば(宮城県)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.2�

�� 　　127  F � 　
乙浜シーフーズ(千葉県･南房総市)　�G180日�
金華さば一夜干し

3枚
420g 545円(税込589円)通常税込603円

三陸沖の金華山海域で獲れた大型の
さばを半身の一夜干しにしました。

金目鯛(インド洋)� 　�

�� 　　128  F � 　
乙浜シーフーズ(千葉県･南房総市)　�G180日�
金目鯛開き

2枚
300g 565円(税込610円)通常税込626円

インド洋海域で日本船が漁獲した金
目鯛を開き、塩水漬け後干し上げまし
た。

すずき(兵庫県)� 　�

�� 　　124  F � 　
播磨海洋牧場(兵庫県･姫路市)　�G40日�
播磨灘のすずき切身

2切
140g 680円(税込734円)通常税込754円

生きた状態で漁師から直接仕入れ、処理の寸前ま
で魚にストレスがかからないように管理します。

赤エビ、トラエビ、サルエビ(兵庫県)�　�

�� 　　125  F � 　O
播磨海洋牧場(兵庫県･姫路市)　�G40日�
播磨灘の地エビ(有頭)

100g 380円(税込410円)通常税込430円
丸ごと食べられる小さな地エビのミックス。ミソの旨
味も味わえます。唐揚げ、蒸しエビ、炒め物などに。

あさり(国内産)� 　�

�� 　　129  F � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
国内産冷凍あさり(増量)

180g+20g 420円(税込454円)
主に北海道(厚岸)、愛知(渥美)など国内か
ら、季節や状態に合わせてお届けします。

しじみ(茨城県)�　［放］不検出�＜3.6�＜3.8�

�� 　　130  FB � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
徳用 涸沼のしじみ(冷凍)

500g 924円(税込998円)
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ください。

やまとしじみ(北海道)� 　�

�� 　　131  FC � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
網走湖産 冷凍しじみ(大粒)

150g 449円(税込485円)
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。

からふとししゃも(アイスランド、ノルウェー、カナダ)�　�

�� 　　132  FC � 　J
中村海産(富山県･氷見市)　�
ししゃもみりん干し

60g 358円(税込387円)
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。

真ほっけ(北海道)� 　�

�� 　　133  FC � 　
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　�G180日�
北海道産パクッと真ほっけ一夜干し

4～6枚220g 398円(税込430円)
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。

真あじ(国内産)� 　�

�� 　　134  FB � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
国産真あじ開き3枚

3枚165g 350円(税込378円)
対馬海域で漁獲した良質の真あじを、塩水
に漬け込み、丁寧に干物に仕上げました。

真さば(長崎県)� 　�

�� 　　135  FC � 　JKL
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
寒さばフィーレみりん干し

2枚160g以上 498円(税込538円)
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。

真いわし(千葉県)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.2�

�� 　　136  FC � 　
まるしち水産(千葉県･大網白里市)　�G30日�
真いわし丸干し(大)
3尾270～300g 398円(税込430円)

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。

真だら(北海道･青森県沖太平洋)�　�

�� 　　137  F � 　
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　�G180日�
真だら切身

3切180g 435円(税込470円)
北海道･青森県沖で漁獲された真だらを切身
加工しました。ホイル蒸しや、鍋の具材に。

紅鮭(ロシア)� 　�

�� 　　138  FA � 　
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�G180日�
ロシア産紅鮭切身(中辛)2切

2切140g 425円(税込459円)
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)� 　�

�� 　　139  FA � 　
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�G180日�
ロシア産紅鮭切身(甘塩)3切

3切165g 530円(税込572円)
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。

真さば(長崎県、佐賀県)� 　�

�� 　　140  FC � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
寒さばフィーレ(無塩)

片身2枚
200g前後 390円(税込421円)

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。

さわら(五島列島、済州島海域)�　�

�� 　　141  FC � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
寒さわら切身(無塩)

約70g×2 550円(税込594円)
五島列島、済州島海域で寒の時期に漁獲した、魚体1
メートル前後の本さわらを切身にしました。無塩です。

にしんの三平汁

～にしん～北海道の春告魚

にしん(北海道)� 　�

�� 　　142  FC � 　
札幌中一(北海道･札幌市)　� G90日�
北海道産にしん(2尾)

2尾(360g) 647円(税込699円)通常税込721円
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。

蒲焼にも

真いわし(千葉県)� 　［放］不検出�＜3.4�＜3.7�

�� 　　143  FC � 　
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　� G180日�
脂ののった真いわし三枚おろし

6～10枚200g 370円(税込400円)
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。

もち米(山形県)� 　�

�� 　　146  � 　J
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�
もち米

2㎏ 1100円(税込1188円)
減農薬、無化学肥料栽培。

水産品
◦�近海 ･天然ものを中心に扱い
ます。
◦�給餌する養殖ものは飼育内容
が明確な鰻とエビを扱っていま
す。
◦�干物、漬魚には、酸化防止剤、
化学調味料は不使用です。

冷凍のまま加熱してください

寒の時期に獲った　さば＆さわら

肉厚です!かきの旬は実は春先！

脂質の高い
　　「金華さば」

1枚約150gサイズで

ボリュームあり!

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

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

横瀬さんの無農薬米(こしひかり) 
� 2㎏ 1380円(税込1490円)白米144
� 2㎏ 1260円(税込1361円)玄米145

アグリ古柿土･横瀬さん（茨城県･守谷市）

無農薬

水海道のめぐみちゃん
(コシヒカリ）

� 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）。

AJ
� 5kg白米502001
� 5kg玄米502002

JA常総ひかり・東町特栽米組合

2350円(税込2538円)
2250円(税込2430円)

無農薬

宮城・黒澤さんの
コシヒカリ

� 5kg 3500円(税込3780円)白米502015
� 2kg 1400円(税込1512円)白米502016
� 5kg 3200円(税込3456円)玄米502017
� 5kg 3500円(税込3780円)7 分502018
� 5kg 3500円(税込3780円)5 分502019

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）

AJ

無農薬

宮城・黒澤さんの
ひとめぼれ（今摺米）

� 5kg 3500円(税込3780円)白米502011
� 5kg 3200円(税込3456円)玄米502012
� 5kg 3500円(税込3780円)7 分502013
� 5kg 3500円(税込3780円)5 分502014

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）

AJ

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。注文
を受けてからもみ
摺、精 米をしてお
届けします。

無農薬

�
　

黒澤さん（宮城県・涌谷町）�

J

宮城･黒澤さんのササニシキ
502020   白米

5kg 3500円(税込3780円)

ミネラル、食物繊
維の補給に。

�� 　　502075  B � 　M
桜井食品（岐阜県･美濃加茂市）　�
雑穀ブレンド

400g 711円(税込768円)

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%。

大麦（国内産）

�� 　　502073  C � 　
日本生活協同組合連合会　�
米粒状麦

800g 320円(税込346円)

やさとのお米(コシヒカリ)
� 5kg 1998円(税込2158円)白米502031
� 5kg 1888円(税込2039円)玄米502032

AJ

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

JAやさと稲作部会（茨城県・石岡市）

お得な2袋組（白米5㎏）は16ページ

いきものを育て環境を守る稲作を実践

J

播磨海洋
牧場

この4品は
3月4回の
お届けです

知る人ぞ知る好漁場、播磨灘
に浮かぶ離島･家島沖。中でも
カキは春先が旬。産卵前に栄
養を蓄え旨味抜群。しかも、水
揚げ時からとにかく「そ～っ
と」扱い「リラックス水槽」へ
安置。このひと手間でえぐみの
無いカキが味わえます。

播
磨
灘
の
定
置
網
漁
（
家
島
沖
）

兵庫県家
いえ

島
じま

沖より

真がき(兵庫県)� 　�

122  1パック
140g(6～9粒) 680円(税込734円)通常税込754円

123  3パック
140g(6～9粒)×3 1898円(税込2050円)通常税込2158円

播磨灘の真がきをむき身にし
ました。一粒食べるとクリー
ミーな食感と風味が口いっぱ
いに広がります。

F
播磨海洋牧場(兵庫県･姫路市)　G30日以上�
播磨の玉姫(真がきのむき身)

中辛 甘塩

6～10枚

・2022年度産の放射能検査の内容は、順次計測します。
・最新の検査結果は、毎週配布している「放射能検査結果一覧」にてご確認ください。

2022 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 ND(不検出)<0.16 ND(不検出)<0.14

やさとのお米 コシヒカリ ND(不検出)<0.09 ND(不検出)<0.13

山形県 おきたま興農舎
ひとめぼれ ND(不検出)<0.17 ND(不検出)<0.13

つや姫 ND(不検出)<0.17 ND(不検出)<0.13

宮城県 黒澤さんのお米 ひとめぼれ ND(不検出)<0.17 ND(不検出)<0.16

今回で休売になります
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かき(宮城県)�　［放］不検出�＜3.3�＜3.4�

�� 　　147  E � 　
まるたか水産(宮城県･石巻市)　�G3日�
氷温二年子生かき(生食用)

100g 555円(税込599円)通常税込621円
牡鹿半島の外洋に面した荻浜産中心
にお届け。水無しパックなので、かき
本来の甘み、食感が楽しめます。

みずだこ(北海道)� 　�

�� 　　148  F � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
雄武産 ボイルだこ(生食用)

100g 480円(税込518円)通常税込538円
オホーツク海に面する雄武の前浜で
漁獲したみずだこを新鮮なうちにボイ
ルしました。解凍後、酢だこなどで。

赤魚(デンマーク、ロシア、アメリカ)、すけそうだら(アメリカ、ロシア)、かき(広島県)�　�

�� 　　149  F � 　HPJKL
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�G180日�
海鮮寄せ鍋(スープ付)

1118円(税込1207円)通常税込1242円
赤魚切身(4切)、すけそうだら切身(4
切)、かき･ホタテ･かに団子(各4個)の
スープセットです。

しらす(国内産)� 　�

�� 　　153  F � 　
日本生活協同組合連合会　�G180日�
食塩不使用しらす干し

25g
×3 280円(税込302円)通常税込322円

紀伊水道、大阪湾、明石沖で漁獲されたし
らすを食塩を使用せずに炊きあげました。

するめいか(青森県)� 　�

�� 　　154  F � 　
日本生活協同組合連合会　�
青森県産いかそうめん

35g
×2 380円(税込410円)通常税込430円

いかの街青森県八戸で水揚げされたするめいか
をつるっと食感のよいいかそうめんにしました。

さば(国内産)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.5�

�� 　　155  F � 　JKL
みうらや(茨城県･神栖市)　�
国産さばの味噌煮

350円(税込378円)通常税込394円
国内産のさばを味噌ベースのたれで
煮つけました。湯煎で。

めばちまぐろ(台湾)、ソデイカ(沖縄県)�　�

�� 　　156  FC � 　JKL
マストミ(徳島県･徳島市)　�G15日�
まぐろ丼(イカ入り)

50g×2
タレ20g×2 480円(税込518円)通常税込538円
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。

めばちまぐろ(台湾)� 　�

�� 　　157  FC � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　�G20日�
つぶつぶまぐろたたき身

50g×2 598円(税込646円)
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。

するめいか(岩手県)�　［放］不検出�＜4.2�＜4.7�

�� 　　158  F � 　JKL
共和水産(岩手県･宮古市)　�G180日�
三陸宮古 真いかぶっかけ丼

50g×2 418円(税込451円)
新鮮なするめいかを特製醤油ダレに漬け込みま
した。そのまま小鉢に盛り付けて酒の肴にも。

帆立貝柱(北海道)� 　�

�� 　　159  FC � 　
札幌中一(北海道･札幌市)　�G90日�
訳あり帆立貝柱

200g 950円(税込1026円)通常税込1058円
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。

いわし稚魚(愛知県)� 　�

�� 　　160  FC � 　
ヤマタ水産(愛知県･名古屋市)　� G180日�
篠島産しらす干し

50g 378円(税込408円)
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)� 　�

�� 　　161  FC � 　
ヤマタ水産(愛知県･名古屋市)　� G180日�
篠島産釜揚げしらす

50g 328円(税込354円)
篠島産の大きめで味の良いいわし稚魚を釜揚げし
ました。酢のもの、大根おろし、チャーハンなどに。

解凍後、トースターでも焼けます

さわら(韓国)� 　�

162  FCJK
京都やま六(京都府･京都市)　�
さわら西京漬

2切140g 435円(税込470円)通常税込484円

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。

さば(宮城県)� 　�

�� 　　165  FC � 　JK
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　�G180日�
金華さば味噌漬

2枚220g 398円(税込430円)
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。

かたくちいわし(千葉県)�　［放］不検出�＜3.1�＜3.9�

�� 　　167  FC � 　JL
カネヨン水産(千葉県･九十九里町)　�G90日�
いわしごま漬

100g 310円(税込335円)
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。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　168  F � 　JKL
三米商店(静岡県･浜松市)　�G180日�
フライパンでできる白身魚の蒲焼風

480円(税込518円)通常税込538円
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。

さんま(国内産)� 　�

�� 　　169  F � 　JKL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
ごはんがすすむ!さんま蒲焼(タレ付)

8～10枚140g
+タレ50g 398円(税込430円)

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。

紅鮭(ロシア)� 　�

�� 　　163  FC � 　JK
京都やま六(京都府･京都市)　�
紅鮭西京漬

2切150g 598円(税込646円)
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ください。

からすかれい(デンマーク)� 　�

�� 　　164  FC � 　JK
京都やま六(京都府･京都市)　�
かれい柚子こしょう味噌漬

2切140g 570円(税込616円)
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。

銀だら(アメリカ)� 　�

�� 　　166  FC � 　JK
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　�G180日�
銀だら味噌漬

2切120g 398円(税込430円)
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。

すけそうだらの卵(ロシア)� 　�

�� 　　170  FC � 　
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�
たらこ(切れ子)

55g 298円(税込322円)
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。

いわし(鳥取県、千葉県、他)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.9�

�� 　　171  FC � 　
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�G120日�
とれとれいわしたたき身

300g
(150g×2) 398円(税込430円)

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。

めばちまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　172  F � 　HKL
マストミ(徳島県･徳島市)　�G30日�
まぐろつみれ

10個200g 420円(税込454円)
加熱すると軟らかく、旨味が濃いスジ部分を使用しま
した。中華スープの具材、煮物、揚げ物などでどうぞ。

イメージ

すけそうだら(アメリカ、北海道)� 　�

�� 　　173  E � 　HJ
いちうろこ(静岡県･静岡市)　� G10日�
いちうろこ 静岡おでん種セット

6種
13品 573円(税込619円)通常税込635円

静岡おでんを代表する黒はんぺんをはじめ、人気
の練り物をセットに。国産の無リンすり身を使用。

そのままでも、
おでんや煮物にも

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　180  FB � 　JK
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　� G180日�
おとうふ揚げ

5個165g 300円(税込324円)通常税込335円
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。

すけそうたら(北海道)� 　�

�� 　　181  FC � 　J
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　� G180日�
チヂミ風さつま揚げ

3枚126g 337円(税込364円)

すけそうだら(アメリカ、北海道)、青のり(静岡県)�　�

�� 　　174  EC � 　J
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G10日�
青のり小判

3枚 255円(税込275円)
青のりをふんだんに使用した風味豊かなさつま揚げ。
お弁当のおかずやお子様のおやつ、おつまみにも。

すけそうだら(国内産)� 　�

�� 　　175  E � 　HJ
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G14日�
うろこちゃん(板蒲鉾)

150g 448円(税込484円)通常税込498円
国内産のすけそうだらの無リンすり身を使用。石臼
で丁寧に練り上げました。リテーナ成形蒲鉾です。

いわし(駿河湾)� 　�

�� 　　176  EC � 　J
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G14日�
いわしはんぺん

5枚150g 418円(税込451円)
駿河名産の「黒はんぺん」。駿河湾産の新鮮ないわし
を丸ごと使用しました。いわし本来の風味と歯ごたえ。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　182  FC � 　J
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
ささがきごぼうさつま揚げ

130g 360円(税込389円)
北海道のすけそうだらのすり身に国産ささがきご
ぼうを混ぜて揚げました。レンジか冷蔵庫解凍で。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　185  F � 　HJ
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
ソフトはんぺん

4枚
200g 389円(税込420円)通常税込436円

お吸い物や、シンプルな焼き物にどう
ぞ。

桜えび(静岡県)� 　�

�� 　　177  EC � 　OJ
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G14日�
桜えび入り揚かまぼこ

3枚150g 518円(税込559円)
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。

すけそうだら(アメリカ、北海道)�　�

�� 　　178  EC � 　J
いちうろこ(静岡県･静岡市)　�G14日�
小判揚

5枚150g 348円(税込376円)
魚肉(国内産)� 　�

�� 　　179  EC � 　
山九水産(山口県･長門市)　�G90日�
お魚ソーセージ(3本入)

45g
×3 335円(税込362円)通常税込376円

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。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　183  FC � 　J
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
7種の野菜揚げ

5個165g 315円(税込340円)
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。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　184  F � 　HJKL
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
欲ばりおでん種セット だしパック付

815円(税込880円)通常税込908円
お馴染みの練り物にサンマつみれ･ご
ぼう揚げ･米粉団子を加え、具材に合
わせた特別仕様のだしパック付。

春のお魚のある食卓応援（第3弾）

するめいか(岩手県、青森県)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.9�

�� 　　150  FD � 　
共和水産(岩手県･宮古市)　�
三陸産するめいか つぼ抜き
3～6枚

230g 398円(税込430円)通常税込443円
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。

からふとししゃも(ノルウェー、アイスランド、カナダ)�　�

�� 　　151  FD � 　
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
子持ちからふとししゃも
7～12尾

150g 298円(税込322円)通常税込346円
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。

秋鮭(北海道)� 　�

�� 　　152  FB � 　
松岡水産(千葉県･銚子市)　�G180日�
北海道さけスモークサーモン2パック

40g
×2 465円(税込502円)通常税込518円

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。

流水解凍でOK 愛知・三河湾のしらす

パパっと蒲焼！京
都
の
西
京
漬

　　　　　　　  こだわりの練り物 近海のお魚たっぷり♪

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。

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。

2切 2切 2切

2枚

5個入
シーズン最終 たくさんのご利用ありがとうございました!

セット内容：ぼたんちくわ×2、おと
うふ揚げ(椎茸入り)×2、ごぼう揚
げ、つまみ揚げ(野菜)×4、わかめは
んぺん×2、さんまつみれ×2、米粉
だんご×2、だしパック2袋

地元宮城の生協と
共同開発

チーズ、たらこ等を
はさんでも美味

次回から4枚188gへ変更シ
ー
ズ
ン

最 

終

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。

別添たれ付き

鮮魚
5種360g

+スープ80g

たくさんのご利用

ありがとうございました! カルパッチョに! 少し寒い夜に

シーズン最終

シーズン最終

3～4人前

7～12尾

次回から値上げ

冷蔵解凍（2～3時間）
冷蔵解凍（2～3時間）

2食入

2食入 2食入 2食入

8～10枚

240g(120g
(固形80g)×2)

210g(粉付魚180g
+タレ30g)

7種15品377g
だしパック2袋
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茨城県� 　�

�� 　　187  E � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク 徳用焼肉セット

200g
×3種 1280円(税込1382円)通常税込1447円

ローズポークの豚バラ焼肉用、ロース
スライス焼肉用、モモスライス焼肉用
をセットにしました。

神奈川県� 　�

�� 　　188  FB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G120日�
丹沢高原豚 トントロ焼肉用

200g 525円(税込567円)通常税込598円
1頭から約300gしか取れない希少部
位。

鹿児島県� 　�

�� 　　189  F � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
徳用 鹿児島 坊津黒牛カルビ焼肉用

300g 1650円(税込1782円)通常税込1825円
鹿児島坊津地区の生産者3名よりお
届け。霜降りが一番入り、味がもっと
も濃い部分です。

福岡県、大分県� 　�

�� 　　190  FB � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
国産牛ロース焼肉用

150g 820円(税込886円)通常税込910円
適 度 な 脂 肪 を含みコクのあるカタ
ロース、リブロースを焼肉用にカット
しました。

茨城県� 　�

�� 　　186  E � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク モモブロック

300g
(ネット巻き) 630円(税込680円)通常税込697円
ローズポークの豚モモブロックをネット
巻きにしました。チャーシューなどに。

茨城県� 　�

�� 　　191  EB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G届いて3日�
岩瀬さんの豚モモしゃぶしゃぶ用

200g 520円(税込562円)
赤身主体のモモをしゃぶしゃぶ用にス
ライス。

茨城県� 　�

�� 　　192  EB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚肩ローススライス

200g 646円(税込698円)
赤身の中に適度な脂身が交じる、味の
良い部位。一口大に切って焼肉にも。

茨城県� 　�

�� 　　193  EB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚バラうす切り

200g 540円(税込583円)
風味が良く、コクのあるバラを、巻き物にも便
利なうす切りにしました。厚さ約1～1.5mm。

茨城県� 　�

�� 　　194  EA � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚モモスライス

200g 520円(税込562円)
赤身主体の部位。巻き物にも重宝し
ます。厚さ3mm。

茨城県� 　�

�� 　　195  EA � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚ロースしょうが焼き用

200g 646円(税込698円)
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� 　�

�� 　　196  EB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚ロース切身

2枚200g 646円(税込698円)
岩瀬さんが育てる豚のロースはきめが細かく
軟らかい部位です。ソテーや、とんかつに。

茨城県� 　�

�� 　　197  EA � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚小間切

150g×2 570円(税込616円)
野菜と炒めて、カレーやシチュー等の煮込みにも。
すぐ火が通るので、時間がない時でも便利です。

茨城県� 　�

�� 　　198  FA � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G30日�
岩瀬さんの豚挽肉

300g 570円(税込616円)
旧･新治村、岩瀬さんの豚。自家配合飼料を与え、
内臓の丈夫な豚を育てています。赤身率8割です。

神奈川県� 　�

�� 　　202  F � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G120日�
丹沢高原豚 豚なんこつ

450g 460円(税込497円)通常税込538円
自社農場の豚のなんこつ。軟骨のまわりに肉がたくさんつ
いているのでお買い得。

豚肉(神奈川県)� 　�

203  EBNJK

丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G6日�
丹沢高原豚 ロース味噌漬

200g(固形量約80g×2) 570円(税込616円)通常税込646円
隠し味にピーナッツバターを加えた自家製味噌ダレに豚
ロースを漬け込みました。ほんのりピリ辛です。

茨城県� 　�

�� 　　199  FB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G90日�
岩瀬さんの豚モツ

500g 500円(税込540円)
旧･新治村、岩瀬さんの豚。自家配合飼料を与えて
育った豚の大腸、小腸をボイルし、カットしました。

茨城県� 　�

�� 　　200  EC � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚 背脂

500g 150円(税込162円)
茨城県� 　�

�� 　　201  EC � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて3日�
茨城県産ローズポーク ロースしゃぶしゃぶ

300g 860円(税込929円)
きめが細かく脂が程よく入ったロース肉を、しゃ
ぶしゃぶ用に厚さ1mm前後にスライスしました。

豚肉(神奈川県)� 　�

204  ECNJKL

丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G5日�
丹沢高原豚 豚こま生姜焼き用(味付)

200g 440円(税込475円)通常税込486円
自社牧場の豚のこま肉を、中津ミート特製の生姜焼きのた
れに漬けました。丼に。

豚モツ(神奈川県)� 　�

205  FCNJK

丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G120日�
丹沢高原豚 もつのスタミナ焼き(味噌味)

200g 380円(税込410円)通常税込430円
自社農場の豚のモツを、自家製の味噌だれに漬け込みまし
た。お好みの野菜を入れて炒めてどうぞ。

茨城県� 　�

�� 　　206  EB � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク 肩ロース切身

2枚200g 475円(税込513円)
赤身の中に適度な脂が入り交じる美
味な部位。とんかつやソテー等に。

茨城県� 　�

�� 　　207  EA � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク モモスライス

250g 528円(税込570円)
赤身主体部位。厚さ3mm。

茨城県� 　�

�� 　　208  EA � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク 徳用小間切

200g×2 610円(税込659円)
小間切徳用タイプ。

茨城県� 　�

�� 　　209  EA � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G届いて4日�
茨城県産ローズポーク 小間切

150g×2 460円(税込497円)
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です。

神奈川県� 　�

�� 　　210  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G4日�
丹沢高原豚 モモしゃぶしゃぶ用

200g 485円(税込524円)
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。

神奈川県� 　�

�� 　　211  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G4日�
丹沢高原豚 ヒレ一口カツ用

200g(5～6切) 785円(税込848円)
希少なヒレ肉を一口カツのサイズに
カットしました。

神奈川県� 　�

�� 　　212  EA � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G4日�
丹沢高原豚 小間切

200g 398円(税込430円)
各部位から集めています。

茨城県� 　�

�� 　　213  FB � 　
JA全農いばらき(茨城県)野口商店　�G90日�
豚挽肉(バラ凍結)

400g 650円(税込702円)
赤身率8割です。

茨城県� 　�

�� 　　214  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 ムネ

250g 430円(税込464円)通常税込486円
あっさり味で消化も良く、経済的なム
ネ肉。

茨城県� 　�

�� 　　215  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 モモ

250g 725円(税込783円)
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� 　�

�� 　　216  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 ササミ

250g 598円(税込646円)
脂肪が少なく、良質なたんぱく質を多
く含む部位。

茨城県� 　�

�� 　　217  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 ムネモモ小間切

250g 620円(税込670円)
必 要な量 だけ使 えるバラ凍 結 で 便
利。

茨城県� 　�

�� 　　218  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 ムネモモ唐揚げ用

250g 630円(税込680円)通常税込691円
必 要な量 だけ使 えるバラ凍 結 で 便
利。

茨城県� 　�

�� 　　219  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 手羽先

300g 480円(税込518円)
ゼラチン質に富み、コクのある部位。

茨城県� 　�

�� 　　220  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 手羽元

300g 480円(税込518円)
唐揚げやスープ煮に。

茨城県� 　�

�� 　　221  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 レバー

250g 268円(税込289円)
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� 　�

�� 　　222  FA � 　
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 挽肉

250g 415円(税込448円)通常税込464円
ちょっとだけ使いたい時に重宝する
バラ凍結品。

丹沢高原豚特集！
110円/100g

238円/100g

308円/100g

205円/100g

14ページの沼屋の焼肉のたれと一緒に！

281円/100g

228円/100g

272円/100g

176円/100g

205円/100g

257円/100g

268円/100g

215円/100g

108円/100g

349円/100g

292円/100g

166円/100g

173円/100g

186円/100g

349円/100g

165円/100g

173円/100g

310円/100g

205円/100g

281円/100g

262円/100g

116円/100g

313円/100g

349円/100g

424円/100g

179円/100g

258円/100g

591円/100g594円/100g284円/100g230円/100g227円/100g

チャーシューの作り方

◆作り方
❶　フライパンに脂身または油をひく。
❷　 肉の表面の色が変わる程度ま

で転がしながら焼く(両端も)。
❸　 圧力鍋の場合、水500ccと②

の肉を入れて火にかける。蒸気
が出て12分たったら火を止め
る。普通の鍋の場合は②の肉
と、肉がかぶる程度の水を入れ
て、ローリエを入れて火にかけ
る。沸騰後15分煮て火を止め、
そのまま冷めるまで待つ。

❹　 冷めたら取り出してタレに漬け
て、一晩寝かせて出来上がり。

※水煮をしたスープ(煮汁)は、豚汁
や鍋物、また味を足してスープなど
にどうぞ。

ミートパル
村山

村山さん
直伝 ◆材料

豚モモブロック ��� 300g 
ローリエ ����� 1～2枚 
油���������� 適量 
漬けタレの比率
(醤油1：酒+みりん1：砂糖1)

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 70日
（一般的には55日）。

◦�岩瀬さんの豚：開放豚舎で発酵飼料を食
べて元気に育った豚です。飼育期間は約
8ヶ月(一般的には 6ヶ月 )。
◦�ローズポーク：ミートパル村山では村山さ
ん自身が自分の目で見て判断した上物の
精肉だけを加工してお届けしています。他
にはない逸品です！
◦�丹沢農場：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。

豚�肉

表紙に茨城県産ローズポーク 挽肉
茨城県産ローズポーク バラスライス

P2に丹沢高原豚 バラスライス掲載中

岩瀬さんの豚の背
脂を使いやすいミ
ンチ状に加工しま
した。手作りラー
ドの材料としてど
うぞ。レシピ付 。
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牛

鹿児島県� 　�

�� 　　223  FB � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
鹿児島 坊津黒牛切り落とし

170g 730円(税込788円)
炒め物、煮物等何にでも使える切り
落としです。

鹿児島県� 　�

�� 　　224  FB � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
鹿児島 坊津黒牛牛丼･肉じゃが用

200g 960円(税込1037円)
脂が適度に入ったバラ部位を牛丼･肉
じゃが用にスライスしました。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　228  E � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G20日�
鎌倉ボンレスハム(徳用)
400g 1250円(税込1350円)通常税込1393円
脂肪が少なく味が濃い、豚もも肉で
作ったハム。そのままはもちろん、ハ
ムステーキやスープにも。

鶏肉(茨城県)� 　�

�� 　　229  FB � 　JKL
野口さん達(茨城県･桜川市)　�
つくば茜鶏 親子丼の素 2袋

380円(税込410円)通常税込432円
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。玉ねぎと卵を加えてください。

牛肉(国内産)� 　�

�� 　　230  E � 　JKL
山武食品(三重県･川越町)　�G60日�
国産牛の牛丼

140g
×2 645円(税込697円)通常税込711円

国産牛バラ肉を使い基本素材で仕上
げたシンプルで家庭的な味に仕上げ
た牛丼です。

鹿児島県� 　�

�� 　　225  F � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
鹿児島 坊津黒牛サイコロステーキ用

170g 910円(税込983円)
モモ･肩肉をダイス状にカットしまし
た。手軽にステーキが楽しめます。

福岡県、大分県� 　�

�� 　　226  FA � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
国産牛小間切

160g 445円(税込481円)通常税込491円
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県� 　�

�� 　　227  FA � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　�G30日�
国産牛挽肉

200g 400円(税込432円)
ホルスタイン種を100%使用。赤身
の部位を多く使用しました。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.9�

�� 　　233  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G15日�
鎌倉ボンレスハムスライス×2

60g×2 460円(税込497円)
合成添加物を使わない成形ハム。お
得な2パック組です。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.5�＜4.7�

�� 　　234  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G15日�
鎌倉バラベーコンスライス×2

85g×2 698円(税込754円)
豚バラを塩漬け、くん煙したもので、独特の美味しさと
芳香を持つだけでなく、だしとしての効果もあります。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.2�

�� 　　235  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G15日�
鎌倉ポークソーセージ

200g 415円(税込448円)

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)� 　�

�� 　　236  EC � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場の皮なしノンスパイスウインナー

120g 305円(税込329円)
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)� 　�

�� 　　237  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場のロースハムスライス

100g 440円(税込475円)
安全な肉を原料とした無添加ハムです。豚肉、海塩、
三温糖、香辛料のみの自然な味に仕上げてあります。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　238  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場のショルダーベーコンスライス

100g 405円(税込437円)

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。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　239  FC � 　HIL
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G180日�
丹沢農場のハンバーグ

200g
(100g×2) 390円(税込421円)

牛豚の割合3対7の合挽肉使用。
牛肉(国産)� 　�

�� 　　240  E � 　JKL
山武食品(三重県･川越町)　�G60日�
国産牛のしぐれ煮

150g 426円(税込460円)通常税込471円
国産牛肉を時間をかけ柔らかく炊き上げました。
湯煎で約5分程度温めてお召し上がりください。

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　241  FC � 　J
秋川牧園(山口県･山口市)　�
サラダチキン(プレーン)

100g 389円(税込420円)
若鶏のむね肉を使用し柔らかく仕上
げました。

生乳(石川県)�　［放］不検出�＜4.0�＜4.0�

�� 　　248  EA � 　I
ホリ乳業(石川県･金沢市)　�G届いて9～10日�
腸内活性ヨーグルメイト(加糖)

90g×3 465円(税込502円)
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。

� 　�

�� 　　249  EA � 　I
日本生活協同組合連合会　�G15日�
乳酸ドリンク

65㎖×10 199円(税込215円)
柑橘系風味の飲み切りサイズの乳酸
菌飲料。

生乳(茨城県)�　［放］不検出�＜3.5�＜3.2�

�� 　　244  EA � 　I
鈴木牧場(茨城県･石岡市)　�G届いて7～11日�
石岡 鈴木牧場フレッシュモッツァレラ

100g 480円(税込518円)通常税込538円
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。

北海道産のてんさい糖を使用

生乳(北海道)� 　［放］不検出�＜3.9�＜3.1�

�� 　　250  EA � 　I
サツラク農協(北海道･札幌市)　� G18日�
サツラク酪農家限定ヨーグルト(加糖)

80g×3 222円(税込240円)
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)

牛乳屋さんが作った蒸しプリン

牛乳･卵(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.7�＜3.8�

�� 　　251  EC � 　HI
茨城乳業(茨城県･石岡市)　� G14日�
タマゴプリン

85g×3 248円(税込268円)通常税込289円
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。

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜3.3�＜3.3�

�� 　　254  EB � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G届いて12日前後�
よつ葉プレーンヨーグルト

400g 239円(税込258円)
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)� 　�

�� 　　255  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G21日�
のむヨーグルト(ぶどう&いちじく)2本組

250g
×2 330円(税込356円)通常税込380円

乳原料は100%北海道産ののむヨーグルトです。
ぶどうといちじくのミックスです。香料不使用。

生乳(北海道)� 　� 生乳(北海道)� 　�

�� 　　257  EC � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�
よつ葉北海道十勝ひとくちチーズ仕立て

90g
(9個) 338円(税込365円)通常税込378円

チェダーチーズをブレンドしたまろやなプロセスチー
ズです。食べ切りサイズの個包装。※乳化剤使用。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　258  EC � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G180日�
よつ葉バター ホワイト加塩

150g 288円(税込311円)通常税込322円
北海道産生乳100%の加塩バターで
す。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　259  EC � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G90日�
パンにぬりやすいバター &ひまわりオイル

100g 298円(税込322円)
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ました。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　260  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G90日�
よつ葉北海道十勝 ゴーダチーズ

100g 325円(税込351円)
生乳(北海道)� 　�

�� 　　261  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G90日�
よつ葉北海道十勝 チェダーチーズ

100g 318円(税込343円)

◦�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。

牛�肉

◦�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

 親子丼にして!ハムカツにして! 素朴な味わいの牛丼!

1～2人前×2袋

130g(鶏肉40g
タレ90g)×2

2食入

豚肉(国内産)� 　［放］不検出�＜3.7�＜3.8�

�� 　　231  2袋� 　

85g×2 368円(税込397円)
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。

�� 　　232  3袋� 　
85g
×3 535円(税込578円)通常税込589円

EB
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　� G15日�
鎌倉あらびきウインナー

乳製品
デザート
【お願いです】

鈴木牧場の空瓶が回収さ
れずに困っています(価格
にはビン代は含まれてい
ません)。ヨーグルト、モッ
ツァレラチーズの空瓶は
必ずご返却ください。

腸から始まる明日の健康

生乳(石川県)�　［放］不検出�＜4.0�＜4.0�

�� 　　247  EA � 　I
ホリ乳業(石川県･金沢市)　� G届いて9～10日�
腸内活性ヨーグルメイト(プレーン)

380g 550円(税込594円)

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(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.4�＜3.4�

242  プレーン� 400g 361円(税込390円)

243  微糖� 400g 370円(税込400円)

ノンホモの 生乳を原 料に自家プラントで
作ったなめらかでやさしい味のヨーグルト。

　　EA � 　I
鈴木牧場(茨城県･石岡市)� G届いて10～11日�
石岡 鈴木牧場ヨーグルト 

ビンは再利用しますので
必ずご返却ください

生乳（茨城県）� ［放］不検出�＜3.3�＜3.1

245  プレーン� 30g 181円(税込195円)

246  ペッパー� 30g 190円(税込205円)

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。

EBI

鈴木牧場（茨城県･石岡市)　� G届いて14日以上�
石岡 鈴木牧場 さけるチーズ 

盛り付けイメージ

生乳(北海道)� 　�

252  2個組
250g×2 1096円(税込1184円)通常税込1242円

10   1個C
250g 558円(税込603円)通常税込621円

253  5個組
(250g)×5 2700円(税込2915円)通常税込3105円

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。

EI

よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G90日�
よつ葉シュレッドチーズ

よつば乳業フェア

シ
ュ
レ
ッ
ド
チ
ー
ズ 

春
も
大
活
躍

春の
(北海道･音更町)

464円/100g

578円/100g

519円/100g

216円/100g301円/100g

1個あたり
税込592円

1個あたり
税込583円

�� 　　256  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G21日�
のむヨーグルト(やさしい甘さ)2本組

250g
×2 330円(税込356円)通常税込380円

乳原料は100%北海道産。乳原料の美味しさに自信があ
るからこそのシンプルな素材で作りました。微糖タイプ。

十 勝 の 生 乳 を
使 って 熟 成 さ
せたセミハード
タイプのナチュ
ラルチーズ。ほ
の か な 酸 味 が
特長。

十 勝 の 生 乳 を
使 って 熟 成 さ
せたセミハード
タイプのナチュ
ラルチーズ。ま
ろ や か な 味 わ
いのチーズ。
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小麦(岩手県、他)� 　［放］不検出�＜3.8�＜4.2�

271  HIJKL

オリオンベーカリー(岩手県･花巻市)　� G45日�
発芽玄米入りクロワッサン

10個 690円(税込745円)

小麦(アメリカ他)� 　�

�� 　　272  A � 　IL
クーロンヌジャポン(茨城県･取手市)　�
クーロンヌの角形食パン

半斤3枚 140円(税込151円)
自家製配合小麦とルヴァン発酵種でもっち
り食感とクセない味わいに仕上げました。

小麦(アメリカ他)� 　�

�� 　　273  A � 　IL
クーロンヌジャポン(茨城県･取手市)　�
クーロンヌの角形食パン

1斤6枚 270円(税込292円)
自家製配合小麦とルヴァン発酵種でもっち
り食感とクセない味わいに仕上げました。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　279  F � 　HIJL
ブーランジュリーピノキオ(和歌山県･和歌山市)　�
ふくらむ魔法のメロンパン

84g
×4個 598円(税込646円)通常税込724円

国産小麦、白神こだま酵母を使用し
たパン生地にサクサクのメロン皮を
あわせました。

小麦(北海道)� 　�

�� 　　280  FB � 　L
池田食品(埼玉県･所沢市)　�
ママン モチモチ手のばしナン

210g
(3枚入り) 310円(税込335円)通常税込356円

小麦(アメリカ他)� 　�

�� 　　274  A � 　IL
クーロンヌジャポン(茨城県･取手市)　�
クーロンヌの角形食パン

1斤8枚 270円(税込292円)
自家製配合小麦とルヴァン発酵種でもっち
り食感とクセない味わいに仕上げました。

小麦(アメリカ他)� 　�

�� 　　275  A � 　IL
クーロンヌジャポン(茨城県･取手市)　�
クーロンヌの角形食パン

1斤
    (ノースライス) 265円(税込286円)
クーロンヌの食パンのノースライスで
す。

小麦(アメリカ、他)� 　�

�� 　　276  FB � 　L
クーロンヌジャポン(茨城県･取手市)　�G60日�
クーロンヌのバゲット
1本(ハーフ2本) 320円(税込346円)

王道のバゲットです。冷凍でのお届けになりますの
で使用の際は家庭用オーブン等をご利用ください。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　278  FB � 　L
ハッコー食品(千葉県･千葉市)　�G180日�
国産全粒粉プチパン

約40g×5 460円(税込497円)
自家製天然酵母種を配合しているため、小麦本
来の甘味が感じられる風味豊かなパンです。

小麦(北海道)、玄米粉(茨城県)� 　�

�� 　　281  FA � 　JL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　� G30日�
プレーンベーグル

1個 157円(税込170円)通常税込180円
小麦(北海道)･蜂蜜(茨城県)� 　�

�� 　　282  F � 　JL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　� G30日�
はちみつ全粒くるみベーグル

1個 220円(税込238円)通常税込248円
小麦(北海道)、玄米粉(茨城県)�　�

�� 　　283  FA � 　JL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　�G30日�
全粒粉ベーグル

1個 194円(税込210円)
素材本来の旨味を引き出した全粒粉
生地のベーグルです。

小麦(北海道)、チョコ(国内産)� 　�

�� 　　284  FA � 　IJKL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　�G30日�
クーベルチュールチョコベーグル

1個 221円(税込239円)
ココア生 地に風 味 豊 かなクー ベル
チュールチョコを混ぜ合わせました。

小麦(北海道)、ナチュラルチーズ(国内産)�　�

�� 　　285  F � 　IJL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　�G30日�
チーズベーグル

1個 230円(税込248円)
モチモチ感のある生地にナチュラル
チーズをかけて焼き上げました。

はちみつ(アルゼンチン)� 　�

�� 　　554  � 　
山田養蜂場(茨城県･つくば市)　�
アルゼンチン産百花蜜はちみつ
500g 1200円(税込1296円)通常税込1328円

はちみつ(アルゼンチン)� 　�

�� 　　555  � 　
藤井養蜂場(福岡県･朝倉市)　�
アルゼンチン産はちみつ

1kg 2100円(税込2268円)

みかん(静岡県)�　［放］不検出�＜3.1�＜2.7�

�� 　　286  � 　
松永農園(静岡県･静岡市)　�
松永さんのみかんジャム

190g 498円(税込538円)通常税込551円
松永さんが無農薬栽培したみかんを、砂糖
と自家製レモンで煮詰めた手作りジャム。

甘夏(静岡県)�　［放］不検出�＜2.9�＜3.0�

�� 　　287  � 　
松永農園(静岡県･静岡市)　�
松永さんの丸ごとマーマレードあまなつ

190g 530円(税込572円)
松永さんが無農薬栽培した甘夏を砂
糖で煮詰めた手作りジャムです。

レモン(静岡県)�　［放］不検出�＜2.8�＜3.0�

�� 　　288  � 　
松永農園(静岡県･静岡市)　�
松永さんのレモンジャム

190g 525円(税込567円)
松永さんが無農薬栽培したレモンを
砂糖で煮詰めた手作りジャムです。

ごま(ミャンマー、他)� 　�

�� 　　289  C � 　
デイリーフーズ(長野県･坂城町)　�
黒ごまペースト

145g 450円(税込486円)
黒ごまをペースト状にし、三温糖、蜂蜜、食塩で味付
けしました。そのままパンにつけて。開封後要冷蔵。

野菜(国内産)� 　�

�� 　　290  C � 　JK
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�
国産野菜のお味噌汁

9食(3種×
各3食) 1100円(税込1188円)

国産の野菜をふんだんに使用したフリーズドライのお
味噌汁。お湯だけで出来立てのおいしさが味わえます。

インスタントコーヒー(マレーシア)�　�

�� 　　291  � 　
南蛮屋(神奈川県･厚木市)　�
コーヒー牛乳のもと

275㎖ 620円(税込670円)

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜0.5�＜0.4�

�� 　　4  EA � 　I
サツラク農協(北海道･札幌市)　�G15日�
サツラク牛乳1ℓ

1ℓ 276円(税込298円)

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。

おうちで焼きたて
メロンパンを! 秋川牧園のカレーと

一緒に

松永農園のジャム

生乳(北海道)� 　�

�� 　　292  EA � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　�G届いて6～10日�
カフェインレスよつ葉カフェオレ

1ℓ 277円(税込299円)
北海道十勝産生乳をたっぷり50%以上使用(製品に占
める割合)、香料、乳化剤、着色料不使用で作りました。

茨城県�　［放］不検出�＜3.9�＜3.7�

�� 　　6  EA � 　H
宇治田農場(茨城県･石岡市)　�G7日�
宇治田さんの平飼い卵

6個 330円(税込356円)
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�＜3.5�＜3.6� 茨城県�　［放］不検出�＜3.5�＜3.6�

�� 　　7  EA � 　H
JAやさと鶏卵部会(茨城県･石岡市)　�G11日�
八郷の卵

10個 298円(税込322円)
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。

�� 　　契約  EA � 　H
JAやさと鶏卵部会(茨城県･石岡市)　�G11日�

「やさとの仲間」平飼い卵
6個入り 330円(税込356円)

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。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　5  EA � 　I
北海道酪農公社(北海道･江別市)　�G届いて10日�
おいしさまろやか(成分調整牛乳)

1ℓ 240円(税込259円)

北海道産の生乳を
100%使用し、乳
脂肪分を2.0%に
低減した成分調整
牛乳。

牛乳･卵

鈴木牧場
牛乳 720㎖

健康な牛は健康な土から

契約価格319円（税込）

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜0.4�＜0.5�

�� 　　3  EA � 　I
サツラク農協(北海道･札幌市)　�G15日�
サツラク低脂肪牛乳

500㎖ 163円(税込176円)

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。

生乳（北海道）� ［放］不検出�＜0.5�＜0.5

1  1ℓ
330円(税込356円)

2  500㎖
198円(税込214円)

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
質の良さを生かす為、低温
殺菌で処理しました。

　　EA � 　I
サツラク農協(北海道･札幌市)� G届いて3日�
サツラク低温殺菌牛乳 

アルゼンチンでと
れるクローバー、
アルファルファな
どの百花蜜はちみ
つ。さわやかな香
りで、クセが 少な
い。

アルゼンチン
の 大 草 原 の
中 の い ろ い
ろ な 花 か ら
採 れ た は ち
みつです。

シーズン初

牛乳に混ぜるだけ
で 美 味 し い コ ー
ヒー牛乳が出来上
がります。

パ�ン
◦�原則として国産の粉、天然
酵母を使用します。国産で
は入手が困難な粉について
は、残留農薬やポストハー
ベストが不検出又は基準値
内の原料を使用します。

◦�イーストフードと合成防腐剤
は使用しません。

クーロンヌ
地元で愛されるパン屋

いばらきベーグル地元のお店

冷凍パン 凍ったまま電子レンジまたはトースターでOK!

1個入

1個入

小麦(北海道、神奈川県、茨城県)�　�

�� 　　267  B � 　L
Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　�G届いて1～2日�
パン･ド･ミ(全粒粉食パン)ノースライス

1斤 300円(税込324円)
小麦粉の香りと甘さを最大限に引き出す配合で、
ノンオイル･ノンシュガーでもいただける食パン。

小麦(北海道、神奈川県、茨城県)� 　�

�� 　　268  B � 　L
Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　�G届いて1～2日�
フルーツナッツ食パン(ノースライス)

1斤 640円(税込691円)
ライフルーツ、ナッツをふんだんに混
ぜ込んだ食べ応えたっぷりのパン。

小麦(北海道、神奈川県、茨城県)�［放］不検出�＜3.5�＜3.9�

�� 　　269  B � 　L
Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　�G届いて1～2日�
ドッグパン

3個 300円(税込324円)
スライスしてお好みの食材を挟んでど
うぞ。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　270  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G10日�
鎌倉粗挽ロングウインナー

27g×5 300円(税込324円)

野菜と一緒にドッグ
パンにはさんで。

※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。

※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、塩 

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）� ［放］不検出�＜3.9�＜3.8

263  8枚� 270円(税込292円)
262  6枚� 270円(税込292円)

264  ノースライス� 260円(税込281円)

AL

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

Le･Lourdes
(レ･ルルド)

自家製酵母パン

小麦（北海道、神奈川県、茨城県）� ［放］不検出�＜4.0�＜4.7

265  8枚
425円(税込459円)

266  ノースライス
415円(税込448円)

AL

Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　� G届いて1～2日�
パン･ド･ミ(レーズン食パン) 1斤 

※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、塩

原材料：小麦粉(国内製造)、マーガ
リン、上白糖、液卵、ぶどう糖、パ
ネトーネ種、発芽玄米粉、パン酵
母、食塩、小麦粉調整品(小麦粉、
小麦グルテン)、乳等を主要原料と
する食品、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)

国内産の小麦を使った
クロワッサンです。

1個あたり
税込75円

10個入

手のばしで焼き上
げたもっちり食感。
自然解凍(1枚あた
り約30分)後、軽く
オーブントースター
で焼いて。

小麦(カナダ、他)� 　�

�� 　　277  FA � 　HIKL
ハッコー食品(千葉県･千葉市)　�G180日�
ブリュッセル ワッフル

約65g×6 675円(税込729円)
水を加えず卵と牛乳を加えて作ったワッ
フルで、風味豊かで軽い口あたりです。

素 材 本 来 の 旨
味を引き出した
プレーン生地の
ベーグルです。

はちみつを合わせた
全粒粉生地の風味豊
かなベーグルに仕上
げました。

1個あたり162円

ご注意！
・�「ふた」は破棄し�
�てください。
・�ビンは必ず洗って
返却ください。

5月から値上げ

ジャム
はちみつ･味噌汁
素材をいかしたジャムなどは、
パンをはじめ、料理などにも

お使いください。
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

501～ 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。
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桜の花(国内産)�　［放］不検出�＜2.2�＜2.2�

�� 　　293  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
桜寄せ豆腐

200g 228円(税込246円)通常税込257円
国内産大豆に桜の葉を混ぜ込んで固
め、桜の花をのせた、春限定のお豆
腐。香料、着色料不使用。

たけのこ(京都府)�　［放］不検出�＜2.2�＜2.0�

�� 　　294  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて5日�
竹の子がんも

80g
×2枚 299円(税込323円)通常税込340円

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

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.5�＜1.5�

�� 　　295  E � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
味付うの花料理

150g 273円(税込295円)通常税込308円
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。

豆(国内産)� 　�

�� 　　296  EC � 　JKL
菊田商店(東京都･練馬区)　�G90日�
菊田煮豆小袋セット

40g
×5種 465円(税込502円)通常税込518円

開放釜による、昔ながらの直火炊き
を行う老舗煮豆屋「菊田商店」の煮
豆小袋セット。

大豆(北海道)� 　�

�� 　　297  EC � 　JK
登喜和食品(東京都･府中市)　�G30日�
黒大豆てんぺ

100g 335円(税込362円)通常税込378円
北海道産黒大豆をテンペ菌で発酵させました。テンペ
菌の作用で大豆そのものよりも栄養がUPしています。

たけのこ(徳島県)� 　�

�� 　　298  E � 　JKL
かじかわ農場(新潟県･新発田市)　�G90日�
炊き込みご飯の素 筍ご飯

150g
(2合用) 352円(税込380円)通常税込397円
徳島県産たけのこを使用し、素材の
旨 味を 活 かした 薄 味に仕 上げ まし
た。

大豆(青森県、秋田県)�　［放］不検出�＜3.6�＜3.4�

�� 　　303  EC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
絹とうふ(充填豆腐)

300g×3 395円(税込427円)
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(国内産)�　［放］不検出�＜1.5�＜1.5�

�� 　　304  EA � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて6日�
油揚げ

3枚 183円(税込198円)
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(Non-GMO)。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.1�＜1.2�

�� 　　305  EB � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
厚揚

90g×2 184円(税込199円)
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�＜0.9�＜1.0�

�� 　　306  EB � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　�G90日�
味付いなり揚げ

10枚 418円(税込451円)
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。

枝豆(北海道)�　［放］不検出�＜1.0�＜1.0�

�� 　　307  EC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて5日�
枝豆がんも

6個 308円(税込333円)
枝豆を加えた一口サイズのがんもどき。さっとあ
ぶって生姜醤油や大根おろしポン酢でさっぱりと。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.6�＜1.6�

�� 　　308  E � 　OK
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて5日�
お好み風がんも

5個 265円(税込286円)通常税込299円
国産大豆使用の豆腐生地に、具材をたくさん加え、一番
搾り菜種油で揚げました。さっと焼いても、煮物でも。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.1�＜1.0�

�� 　　309  E � 　OJKL
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
味付えび入京がんも

10個 320円(税込346円)
具に干えび、人参、ごぼう、玉ねぎ等使用。自社製造の
だしスープで味付け。湯煎で温めても、そのままでも。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.3�

�� 　　310  E � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
味付きつねがんも

4個 368円(税込397円)
具だくさんのがんもを油揚げで包み、自社製造の合
わせだしで味付け。湯煎で温めても、そのままでも。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.9�

�� 　　311  F � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�
きざみ揚げ(冷凍) 2袋

100g
×2 428円(税込462円)通常税込492円

国産大豆100%使用。製造段階で出来てしまっ
た規格外の油揚げを細かく刻み、冷凍しました。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜0.5�＜0.6�

�� 　　312  EC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
豆乳

300cc 228円(税込246円)

国 産 大 豆10 0 %
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。

大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.8�

�� 　　313  EA � 　JKL
JAやさと(茨城県･石岡市)　�G7日�
八郷小粒納豆3連(タレ･カラシ付)

35g×3 148円(税込160円)
茨城県産小粒大豆使用。口当たり、糸
ひきがよく、風味のよい納豆です。

大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜3.4�＜3.0�

�� 　　314  EB � 　K
JAやさと(茨城県･石岡市)　�G7日�
本味納豆(タレ･カラシ無)

40g×3 140円(税込151円)
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�＜2.9�＜3.7�

�� 　　315  EB � 　JKL
水府納豆(茨城県･常陸太田市)　�G10日�
水府納豆ミニ2個(タレ･カラシ付)

40g×2 100円(税込108円)
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�＜3.5�＜3.2�

�� 　　316  EB � 　K
水府納豆(茨城県･常陸太田市)　�G10日�
押し麦入り納豆(タレ･カラシ無)

40g
×2 157円(税込170円)通常税込178円

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(北海道)� 　�

�� 　　317  EB � 　JKL
登喜和食品(東京都･府中市)　�G9日�
十勝の息吹 ひきわり2P(タレ･カラシ付

40g×2 184円(税込199円)
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。

もずく(沖縄県)� 　�

�� 　　318  EA � 　J
浜食(東京都･調布市)　� G10日�
洗いもずく

200g 240円(税込259円)
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。

わかめ(宮城県)�　［放］不検出�＜4.2�＜4.6�

�� 　　319  EC � 　
リアス(千葉県･船橋市)　� G90日�
石巻十三浜産絆わかめ

100g 380円(税込410円)
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(三陸)�　［放］不検出�＜3.8�＜4.1�

�� 　　320  EC � 　
リアス(千葉県･船橋市)　� G90日�
三陸産カットくきわかめ

100g 270円(税込292円)
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サラダ等に。

わかめ(岩手県)�　［放］不検出�＜2.8�＜3.0�

�� 　　321  FC � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�
冷凍きざみめかぶ(岩手県産)

40g
×5パック 380円(税込410円)通常税込423円
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。

わかめ(岩手県)�　［放］不検出�＜0.6�＜0.6�

�� 　　322  FC � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�
すぐに使える生わかめ(岩手県産)

40g
×5パック 407円(税込440円)通常税込454円
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。

こんにゃく芋(国内産)�　［放］不検出�＜3.5�＜3.9�

�� 　　323  EB � 　
鶴田食品千葉(千葉県･流山市)　�G90日�
生芋あく抜きこんにゃく

220g 140円(税込151円)
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�＜3.6�＜3.6�

�� 　　324  EB � 　
鶴田食品千葉(千葉県･流山市)　�G90日�
生芋あく抜きしらたき

180g 140円(税込151円)
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(群馬県)� 　�

�� 　　325  E � 　KL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　�G130日�
有機味付玉こんにゃく

6個入 220円(税込238円)
味がしっかりしみていて、食感の良さも魅力
です。湯煎するだけで手軽に食べられます。

豆(新潟県、北海道)� 　�

�� 　　326  EC � 　K
かじかわ農場(新潟県･新発田市)　�G90日�
ミックスビーンズの水煮

150g 268円(税込289円)

小麦(岩手県)�　［放］不検出�＜3.4�＜4.1�

�� 　　327  EB � 　HL
共生食品(神奈川県･相模原市)　�G6日�
内麦焼そば(ソース無)

150g
×3 198円(税込214円)通常税込235円

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(国内産)� 　�

�� 　　328  EC � 　HKL
金子製麺(神奈川県･中井町)　�G21日�
あしがら車屋醤油らーめん(2食入)

麺120g×2
スープ47g×2 398円(税込430円)

地粉の無かんすい麺。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)� 　�

�� 　　329  E � 　L
金子製麺(神奈川県･中井町)　�G20日�
季穂 生うどん(太麺)

130g×2 258円(税込279円)
国産小麦を使用した生うどん。適度な太さで食べやす
く、小麦の風味とコクが楽しめます。茹でてから汁へ。

黒大豆(岩手県)� 　�

�� 　　330  EC � 　JKL
菊田商店(東京都･練馬区)　�G90日�
煮豆 黒豆(雁喰豆)

150g 380円(税込410円)
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。

昆布(北海道)� 　�

�� 　　331  EC � 　KL
仁徳(千葉県･船橋市)　� G30日�
甘口昆布

80g 225円(税込243円)
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。

ほたて(北海道)� 　�

�� 　　332  E � 　JKL
かじかわ農場(新潟県･新発田市)　�G90日�
北海道産ほたての五目炊き込み御飯

200g(2合用) 438円(税込473円)
北海道産ほたてと豊富な具材でボリューム感のある炊
き込み御飯の素。いりこと昆布の天然だしを使用。

10個入

春の寄せ豆腐
家庭づくりの味に近い 
ほっとする味付けです

もっと手軽に
おからを食べよう!

昆布豆、金時豆、
青豆、とら豆、

雁喰豆の5種セット

クセはありません
フライパンで焼いて

醤油だけでも
春期
限定

シーズン初

原
材
料
に
は
ち
み
つ
が

含
ま
れ
ま
す

ほくほくとした食感で、味は大
豆そのもの。クセが無いので各
種お料理に使えます。
◦�テンペ菌の働きで、ビタミン
B群、必須アミノ酸が増加し
ています。
◦塩分、コレステロールはゼロ !
◦�サッと炙ってお醤油だけでも
香ばしい !

てんぺってなに?

2合用

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.2�

�� 　　299  EA � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
ミニもめん豆腐

150g×2 198円(税込214円)

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜0.9�＜1.2�

�� 　　300  EA � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
ミニきぬ豆腐

150g×2 198円(税込214円)

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.2� 大豆(国内産)�　［放］不検出�＜0.9�＜1.2�

�� 　　301  EA � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
もめん豆腐

300g 198円(税込214円)

�� 　　302  EA � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
きぬ豆腐

300g 183円(税込198円)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。 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。

大豆加工品
◦�国産大豆 100%使用。
◦�豆腐は海水にがりで固め、
消泡剤も不使用です。

16ページの
「春の丸和食品フェア」も

ご覧ください!

三陸のわかめ・茎わかめ

昼食に

海藻・水物
惣菜

◦�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。

茹で時間約6分

4個入

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。

6個入

2合用

お得な2袋組は16ページ

盛付例

お得な2袋組は16ページ
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JOSOのミールキット包丁いらず＆下処理済みカット野菜    味付き肉・たれ＋

さんま(国内産)� 　�

�� 　　342  FC � 　JKL
千倉水産加工販売･女川工場(宮城県･女川町)　�G180日�
さんまとあおさのおかか焼き
10～14枚140g 398円(税込430円)

国産さんまを三枚におろし、照焼風のタレで下味を付
けました。仕上げに鰹節、あおさ海苔をまぶしました。

今回で休売になります

甘辛い濃いめのタレと若鶏肉の相性が抜群♪

鶏肉(山口県、他)� 　�

355  FHJKL

秋川牧園(山口県･山口市)　�
やきとり5種盛り合わせ

275g(10本入) 1080円(税込1166円)
秋川牧園の若鶏使用。もも串3本･つくね串2本･鶏肝串2本
･皮串1本･砂肝串2本のセット。湯煎かレンジで。

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月3回】

梅(奈良県、和歌山県、三重県)�　�

�� 　　333  C � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�G180日�
梅干し(しそ漬)

120g 470円(税込508円)
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。

ちりめん(鹿児島県)� 　�

�� 　　334  EC � 　
リアス(千葉県･船橋市)　� G30日�
高菜ちりめん

25g 318円(税込343円)
高菜漬を細かく刻み、ちりめんとゴマ
を加えました。ふりかけ、お茶漬等に。

わさび(静岡県)�　［放］不検出�＜3.7�＜3.8�

�� 　　335  EC � 　JK
丸山園(静岡県･河津町)　� G14日�
わさび漬け

100g 265円(税込286円)

野菜･きくらげ(国内産)� 　�

�� 　　336  E � 　J
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　�G11日�
きくらげと野菜のピクルス

150g 375円(税込405円)通常税込421円
国産きくらげと国産野菜を、食べやすい甘酢漬
けにしました。サラダ感覚で召し上がれます。

白菜(国内産)� 　�

�� 　　337  EC � 　J
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　�G9日�
農家で漬けたゆず白菜

250g 260円(税込281円)
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。

大根(国内産)� 　�

�� 　　338  EC � 　J
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　�G30日�
糖しぼり大根

250g 320円(税込346円)
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。

きゅうり(国内産)� 　�

�� 　　339  EC � 　JKL
浜食(東京都･調布市)　� G60日�
ピリ辛きゅうり醤油漬

200g 290円(税込313円)
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。

唐辛子(中国)� 　�

�� 　　340  EC � 　OJ
やがちゃんキムチ(千葉県･柏市)　�G45日�
マイルド薬念醤(キムチの素)

200g 498円(税込538円)
やがちゃんキムチ特製のヤンニョムジャンです。
下漬けしたお好みの野菜でキムチが作れます。

かぶ(千葉県)� 　�

�� 　　341  E � 　OJKL
やがちゃんキムチ(千葉県･柏市)　�G14日�
かぶカクテキ

200g 398円(税込430円)通常税込443円
地元柏市の名産「豊四季かぶ」をキムチにしました。か
ぶの甘みとヤンニョムジャンの辛みが相性抜群です。

冷めても軟らか!たっぷり10枚以上!

アメリカオオアカイカ(ペルー)� 　�

343  FK

海泉フーズ(静岡県･吉田町)　� G180日�
やわらかいかの簡単焼き

200g(11～13枚) 480円(税込518円)通常税込538円
真いわし(国内産)� 　�

�� 　　344  FC � 　JKL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
フライパンで焼くいわしごま竜田

6～9枚170g 398円(税込430円)
房州近海の真いわしを三枚におろし、醤油、発酵調味
液、生姜で味付けし、ごまと国産小麦粉をまぶしました。

小麦(国内産)� 　�

345  FBJKL

ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
国産原料にこだわったお徳用春巻

14本420g 452円(税込488円)
豚肉･キャベツ等、国産具材のみを、国産小麦粉の皮でミニ
タイプの春巻に。揚げて。加工でん粉：約1.6%

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.3�＜4.0�

�� 　　346  FD � 　KL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
ヨコハマの餃子

18g×25 568円(税込613円)
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。

キャベツ･豚肉･玉葱(国内産)� 　�

�� 　　347  FC � 　KL
日岡商事(兵庫県･加古川市)　�
ジャンボ餃子

45g×5個 365円(税込394円)
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。

鶏肉･キャベツ･ほうれん草(国内産)�　�

�� 　　348  F � 　KL
日岡商事(兵庫県･加古川市)　�
ほうれん草餃子

18g×10個入 391円(税込422円)
ほうれん草の風味や栄養がたっぷりの
餡を国産小麦粉の皮で包みました。

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜2.9�＜3.7�

�� 　　349  F � 　IJL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
北海道八雲発マムの帆立クリームコロッケ

40g×6 403円(税込435円)
北海道の酪農発祥の地･八雲町産の生乳で作った帆
立入りクリームコロッケです。凍ったまま揚げて。

じゃがいも(北海道)� 　�

�� 　　350  FC � 　IJKL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
マム 学校帰りのコロッケ

60g×5 380円(税込410円)
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。

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　351  FC � 　HJKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
チキンカツ(和風醤油)

200g 451円(税込487円)
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。

真いわし(国内産)� 　�

�� 　　356  F � 　JKL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�
骨までやわらか いわし梅しそ煮

75g
×2 355円(税込383円)通常税込399円

加圧処理済みで骨まで食べられます。醤油、砂糖、み
りん、梅肉などで味付け。加工澱粉：全体の0.7%。

秋鮭(北海道)� 　�

�� 　　357  F � 　JKL
原口商店(宮崎県･都城市)　�
秋鮭の甘酢あんかけ

200g(2袋) 485円(税込524円)
国産のさけを唐揚にし、しっとりとした野菜と合わせ、
まろやかな甘さと酸味のタレをかけ仕上げました。

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　358  F � 　JKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
手羽先煮物

180g 521円(税込563円)
若鶏手羽先を特製タレと一緒にじっくり加熱し、味よく
染みた柔らかい煮物に仕上げました。レンジか湯煎で。

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　352  FC � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
大きな豆腐肉団子

340g 498円(税込538円)
国産鶏肉と国産大豆を使用した豆腐で少し大きめの肉
団子を作り、特製のタレを絡めました。湯煎かレンジで。

調理例

本格中華の素!炒めた野菜を加えて

豚肉(鹿児島県、宮崎県)� 　�

�� 　　353  F � 　HJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
野菜で仕上げる回鍋肉

110g 380円(税込410円)通常税込443円

しっかり味で生姜がきいています

鶏肉(徳島県)� 　�

�� 　　359  F � 　JKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
神山鶏やわらか揚げ 親子丼の素

160g×2 481円(税込519円)通常税込535円

天然のエビ使用、
自然なプリプリ感♪

えび(インドネシア、ミャンマー)� 　�

�� 　　360  FC � 　OHJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
天然えびのチリソース

150g 505円(税込545円)通常税込590円
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。

ニラ(国内産)、豚レバー(神奈川県)�　�

�� 　　361  E � 　JKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1〜2日
国産豚のニラレバ炒め

850円(税込918円)通常税込983円
新鮮な野菜と本格ニラレバソースのセットです。野菜
は下処理カット済みなので、手軽に調理できます。

かぼちゃ(国内産)� 　�

�� 　　362  E � 　HJKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1〜2日
栗かぼちゃと豚そぼろの甘辛煮

2人前(450g) 830円(税込896円)
濃厚な味わいの栗かぼちゃと国産豚ひ
き肉を甘辛い醤油味の煮物にしました。

小松菜(国内産)� 　�

�� 　　363  E � 　HJKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1〜2日
5種の緑黄色野菜の炒めもの

2人前
(約355g) 990円(税込1069円)

緑黄色野菜をたっぷり使った、フライ
パンだけでできる時短料理です。

玉ねぎ(国内産)、シイラ(長崎県)� 　�

�� 　　364  E � 　JKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1〜2日
シャキシャキ彩り5種野菜と白身魚の南蛮漬

2人前
(約375g) 960円(税込1037円)

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。

農産加工品
農産物の味わいを

そのまま冷凍・冷蔵保存
しました

群馬県 昭和村　グリンリーフのお漬物

湯煎で簡単♪

うなぎ(愛知県)� 　�

354  FAJKL

大黒淡水(静岡県･焼津市)　�
うなぎ蒲焼 70g×2

70g×2、たれ･山椒付 2480円(税込2678円)通常税込2894円

冷凍食品
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

千葉 柏 やがちゃんキムチ

白菜(国内産)� 　�

�� 　　29  EB � 　OJKL
やがちゃんキムチ(千葉県･柏市)　�G14日�
白菜キムチ「頂」

300g 480円(税込518円)通常税込538円

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。

玉ねぎ(国内産)、豚肉(鹿児島県)�　�

�� 　　365  E � 　HJKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1〜2日
彩り野菜と国産豚の黒酢酢豚
2人前(約410g) 899円(税込971円)

新鮮な野菜と酢豚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一つで簡単調理できます。

黒酢で味に深みを
プラス

調理時間
約6分

準備品
油

2人前

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

2人前 2人前

小松菜(国内産)� 　�

�� 　　366  E � 　JKL
やさと農業協同組合(茨城県･石岡市)　�G届いて1〜2日
小松菜とたっぷりねぎの和風炒め

2人前(約630g) 760円(税込821円)
醤油ベースの美味しさと豚肉の甘み、
ねぎの香ばしさを楽しめます。

シャキシャキ野菜が
たっぷり

調理時間
約10分

準備品
油

2人前

セット内容：カット野菜(小松菜、ね
ぎ、玉ねぎ、人参)、豚肉、たれ

スタミナ料理の
定番

味噌タレがきめて栗かぼちゃの甘み
たっぷり

白身魚の旨味と
野菜がマッチ

セット内容：タレ漬け
豚肉、カット野菜(人
参、ニラ)、もやし

もやしがつきます。目安は200 〜 250g
なので、1袋そのままお使いください

調理時間
約4分

準備品
油

セット内容：カット
野菜（かぼちゃ、玉
ねぎ、人参）、国産
豚ひき肉、甘ダレ醤
油炒めのタレ

調理時間

約15分
準備品

水溶き片栗粉大さじ1/2・
水120cc

2人前2人前

セット内容：野菜セット(小松菜、ほうれん
草、玉ねぎ、ピーマン、人参、赤パプリカ)、調味肉

調理時間
約6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) 

調理時間
約5分

準備品
油

お豆腐が入って
いるので、柔
らかくて、味も
優しく、胃にも
重すぎなくてと
てもよい商品
です。お弁当に
も、もう一品
ほしいときにも
オススメです。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

フライパンで
簡単にできま
す。美味しくて
子どもたちも
大好きです。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

2袋

2袋

10個入5個入25個入

14本入
10〜14枚

6〜9枚

レンジまたは湯煎で

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%)

アカイカに鹿の子
を 入れ 短 冊 型 の
唐 揚 げ 風 に仕 上
げました。冷めて
も軟らかです。

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。

5個入6個入

国 産 豚肉を下味 付
けし 半日寝 か せて
旨みを引き出しまし
た。コチュジャンの
辛 味と風 味 が食 欲
をそそります。

徳島県の山間部で放し
飼いされた神山鶏を使
用。内袋ごと湯煎して鍋
にあけ、溶き卵を加えれ
ば親子丼が完成。

2食入

11〜13枚

約280g
+もやし250g
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鶏肉(山口県、他)� 　�

367  FHJKL

秋川牧園(山口県･山口市)�G180日�
鶏鍋セット(塩)

550g (鶏肉･つくね各200g
スープ150g) 1118円(税込1207円)

シャキシャキの食感!

れんこん(熊本県)� 　�

�� 　　369  F � 　JKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
れんこんのはさみ揚げ

120g(4個入) 375円(税込405円)通常税込420円
野菜(国内産)� 　�

�� 　　370  F � 　OL
日岡商事(兵庫県･加古川市)　�
桜えびかきあげ

160g(2枚入) 713円(税込770円)通常税込793円
わかめ･玉ねぎ(国内産)� 　�

371  FCHJKL

あんしん生活(岩手県･陸前高田市)　�
三陸産わかめのかき揚げ

200g(4枚入) 398円(税込430円)

小麦(国内産)� 　�

368  FOHJKL

ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
大きめえび天の鍋焼きうどん

2食586g 547円(税込591円)

小麦(国内産)� 　�

�� 　　375  F � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
野菜たっぷりあんかけラーメン

1食450g
(麺160g) 412円(税込445円)

沸騰した湯に凍ったまま入れて湯がくだけ。モンゴル
かんすい使用。具はもやし･キャベツ･玉葱･人参等。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　376  FB � 　L
日岡商事(兵庫県･加古川市)　�G180日�
冷凍うどん

200g×3玉 435円(税込470円)
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分半茹でてください。温でも冷でも。

わかめ(韓国)� 　�

�� 　　377  FB � 　OJKL
ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
わかめどっさりうどん

2食556g 387円(税込418円)
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。鍋で。

鶏肉･たまねぎ(国内産)� 　�

�� 　　378  F � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
和風おろし豆腐ハンバーグ

270g
(固形量60g×3) 398円(税込430円)
国産大豆100%使用の豆腐に国産鶏肉を加え、口当た
りがやさしい豆腐ハンバーグに仕上げました。湯煎で。

米(国内産)� 　�

�� 　　379  F � 　HJKL
ポーラスター(石川県･白山市)　�
太巻寿司(もち麦入)

300g(8切入) 500円(税込540円)
干ぴょう煮、厚焼き卵、椎茸煮、桜でんぶ、三つ葉の具
を太巻に。椎茸･干ぴょう･三つ葉は中国産。レンジで。

鶏骨(国内産)

�� 　　380  FC � 　
秋川牧園(山口県･山口市)　�
とりがらスープ

5袋
250g 417円(税込450円)通常税込464円

植物性主体の飼料で育てた健康な若鶏のガラを原料と
した個包装の5倍濃縮スープ。スープ･カレー･鍋等に。

鶏肉(徳島県)� 　�

381  FCHJKL

マストミ(徳島県･徳島市)　�G90日�
神山鶏の塩麹竜田

150g 380円(税込410円)通常税込434円
鶏肉(徳島県)� 　�

�� 　　382  FB � 　HJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　�
鶏のから揚げ

200g 480円(税込518円)
無投薬の神山鶏の肉を魚醤入りの特製タレに
漬けた唐揚げ。レンジかトースターで温めて。

秋鮭(青森県)�　［放］不検出�＜4.0�＜4.4�

�� 　　383  EB � 　
佐井村漁協(青森県･佐井村)　�G90日�
津軽海峡 鮭フレーク

100g 520円(税込562円)
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

エビ(インドネシア･ミャンマー)、小麦(国内産)� 　�

�� 　　384  F � 　OHJL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
ひとくちエビフライ

100g 472円(税込510円)通常税込555円
天然エビの旨味とぷりっとした食感をお楽しみ頂けます。
衣は国産小麦･卵を使用。レンジかトースターで。

鮭･野菜(国内産)� 　�

�� 　　385  FC � 　I
マルマス(北海道･森町)　�G180日�
北の包み焼(塩こしょう味)

85g×2 517円(税込558円)
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。

鶏肉(徳島県)� 　�

�� 　　386  F � 　JKL
イシイフーズ(徳島県･石井町)　�
阿波すだち鶏つくねスティック(軟骨入)

160g 339円(税込366円)
国産の軟骨入りでコリコリした食感。鶏の飼料
は遺伝子組換え不分別。レンジかトースターで。

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　387  FB � 　HL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
チキンナゲット

200g 459円(税込496円)
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。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　388  FC � 　JKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ひとくちソースとんかつ

6個120g 432円(税込467円)
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。

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　389  FC � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
鶏ごぼうハンバーグ

26g×8 435円(税込470円)
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。

おから(国内産)� 　�

�� 　　390  FC � 　KL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
おからクリーミーコロッケ

200g(4個入) 311円(税込336円)
おからとじゃがいもをベースにした素朴な味のコロッケ。
夕飯のおかずやお弁当に。揚げるかレンジで温めて。

ばれいしょ(北海道)� 　�

�� 　　391  F � 　HKL
日本生活協同組合連合会　�
牛肉コロッケ

162g(6個入) 190円(税込205円)
北海道産男爵いもと国産のたまねぎ、オーストラリア産
の牛肉を使用。油調済なので、自然解凍かレンジで。

国産素材と美味しさにこだわりました

鶏肉(徳島県)� 　�

�� 　　392  F � 　JKL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
阿波鶏のあんかけ唐揚げ お惣菜プレート

250g 685円(税込740円)通常税込756円
大豆･鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　393  FC � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
彩り野菜とひじきの豆腐ハンバーグ

3個210g 466円(税込503円)
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。

小麦(イタリア)� 　�

�� 　　394  F � 　OIL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
オーガニックペンネのトマトソースグラタン

170g×2 565円(税込610円)
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。

小麦(アメリカ)、キャベツ･人参(国内産)� 　�

395  FHKL

大進食品(神奈川県･横浜市)　�
なつかしのソース焼そば

400g(200g×2) 520円(税込562円)
鶏肉(山口県、他)、玉葱･小麦(国内産)�　�

�� 　　396  F � 　JKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
とり肉まん

400g(4個入) 568円(税込613円)
秋川牧園の鶏肉の旨みと黒豚の甘みのある脂
が絶妙に合わさった、食べ応えのある肉まん。

� 　�

�� 　　397  FC � 　L
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ミニアメリカンドック

6本
150g 386円(税込417円)通常税込432円

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。レ
ンジで温めて。乳･卵不使用。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　398  F � 　HL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
大判焼き(白あん)

4個340g 432円(税込467円)
はちみつの入ったしっとりとした皮で、大手亡豆から
作った口当たりの良い甘さの白あんを包みました。

生地に国産の緑茶粉末を使用

小麦粉･小豆･茶(国内産)� 　�

�� 　　399  FC � 　HL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
お茶香るミニたい焼き(あずき)

8個272g 424円(税込458円)通常税込478円
自社で炊いた国産小豆使用のあんこを包んだミニたい焼
き。自然解凍OK。

国産もち米の道明寺粉を使用

枝豆(ベトナム、インドネシア)� 　�

�� 　　400  F � 　JK
岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 ずんだおはぎ

4個200g 454円(税込490円)通常税込505円
よもぎ(国内産)� 　�

�� 　　401  FC � 　J
岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 よもぎだんご

4本180g 429円(税込463円)
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。

大豆(国内産)� 　�

�� 　　402  FC � 　HKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
豆乳カステラ

5切 378円(税込408円)
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。

生乳(ニュージーランド)� 　�

�� 　　403  F � 　IK
日本生活協同組合連合会　�
ダブルキャラメルアイス

850㎖ 538円(税込581円)
ニュージーランドの生乳を使用した、
キャラメルフレーバーのアイスクリーム。

生乳(鳥取県)� 　�

�� 　　404  F � 　I
日本生活協同組合連合会　�
牛乳70%アイスバー

30㎖×10本 298円(税込322円)
鳥取県大山乳業農協の生乳を70%配合。乳化剤、安定
剤、香料を使用せずミルクの風味を生かしたアイスバー。

生乳･小豆(北海道)、抹茶(国内産)�　�

�� 　　405  F � 　IL
久保田食品(高知県･南国市)　�
夢中熱中 抹茶とあずきの最中

110㎖ 130円(税込140円)
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%

生乳(北海道)･レーズン(アメリカ)�　�

シーズン最終
3〜4人前 お

好
み
の

野
菜
を
加
え
て

膨張剤にピロリン
酸二水素二ナトリ
ウム使用

膨張剤にピロリン
酸二水素二ナトリ
ウム使用

鍋で

鶏モモ･ムネ、つく
ね、若鶏をじっくり
煮出した鶏がらスー
プに鰹と昆 布の旨
味をきかせた塩 味
スープのセット。

大きめえび 天に三
角揚、椎茸、人参等
の具 材をコシのあ
るうどんにつけま
した。鯖、鰹のだし
が効いたつゆ付。

2食入

今回
のみ

揚げてあるので温めるだけ♪

ランチなど軽食に
ランチ、おやつに
どうぞ

米･豚肉(国内産)� 　�

�� 　　372  FC � 　JKL
ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
ライスバーガー ねぎ塩豚焼肉

5個575g 875円(税込945円)通常税込970円
醤油味の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。レンジで。加工澱粉0.2%

小麦(カナダ)、玉ねぎ･ピーマン(国内産)� 　�

373  FJKL

大進食品(神奈川県･横浜市)　�
スパゲティナポリタン

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。
湯煎かレンジで。

一つ一つ丁寧に
手で包んでいます

小麦(オーストリア他)、トマト(イタリア)� 　�

�� 　　374  F � 　IL
日本生活協同組合連合会　�
手包みピッツア マルゲリータ

2本190g 417円(税込450円)通常税込462円
イタリア産トマトを使ったトマトソースの酸味と、4種チー
ズのコクと旨みが味わえるピッツア。レンジで。

熊本県産の蓮根を使用し
たはさみ揚げです。お弁当
やおかずの1品に。レンジ
かオーブンで温めて。

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。

わかめを使用し、
国 産 の玉ねぎ を
混 ぜ 込 んだシン
プルな か き揚 げ
です。そばやうど
んに。

レンジで4個入

2枚入

4枚入

久々
登場！

お弁当に
おかずに

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。

レンジで

レンジで 2食入
2食入

見た目から想像できな
い、冷凍とは思えない
美味しさです。焼きそば
好きなら絶対好きな味!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

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。レン
ジか湯煎で。

ミニタイプで
お子さんにぴったり!

鎌倉ハムの
このウィンナーを
使ってます

6本入

2食入 3個入

2食入

6個入

3個入

8個入 4個入

4個入

4本入4個入8個入4個入

6個入

副菜に茄子の揚浸し、
ひじきと大豆の煮物、
青菜とちりめんじゃこ
のお浸しをセット。レ
ンジで。

粒感残るずんだあ
んで、国産もち米
の道明寺粉を使用
した生地を包みま
した。

10本入

次回から値上げ

406  FHI

久保田食品(高知県･南国市)　�
ラムレーズンアイスクリーム

110㎖ 210円(税込227円)
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%

トマト味が濃厚な
美味しさ

2食入
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大納言小豆(北海道)� 　�

�� 　　412  � 　
米又(福井県･福井市)　�
永平寺禅彩(胡麻豆腐入)

180g 278円(税込300円)通常税込346円
北海道大納言小豆と黒砂糖を使用しじっくり炊き上げ、そ
の中に胡麻豆腐を浮かべた味わい深いぜんざいです。

大納言小豆(北海道)、栗甘露煮(国内産)� 　�

�� 　　413  � 　
米又(福井県･福井市)　� G180日�
栗ぜんざい

185g 450円(税込486円)通常税込518円
北海道産大納言小豆を甘さ控えめに炊き上げ、国産の栗
甘露煮をまるごと浮かべた味わい深いぜんざいです。

落花生(千葉県)�　［放］不検出�＜3.8�＜4.2�

�� 　　409  � 　N
ますだ(千葉県･八街市)　� G90日�
うす皮煎り落花生

170g 680円(税込734円)通常税込756円
うす皮がついたまま塩水につけ味付け。
香ばしくて止まらないおいしさです。

あずき(国内産)� 　�

�� 　　414  � 　K
米又(福井県･福井市)　� G180日�
米又の水ようかん

190g 530円(税込572円)通常税込594円
大納言小豆(北海道)� 　�

�� 　　415  � 　JK
米又(福井県･福井市)　� G180日�
十穀ぜんざい

185g 360円(税込389円)通常税込430円
国産大納言を使用しじっくりと炊き上げた甘さ
控えめのぜんざいに雑穀をブレンドしました。

大納言小豆(北海道)� 　�

�� 　　416  � 　K
米又(福井県･福井市)　� G180日�
ほうじ茶ぜんざい

185g 360円(税込389円)通常税込430円
国産大納言小豆を使用し、福井県産大豆入りほうじ
茶で炊き上げた香ばしさの広がるぜんざいです。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜4.1�＜4.3�

�� 　　417  � 　KL
おとうふ工房いしかわ(愛知県･高浜市)　�G90日�
きらず揚げ･しお

140g 298円(税込322円)
おからが入った、かりんとう風の揚げ
菓子です。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜4.2�＜3.3�

�� 　　418  � 　KL
おとうふ工房いしかわ(愛知県･高浜市)　�G90日�
きらず揚げ･黒砂糖

140g 298円(税込322円)
ほんのり甘い黒砂糖は、お茶請けに
ぴったり。

魚肉(国内産)� 　�

�� 　　419  � 　
別所蒲鉾店(島根県･出雲市)　�G120日�
お魚チップス プレーン

40g 265円(税込286円)
国産魚肉を使用した、魚のうま味が
詰まったチップスです。

魚肉(国内産)� 　�

�� 　　420  � 　
別所蒲鉾店(島根県･出雲市)　�G120日�
お魚チップス あおさ

40g 275円(税込297円)
国産魚肉を使用した、魚のうま味とあ
おさの香りが詰まったチップスです。

じゃがいも(国内産)� 　�

�� 　　421  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 ポテトチップスうす塩

55g 180円(税込194円)
国産のじゃがいもを使用したポテト
チップスです。

じゃがいも(国内産)� 　�

�� 　　422  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 ポテトチップスのり塩

53g 180円(税込194円)
国産のじゃがいもを使用したポテトチッ
プスです。焼きのりを使っています。

さつまいも(九州)� 　�

�� 　　423  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 芋けんぴ

125g 275円(税込297円)
九州産のさつまいも、国産の米油、北海
道産の砂糖大根を使用した芋けんぴ。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜0.8�＜0.8�

�� 　　424  � 　JL
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G150日�
ミレービスケット

165g 250円(税込270円)
国産小麦粉を主原料に焼き上げた生
地を植物油でカラッと揚げました。

うるち米(国内産)�　［放］不検出�＜0.8�＜0.8�

�� 　　425  � 　J
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G90日�
米粉クッキー

6本 276円(税込298円)
国産うるち米由来の米粉を主原料の生地に有機オー
トミールを加え、スティック状に焼き上げました。

米粉(秋田県)�　［放］不検出�＜0.8�＜1.0�

�� 　　426  � 　J
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G180日�
7大アレルゲンを使わない米粉のおやつ

6個 184円(税込199円)
7大アレルゲン不使用商品になりま
す。

小麦･そば(国内産)�　［放］不検出�＜0.9�＜0.8�

�� 　　427  � 　JML
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G90日�
そば粉のかりんとう

80g 195円(税込211円)
国産の小麦粉、そば粉を使用。そば粉の風味を感じ
られる、ポリポリッと食感の良いかりんとうです。

もち米(佐賀県)�　［放］不検出�＜2.0�＜2.2�

�� 　　428  � 　JK
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G120日�
とうもろこしあられ

30g 225円(税込243円)
佐賀県産ひよくもちでつくった生地を
焼上げました。

もち米(国内産)�　［放］不検出�＜0.9�＜1.0�

�� 　　429  � 　JKL
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G120日�
根昆布あられ

55g 220円(税込238円)
国産水稲もち米を主原料に北海道産の根昆布を入れ
た生地を丸大豆醤油でさっぱりと味付けしました。

小豆(北海道)� 　�

�� 　　430  B � 　
サンコー(愛知県･豊橋市)　�
小倉ようかん

1個58g 135円(税込146円)
北海道産の小豆とてん菜糖を使用した羊羹で
す。食べやすい小さめの袋に入れたタイプです。

大豆(国内産)� 　�

�� 　　431  � 　JK
創健社(神奈川県･横浜市)　�G90日�
きなこねじり菓子

8本 340円(税込367円)
大豆を焙煎したきな粉に、水飴と粗糖を
じっくり練り込んだ、素朴で優しい味わい。

天草(国内産)� 　�

�� 　　432  � 　
太洋(神奈川県･横須賀市)　�G90日�
豆かんてん 黒糖みつ

155g 298円(税込322円)
国内産寒天と、北海道産赤えんどう使用の豆かん
てんです。黒蜜をかけてお召し上がりください。

天草(国内産)� 　�

�� 　　433  � 　K
太洋(神奈川県･横須賀市)　�G90日�
きな粉 黒みつ寒天

160g 298円(税込322円)
原材料：天草、黒糖、きな粉

熟練の職人が1つ1つ手焼きで焼き上げます

鶏卵(長崎県)� 　�

434  HJL

須崎屋(長崎県･島原市)　� G30日�
長崎五三焼かすてら 形おとし

200g 480円(税込518円)通常税込540円
創業150年、老舗の五三焼きカステラです。

小麦(国内産)� 　［放］不検出�＜0.8�＜0.8�

435  HJL

サンコー(愛知県･豊橋市)　� G70日�
ミニどら焼き

6個(個包装) 285円(税込308円)通常税込322円
北海道産小豆の餡を国内産小麦粉を使って焼き上げた皮
ではさみ込みました。

さとうきび(沖縄県)、小麦(国内産)�　［放］不検出�＜1.0�＜1.0�

436  HL

サンコー(愛知県･豊橋市)　� G90日�
黒棒

8本(個包装) 265円(税込286円)通常税込313円
表面はさっくり、中はふんわりした食感の黒棒です。

16ページで丸和特集掲載中

小麦(国内産)� 　�

437  IKL

丸和食品(東京都･練馬区)　� G60日�
豆乳ドーナツセット(白蜜1袋･黒糖1袋)

2種各155g 435円(税込470円)通常税込518円
原材料：小麦粉、黒砂糖(黒糖のみ)、てん菜糖、豆乳、植物油脂(パーム油)、ショートニ
ング(パーム油)、脱脂粉乳、水飴、食塩、ベーキングパウダー、カラメル色素(黒糖のみ)

緑茶(京都府)� 　�

�� 　　438  B � 　
童仙房茶舗(京都府･南山城村)　�
童仙房茶舗 有機煎茶

100g 800円(税込864円)
有機栽培の宇治煎茶です。お手軽に飲
めるようさわやかな味に仕上げました。

緑茶(京都府)、玄米(国内産)� 　�

�� 　　439  � 　J
童仙房茶舗(京都府･南山城村)　�
童仙房茶舗 有機ほうじ玄米茶

150g 550円(税込594円)
紅茶(スリランカ)� 　�

�� 　　733  � 　
ランカスター(千葉県･千葉市)　�
セイロン紅茶(ティーバッグ)

2g×50 430円(税込464円)
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。

紅茶･香料(スリランカ)� 　�

�� 　　440  � 　
ランカスター(千葉県･千葉市)　�
キャラメルティー(ティーバッグ)

2g×20 500円(税込540円)
キャラメルのような甘い香りの紅茶。あっさ
り系のお菓子と一緒にどうぞ。農薬無散布。

はと麦(栃木県、徳島県)� 　�

�� 　　441  � 　
小川生薬(徳島県･東みよし町)　�
みんなのはと麦茶

8g×20 580円(税込626円)
100%国内産はと麦使用。3分～5分、弱火で
煮出してお飲みください。水出しもおすすめ。

トマト(長野県)� 　�

�� 　　448  C � 　
ナガノトマト(長野県･松本市)　�
信州生まれのおいしいトマト(無塩)

190g×20 2150円(税込2322円)通常税込2376円
信州･長野県の契約農家が育てたトマト「愛果(まなか)」を
100%使用したトマトジュース。

米又特集
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お

い
し
く
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て
い
ま
す
。
味
に
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さ
い
家
族
の
お
気
に
入
り

で
す
。
天
日
干
し
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花
生
は
さ

す
が
天
日
の
力
だ
と
思
い
ま
す
。

甘
く
て
お
い
し
い
で
す
。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

落花生（千葉県）�

407  無塩� 120g 510円(税込551円)通常税込562円

408  うす塩� 120g 510円(税込551円)通常税込562円

千葉県の新品種、はっ
きりした甘みが特徴で
香ばしくて止まらない
おいしさ。

N
G90日ますだ（千葉県･八街市)　G90日

うす皮煎り落花生(Qなっつ) 

落花生(千葉県)� 　［放］不検出�＜3.7�＜4.4�
411  300g 1120円(税込1210円)通常税込1280円

ますだ落花生八街から心をこめて
昔ながらの天日干し
八街から心をこめて

 特集増田商店の皆さん

全品
特価

全品３月４回のお届け全 特品 価

さらりとした
舌 触 り と 黒
糖 風 味 の
さっぱりとし
た 甘 さ が 特
長です。

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。

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

501〜 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

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

501〜 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

1缶あたり
税込116円

20缶

有機トマト(アメリカ、スペイン他)� 　�

444  1缶� 190g 180円(税込194円)

445  6缶�190g
×6 1050円(税込1134円)

20種類の野菜を使用し、1日分
の野菜量350g(厚生労働省推
奨)を使用した有機JAS認証の
野菜ジュースです。

光食品(徳島県･上坂町)　�
有機野菜飲むならこれ!1日分 

1缶あたり
税込189円

麦芽(ドイツ、他)� 　�
447  6缶 � 350㎖

×6 750円(税込810円)通常税込876円

大麦麦芽100%にこだ
わりました。炭酸水を
除く添加物は一切不使
用です。

446  1缶� 350㎖ 130円(税込140円)通常税込151円

日本ビール（東京都･目黒区）　
龍馬1865 

1缶あたり税込135円

人参（福島県）� ［放］不検出�＜0.5�＜0.4

442  200㎖� 270円(税込292円)

443  1ℓ� 1100円(税込1188円)

有機人参を使った栄養豊富なス
トレートジュース。果肉が沈殿し
ているので、よく振ってからお
飲みください。

�� 　　� 　
二本松有機農業研究会（福島県･二本松市）　
有機人参まるごとジュース 

有 機 栽 培 の
ほ うじ 茶 と
有 機 玄 米を
ブ レ ンド し
た 日 本 茶 で
す。

シーズン最終 シーズン最終 久々
登場！

今回で終売になります

410  160g 675円(税込729円)通常税込740円

千葉八街産。今ではめ
ずらしくなった天日干
し乾燥。香りが高く、甘
みも強いです。

N
G90日ますだ（千葉県･八街市)　G90日

天日干しさやいり落花生 

8本入
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ぶどう(長野県)� 　�

�� 　　766  � 　
井筒ワイン(長野県･塩尻市)　�
井筒ワイン･プレスラン赤

720㎖ 950円(税込1045円)
ぶどう(長野県)� 　�

�� 　　767  � 　
井筒ワイン(長野県･塩尻市)　�
井筒ワイン･プレスラン白

720㎖ 950円(税込1045円)
ぶどう(長野県)� 　�

�� 　　451  � 　
井筒ワイン(長野県･塩尻市)　�
井筒ワイン･マスカットベリー A

720㎖ 1488円(税込1637円)

コンコード種のぶ
どうの2番搾り(プ
レスラン)から作り
ました。酸化防止
剤無添加。

ナイアガラ種のぶ
どうの2番搾り(プ
レスラン)から作り
ました。酸化防止
剤無添加。

長野県産マスカット
ベリーAを100%使
用。かすかな渋みと
ほどよい酸味のきい
たワイン。

鶏卵(国内産)� 　�

452  HIKL

日本生活協同組合連合会　�G60日�
蜂蜜かすてら

10本 308円(税込333円)通常税込343円
小麦粉(国内産、アメリカ)� 　�

�� 　　453  � 　IL
日本生活協同組合連合会　�
風味豊かな発酵バターのショートブレッド

2本×6袋 308円(税込333円)
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。

にんじん(アメリカ･国内産等)� 　�

�� 　　454  � 　
日本生活協同組合連合会　�G180日�
彩果菜園フルーティアップル

125㎖×12本 648円(税込696円)
にんじんとりんご主体のフルーティな味わいが楽し
める野菜果実ジュース。食物繊維とビタミンC配合。

トマト(中国、アメリカ、チリ等)�　�

�� 　　455  � 　
日本生活協同組合連合会　�
トマトジュース食塩無添加

900gPET 158円(税込171円)
� 　�

�� 　　754  � 　
日本生活協同組合連合会　�
ただの炭酸水
200㎖
×24 1344円(税込1440円)通常税込1512円

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。

米(国内産)� 　�

�� 　　456  � 　J
味の一醸造(埼玉県･狭山市)　�
味の母
720㎖ 780円(税込842円)通常税込886円

もち米(佐賀県)� 　�

�� 　　505  � 　J
角谷文治郎商店(愛知県･碧南市)　�
三州三河みりん

700㎖ 1025円(税込1128円)

「 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。

さとうきび(鹿児島県)� 　�

�� 　　508  � 　
アルファフードスタッフ(愛知県･名古屋市)　�
粗精糖(自然派style)

1㎏ 355円(税込383円)
鹿児島県のサトウキビから作られた砂糖で
す。特に煮物などお料理によく合います。

海水(ベトナム)� 　�

�� 　　457  � 　
HSコーポレーション(愛知県･豊明市)　�
ビンハオ天日塩

1kg 920円(税込994円)
昔ながらの塩田製法で、太陽と風の力だけで作られた
天日塩です。漬物、焼物、炒め物など様々な料理に。

米(京都府)� 　�

�� 　　518  � 　J
飯尾醸造(京都府･宮津市)　�
純米富士酢

500㎖ 750円(税込810円)

玄米黒酢をつけダレにして鶏のからあげに!

玄米(京都府)� 　�

458  CJ

飯尾醸造(京都府･宮津市)　�
富士玄米黒酢

500㎖ 1650円(税込1782円)通常税込1836円
大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜3.0�＜3.3�

�� 　　459  EC � 　KL
沼屋本店(茨城県･つくば市)　�
常総寒仕込みしょうゆ(火入れ)

500㎖ 619円(税込669円)
大麦(愛媛県)� 　�

�� 　　460  EB � 　K
はつゆき屋(鹿児島県･日置市)　�G180日�
鹿児島麦みそ

1kg 920円(税込994円)

鹿児島独特の
麦 こ う じ を
たっぷり使用
した、甘 口で
白っぽい麦み
そです。塩 分
8.4% 。合わ
せみそに!

胡麻(ナイジェリア、他)� 　�

�� 　　550  � 　
米澤製油(埼玉県･熊谷市)　�
ごま油

450g 1150円(税込1242円)

料理に風味を持た
せます。

7ページのお肉と一緒に!

大豆(国内産)� 　［放］不検出�＜3.8�＜3.8�

461  JKL

沼屋本店(茨城県･つくば市)　�
沼屋 焼肉のたれ

260g 415円(税込448円)通常税込464円
丸大豆寒仕込みしょう油がベース。玉ねぎなどの野菜が
入っていてサッパリとした味です。炒め物にも。

ゆず(徳島県)、かぼす(大分県)� 　�

�� 　　462  B � 　JKL
飯尾醸造(京都府･宮津市)　�
富士ゆずぽん酢

360㎖ 830円(税込896円)
ごま(グァテマラ、トルコなど)� 　�

�� 　　463  � 　JKL
山田製油(京都府･京都市)　�G180日�
京都山田白ごまだれ

165g 578円(税込624円)
ごま(外国産)� 　�

�� 　　464  � 　
山田製油(京都府･京都市)　�
京都山田ごまらぁ油

60g 550円(税込594円)
レモン(愛媛県)� 　�

�� 　　465  C � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�G180日�
無茶々園れもんストレート果汁

150㎖ 590円(税込637円)
ゆず(愛媛県)� 　�

�� 　　466  � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�G180日�
無茶々園ゆずストレート果汁
150㎖ 590円(税込637円)通常税込648円

にんにく(青森県)� 　�

�� 　　467  B � 　
ポールスタア(東京都･東村山市)　�G180日�
青森県田子町産みじん切りにんにく

65g 400円(税込432円)
青森県田子町産の風味豊かなにんにく「福地ホワイト
種」を使用。切る手間のいらない「みじん切りタイプ」。

大豆(国内産)� 　�

�� 　　468  � 　JK
上高地みそ(長野県･松本市)　�G120日�
桃花林 ゆずみそ

120g 210円(税込227円)
信州みそに愛媛県産生ゆずの香りが
生きた手作りの味。

� 　�

�� 　　469  � 　J
ポールスタア(東京都･東村山市)　�
桃花林 塩だれ

150㎖ 285円(税込308円)

発酵調味料、醸
造 酢 、に ん にく
と長ねぎのみじ
ん切り、レ モン
果 汁 を 加 え た
さっぱり塩味の
たれです。

野菜(国内産、アメリカ他)� 　�

�� 　　470  C � 　JKL
光食品(徳島県･上板町)　�
お好みソース

360㎖ 398円(税込430円)

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 。お 好 み 焼 き
に。

卵(三重県)� 　�

�� 　　533  � 　HJ
富貴食研(大阪府･茨木市)　�G180日�
平飼い鶏の有精卵マヨネーズ

290g 540円(税込583円)
トマト(イタリア)� 　�

�� 　　534  � 　L
創健社(神奈川県･横浜市)　�
有機トマトケチャップ

300g 380円(税込410円)
有機トマト(イタリア)� 　�

�� 　　471  � 　
創健社(神奈川県･横浜市)　�
有機ダイストマト缶

400g 230円(税込248円)通常税込270円
イタリア南部の限定農場で栽培された完熟した有
機トマトを使用。ダイスカットにした立方体タイプ。

岩塩(パキスタン)� 　�

�� 　　472  � 　
HSコーポレーション(愛知県･豊明市)　�
地蔵ノ塩

500g 780円(税込842円)通常税込862円
梅(奈良県、和歌山県、三重県)�　�

�� 　　473  � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�G60日�
梅びしお(チューブ入り)

100g 320円(税込346円)通常税込356円

梅 干 し の 果 肉 を
ペースト状にした
もの。甘味料など
は不使用。使いや
すいチューブ状。

福来みかん(茨城県)�　［放］不検出�＜3.9�＜4.3�

�� 　　545  � 　JKL
沼屋本店(茨城県･つくば市)　�
常総醤油で作った福来ぽんす
360㎖ 398円(税込430円)通常税込443円

大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜0.6�＜0.5�

�� 　　528  � 　JKL
沼屋本店(茨城県･つくば市)　�
常総だし醤油
360㎖ 500円(税込540円)通常税込583円

CO-OP商品

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

501〜 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

コンコード100%使用

ぶどう(長野県)� 　� りんご（長野県）

�� 　　449  � 　
井筒ワイン(長野県･塩尻市)　�
井筒グレープジュース･赤

1000㎖ 895円(税込967円)通常税込998円

�� 　　450  � 　
井筒ワイン(長野県･塩尻市)　�
井筒アップルジュース
1000㎖ 998円(税込1078円)通常税込1156円

新 鮮 な 完 熟 コ ン
コ ー ド ぶ ど う で
作った果汁100%
ストレートジュー
スです。

新鮮な完熟りんごで
造 っ た り ん ご 果 汁
10 0 ％ スト レ ート
ジュースです。

開栓後は要冷蔵 ALC：12.5% ALC：12.5% ALC：12.5%
お酒 お酒 お酒

原材料：鶏卵(国産)、糖類
(砂糖、ぶどう糖)、小麦粉、
植物油脂、水あめ、牛乳、
はちみつ、還元水あめ/膨
張剤、乳化剤、(一部に卵･
乳成分･小麦･大豆を含む)

2本×6袋
1本あたり
税込58円

12本 トマトの持つコクと甘
み、酸味を活かしたトマ
トジュースです。飲用に
も料理にも使いやすい
ペットボトル入。

1缶あたり
税込60円

24缶

さ すし

そせ

米 と 米 麹 を 醗
酵させて生まれ
た 自 然 な 甘 み
が、素材の旨さ
を引き出してく
れ る 醗 酵 調 味
料。

久々
登場！

久々
登場！

久々
登場！

◆米油について
原料は、玄米を精米する時に発
生する「米ぬか」です。「米ぬか」
には約20%の油分が含まれてお
り、この油分を取り出してできる
のが「米油」です。日本は、油脂
原料のほとんどを輸入に頼って
いますが、「米ぬか」は貴重な国
産の油脂原料です。

ボーソー油脂

米糠（国内産）� �

474  小600g

540円(税込583円)通常税込594円

475  中910g
760円(税込821円)通常税込842円

901  大1350g

890円(税込961円)通常税込994円

国産米ぬかが原料の油です。軽く香
ばしい風味でくせのない油です。米ぬ
か由来の栄養成分を含んでいます。

J
ボーソー油脂（千葉県･船橋市）　
米油 

 沼屋
(茨城県･つくば市)

 沼屋
(茨城県･つくば市)

筑 波山特産の 福
来(ふくれ)みかん
の 果 汁に常 総醤
油 を 加 えて作っ
たぽん酢。

「常総寒仕込みしょ
うゆ」を使って作っ
ただし醤油。麺つゆ
には2～3倍に希釈
して。

コラボ商品常総生協×沼屋

「 地 蔵 ( ちく
ら)ノ塩」は、
何億年も山の
中で熟成され
たヒマラヤの
岩塩。

ミネラル豊富な岩塩!
塩むすびにして

梅ときゅうりの
巻物にして

沼屋本店と
一緒に作っ
た2年仕込
み醤油。

無 農 薬 栽 培 の 玄 米
100%使用。米酢に比
べ、アミノ酸を多く含み
ます。水で5～8倍に薄
めてお飲みください。

無 農 薬 栽 培し
た新米を100% 
使 用 。静 置 発
酵と長 期間の
熟成により、コ
クとの び の あ
る純 米 酢に仕
上げました。

酒類

ゆず&かぼすのダブ
ル果汁に、鰹節だし
と 昆 布 だし をプ ラ
ス。湯豆腐やしゃぶ
しゃぶなどに!

石臼でゆっくり
と挽き上げた濃
厚なねり胡麻の
風味を生かした
コクのあるごま
だれです。しゃぶ
しゃぶなどに。

一 番 絞りご ま
油に国 産 唐 辛
子を使用した、
辛 さの 中 にも
香りやコク、旨
味 が 味 わえる
らぁ油です。

自 社 栽 培したレ
モン100 % のス
トレート果汁。引
き締まった香りと
酸 味 が 特 長 。ド
レッシングやお菓
子作りなどに。

自 社 栽 培 の
ゆず10 0 %
のストレート
果汁。香りが
良く、ほんの
りと甘みがあ
ります。

遺 伝 子 組 み
換えでない菜
種 の 圧 搾 一
番搾り油、平
飼いで産んだ
卵を使用して
います。

イタリア産有機
トマト100%使
用。濃厚な食感
と旨味を引き出
したトマトペー
ストを原料に作
りました。
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　芯の小さいタイプ
牛乳 パック30%を含
む再生紙100%。無漂
白、セミソフトタイプ。
130m巻シングル。専
用芯でご使用下さい。

� 　�

�� 　　890  � 　
丸富製紙(静岡県･富士市)　�
ペンギン芯なし(トイレットペーパー)

130m
×6ロール 480円(税込528円)通常税込548円

CO-OP商品

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月3回】

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜2.7�＜2.5�

�� 　　648  � 　K
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�G180日�
きな粉(大豆)

130g 230円(税込248円)通常税込259円
無農薬栽培された大豆を、時間をか
けて焙煎しました。

さとうきび(沖縄県)� 　�

�� 　　903  � 　
仲宗根食品(沖縄県･糸満市)　�
多良間島特産 黒糖かちわり

200g 290円(税込313円)通常税込324円
さとうきびの汁を煮詰めただけの伝
統的な製法で作られた黒糖。

野菜(国内産)� 　�

�� 　　906  � 　JKL
鬼無里の杜(長野県･長野市)　�
鬼無里五目寿司の素

210g 360円(税込389円)通常税込400円

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。

えのき茸(長野県)� 　�

�� 　　600  � 　JKL
鬼無里の杜(長野県･長野市)　�G180日�
うす塩えのき茸

215g 298円(税込322円)通常税込333円

業界では不可欠
とされる酸化防
止剤、増粘剤不
使用。

小豆(北海道)� 　�

�� 　　582  � 　
士別農園(北海道･士別市)　�
士別農園 小豆

300g 405円(税込437円)通常税込448円
北海道士別農園の減農 薬栽培あずきで
す。皮が軟らかく、ふっくら煮上がります。

� 　�

�� 　　902  � 　
川光商事(東京都･中央区)　�
ねりあん

260g 298円(税込322円)通常税込346円
北海道産あずき使用、甘さひかえめ
のこしあん。

豚肉(沖縄県)、鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　904  � 　I
沖縄ハム総合食品(沖縄県･読谷村)　�
らくちん沖縄ポーク(ランチョンミート)

140g 340円(税込367円)通常税込378円
沖縄県産豚肉をベースに国産鶏肉を
ブレンドしたランチョンミートです。

小麦(北海道)� 　�

�� 　　905  � 　L
かりゆし製麩(沖縄県･南風原町)　�
国産小麦粉使用沖縄くるま麩(圧縮)

2枚 298円(税込322円)通常税込335円
えのき(国内産)� 　�

�� 　　907  � 　KL
鬼無里の杜(長野県･長野市)　�
きのこと山菜炊き込みご飯の素

220g 350円(税込378円)通常税込389円

きのこ、山菜は
長野県鬼無里を
中心とした国産
原料のみ使用。

野沢菜(長野県)� 　�

�� 　　908  � 　JKL
鬼無里の杜(長野県･長野市)　�
野沢菜の油いため

130g 240円(税込259円)通常税込270円
長野県鬼無里の野沢菜に人参を加え
て味付けし、油で炒めました。

のり(国内産)� 　�

�� 　　583  � 　
長谷川商店(東京都･中央区)　�G180日�
寿司はねのり

全型10枚 320円(税込346円)
軟らかで歯切れがよく、甘みのあるのり。寿司用に
焼いた物の中からはねた若干難点があるのりです。

金ごま(国内産)� 　�

�� 　　909  C � 　KL
九鬼産業(三重県･四日市市)　�
九鬼国産ごまふりかけ

25g 275円(税込297円)
国産素材で作ったふりかけです。金ごまの食感と香ば
しい香り、かつお節と海苔の旨味がご飯に合います。

白ごま(グァテマラ、ニカラグア、モザンビークなど)�　�

�� 　　910  C � 　
山田製油(京都府･京都市)　�G150日�
石臼挽きすりごま小袋(白)

81g(3g×27) 600円(税込648円)
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。

黒ごま(ミャンマー、パラグアイ)

�� 　　911  C � 　
山田製油(京都府･京都市)　�G180日�
京都山田ごま塩瓶入り(黒)

35g 290円(税込313円)通常税込324円
さば(国内産)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.5�

�� 　　573  � 　
中山水産(静岡県･裾野市)　�G180日�
だしパック

8g×18 470円(税込508円)
さば節、かつお節、いわし煮干し、しいたけ、昆布
の混合で作った、だしパックです。全て国内産。

月桂樹(山形県)�　［放］不検出�＜4.4�＜4.1�

�� 　　912  C � 　
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�
月桂樹(ローリエ)

13枚 190円(税込205円)
半乾燥でお届け。香りが少なく感じられますが、乾燥
させたり調理すると清々しく香り立ちます。無農薬。

昆布(北海道)� 　�

�� 　　913  C � 　KL
リアス(千葉県･船橋市)　�G180日�
徳用塩吹昆布

75g 554円(税込598円)
原料が美味しい昆布だから、化学調味料を使わず
に作れないかとメーカーと相談して生まれました。

わかめ(岩手県)�　［放］不検出�＜0.5�＜0.5�

�� 　　586  � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�
三陸岩手のカットわかめ

14g 270円(税込292円)
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。

昆布(北海道)� 　�

�� 　　914  � 　JK
リアス(千葉県･船橋市)　�G180日�
松前漬(原料･タレ付)

40g
+タレ120㎖ 550円(税込594円)

北海道産昆布と刻んだ真イカするめ
が半々で入っています。

昆布(北海道)･真いか(国内産)� 　�

�� 　　915  � 　
リアス(千葉県･船橋市)　�G180日�
松前漬(原料･タレなし)

45g 480円(税込518円)
昆布とするめをパック。タレなしなの
で好みの味付けにして下さい。

� 　�

�� 　　577  � 　
コープ自然派事業連合　�
チキンコンソメ

80g(4g×20) 348円(税込376円)
国産鶏を原料にした、化学調味料不
使用のコンソメパウダー。

小麦(岐阜県)� 　�

�� 　　916  C � 　L
桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�
お好み焼粉

400g 470円(税込508円)
小麦粉は岐阜県産を使用し、その他、山い
も粉、澱粉、昆布、しいたけも国内産使用。

� 　�

�� 　　917  C � 　JKL
おびなた(長野県･長野市)　�
そばつゆ(ストレート)

400㎖ 350円(税込378円)
かつおだしと熟成させたかえしの味
わいを楽しめる本格派のつゆ。

そば(国内産)� 　�

�� 　　918  C � 　ML
三上製麺(埼玉県･所沢市)　�
二八の匠 八割そば

200g×2 420円(税込454円)
国内産の原料のみを使用し、食塩を加えず、そば粉
八割で作った「二八そば」です。茹で時間3分半。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　919  � 　NKL
桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�G180日�
純正ラーメン

98g(めん90g) 150円(税込162円)
植物性原料のみを使用した、桜井食
品こだわりのラーメンです。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　920  � 　KL
桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�G180日�
純正ラーメン 豆乳塩だし味
104g(めん90g) 165円(税込178円)

植物性原料のみを使用した、桜井食品
こだわりの豆乳塩味のラーメンです。

鶏肉(国産)� 　�

�� 　　921  C � 　JKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
秋川牧園の本格チキンカリー

220g 438円(税込473円)
秋川牧園の若鶏手羽元をまるごと2
本使用したチキンカレーです。

� 　�

�� 　　922  B � 　JKL
日本生活協同組合連合会　�
野菜たっぷり和風ドレッシング

300㎖ 360円(税込389円)
海藻(日本)、黄もも(中国、日本等)�　�

�� 　　670  � 　
日本生活協同組合連合会　�
フルーツみつ豆

205g×3 508円(税込549円)
寒天、黄もも、パイン、りんご、みかん、さくらんぼ、赤
えんどうが入っています。さくらんぼは無着色タイプ

小豆(北海道)� 　�

�� 　　669  � 　
日本生活協同組合連合会　�
ゆであずき(北海道)

190g 155円(税込167円)
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)、もち米(国内産)� 　�

�� 　　923  � 　J
日本生活協同組合連合会　� G180日�
おいしい赤飯

160g
×3 330円(税込356円)通常税込367円

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。

玉ねぎ(中国、国内産、アメリカ、ニュージーランド等)�　�

�� 　　924  � 　IJKL
日本生活協同組合連合会　�
ナポリタンソース

220g 140円(税込151円)
トマト･玉ねぎ･人参等の野菜とマッシュルームをじっ
くり煮込んだ、具材感のあるナポリタンソース。

小麦(カナダ、アメリカ、他)� 　�

�� 　　633  � 　L
日本生活協同組合連合会　�
スパゲッティ1.6mm

1㎏ 498円(税込538円)
デュラム小麦のセモリナ100%使用。太
さ1.6mm、茹で時間の目安は7分です。

� 　�

�� 　　896  � 　
マスコー製紙(静岡県･富士宮市)　�
ピュアティッシュペーパー
200w
×5箱 427円(税込470円)通常税込482円

回収した牛乳パック55%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。

ドクダミ(山形県)� 　�

�� 　　926  C � 　
べにばな野草園(山形県･酒田市)　�G90日�
どくだみ水

100㎖ 1800円(税込1980円)
ヨモギ(山形県)� 　�

�� 　　927  C � 　
べにばな野草園(山形県･酒田市)　�G90日�
よもぎ水

100㎖ 1800円(税込1980円)
カミツレ(山形県)� 　�

�� 　　928  C � 　
べにばな野草園(山形県･酒田市)　�G90日�
かみつれ水

100㎖ 1800円(税込1980円)

天然杉のやさしい香り

� 　�

�� 　　929  � 　
駒村清明堂(茨城県･石岡市)　�
水車杉線香

約190g サイズ13cm 1300円(税込1430円)

100年変わらない伝
統の製法を続ける駒
村清明堂より。筑波
山周辺の杉の葉を水
車 で 挽 い て 作 り ま
す。

日用雑貨
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

501〜 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

お知らせ
せっけんの街の商品は、

4月1回から全品10～20%の
値上げとなります。

計画的な購入をおすすめします。

乾物 ･だし
その他 

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

501〜 999（青字の注文番号）は、注文
用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

春のお彼岸に
　    ぼたもちを!

全品
特価

全品
特価

沖縄物産
　　企業連合

沖縄の商品を食卓へ

(沖縄県･那覇市)

沖縄の定番料理
「ふーチャンプ
ルー」やサラダ、
鍋料理に。

鬼無里の杜特集全 特品 価

「 海 の 精 あらし
お」を 使 い 、ご ま
一粒一粒にしっか
り塩味が染みこん
だ、香ばしさが 特
徴のごま塩です。

たっぷりの生玉ねぎの
風味に、生醤油のコク。
生にこだわったドレッシ
ング です。具 材は全て
国内産原料です。 1缶あたり

税込183円

1パックあたり
税込119円

レンジか
湯煎で

レンジか
湯煎で

茹で時間7分

茹で時間3分半

お届けは
3月4回に
なります

水車の動力で作ります

杉の葉の
　　お線香

恋瀬川にかかる水車

５
代
目
駒
村
道
廣
さ
ん
と

杉
の
葉
を
搗
く
杵

 廃食油リサイクル運動の中から生まれたせっけん

813  詰替用  3袋(150g×3) 600円(税込660円)
925  本体 150g 340円(税込374円)

重曹の細かい研磨作用で油や茶渋な
どの汚れに強く、洗い上がりがすっき
りと仕上がります。

� 　　� 　
せっけんの街(千葉県･柏市)　�
台所用粉石けん「萌moe」
(重曹入り)

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。

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。

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。

山形県 酒田市　べにばな野草園の手作り野草水 3品共に3月4回のお届け

4月1回から値上げ

2人前

3〜4合用

3〜4合用
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牛肉･玉ねぎ･卵(国内産)� 　�

�� 　　953  FD � 　HIKL
大進食品(神奈川県･横浜市)　� G180日�
神戸満る里の牛生ハンバーグ

130g×4個 1250円(税込1350円)通常税込1382円
国産牛肉の旨みがしっかり残った正統派ハンバーグに仕上
げました。1個130gでボリュームたっぷり。

春の感謝セール

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月3回】

表示マークのご案内

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)� 　�

� 　000  EA � 　I
鈴木牧場(茨城県･石岡市)　�G届いて10～11日�
石岡 鈴木牧場ヨーグルト(微糖)

400g370円(税込400円)

ノンホモの生乳
を原料に自家プ
ラントで作った
なめらかでやさ
しい味のヨーグ
ルト。すっきりし
た微糖タイプ。

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 お届け時の温度帯
　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、包材表記をご確認の上ご利用ください。 

アレルゲン表示 
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。

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、JOSOわいど仕様の為、原材料を記載し 
 ています。

その他

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。

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。

無農薬

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　934  F � 　KL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　�G120日�
飛鳥のカレーシューマイ

12個
180g 380円(税込410円)通常税込432円

スパイシーながらも辛味を抑えた、食べやすいカレー
味。お弁当の一品に。蒸すか、レンジで加熱して。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　935  F � 　L
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥のあんまん

4個240g 398円(税込430円)通常税込457円

ふっくら柔らかくて、やさしい味わい

すけとうだら(北海道)、えび(ベトナム)� 　�

�� 　　936  FC � 　OJL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥のえびシューマイ

12個180g 417円(税込450円)通常税込469円
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。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　937  F � 　KL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥の彩りシューマイ

12個180g 352円(税込380円)通常税込405円

モチモチで美味しいと好評です!

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　938  FC � 　OJKL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　�G120日�
飛鳥の黒豚水餃子

15個250g 481円(税込519円)通常税込549円
小麦(国内産)、えび(ベトナム)� 　�

�� 　　939  FC � 　OHJKL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　�G120日�
飛鳥の海鮮水餃子

15個
250g 481円(税込519円)通常税込549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。

ほどよい甘さ フライパンで焼いて

南瓜･小麦･もち米･小豆(国内産)� 　�

940  FJL

飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥のかぼちゃ餅

5個300g 480円(税込518円)通常税込548円
小麦(国内産)� 　�

�� 　　941  F � 　KL
飛鳥食品(東京都･江戸川区)　�G120日�
飛鳥の黒豚シャービン(中華おやき)

4個
320g 380円(税込410円)通常税込437円

黒豚肉、キャベツ、長ネギ等、国産原料を使用した中華風
おやき。中国の屋台で定番の味。フライパンで焼いて。

お得な3種詰め合わせ♪

大豆(国内産)� 　�

942  EJKL

丸和食品(東京都･練馬区)　� G届いて4〜5日�
丸和の元気セット

3種 572円(税込618円)通常税込689円

定番商品のごま入り寄せ
豆腐200g、厚揚90g×
2、豆腐からあげ10個の
お得なセット。

大豆(秋田県)�　［放］不検出�＜0.9�＜1.0�

�� 　　943  EB � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
有機国産大豆 寄せ豆腐

100g
×2 245円(税込265円)通常税込280円

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(国内産)�　［放］不検出�＜1.4�＜1.2�

�� 　　944  EC � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて4日�
豆腐からあげ

10個 228円(税込246円)通常税込258円
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。

大豆(国内産)� 　�

�� 　　945  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G30日�
黒豆豆乳

200g 225円(税込243円)通常税込254円

国 内 産 黒 大 豆
100%。消泡剤
不使用。無調整
のため黒豆本来
の甘みが味わえ
ます。そのまま
でも温めても。

大豆(青森県、秋田県)� 　�

�� 　　946  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　� G30日�
絹とうふ(充填豆腐) 2袋

(300g×3)×2 760円(税込820円)通常税込854円
大豆(国内産)� 　�

�� 　　947  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　� G届いて3日�
手揚げ油揚げ 2袋

2枚×2袋 456円(税込492円)通常税込516円
国産大豆、にがり使用の生地を一枚一枚ていねいに手揚げ
した油揚げ。

大豆(国内産)� 　�

�� 　　948  E � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　� G90日�
味付いなり揚げ 2袋

10枚×2袋 798円(税込862円)通常税込902円
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)� 　�

�� 　　949  E � 　JKL
丸和食品(東京都･練馬区)　� G21日�
白和え 2袋

150g×2 470円(税込508円)通常税込530円
絹ごし豆腐に、こんにゃく、人参、椎茸、白ごまを加え、自
社で煮出しただしで味付けしました。

お得なボリューム企画！

ばしょうかじき(インドネシア)� 　�

�� 　　951  F � 　
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　� G180日�
徳用 かじき切身

10切500g 1280円(税込1382円)通常税込1458円
生乳(北海道)� 　�

ハーブとチーズの香り豊かな味わい 
人気です!

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　954  FC � 　HIJL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
ささみハーブカツ

200g 435円(税込470円)通常税込483円
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。

桜の花(奈良県)� 　�

�� 　　955  � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　� G90日�
桜の花の塩漬

50g 365円(税込394円)通常税込421円
桜で有名な奈良･吉野山の八重桜の花を塩と白梅酢で漬け
ました。甘味料、保存料、着色料は不使用。

� 　�

�� 　　956  � 　IK
伊那食品(長野県･伊那市)　�
パオパオ杏仁の素

575g(素75g×5袋
シロップ40g×5) 960円(税込1037円)通常税込1078円

茨城県� 　�

�� 　　957  � 　J
JA常総ひかり･東町特栽米組合(茨城県･常総市)　�
めぐみちゃんコシヒカリ(白米5kg×2)

5kg×2 4600円(税込4968円)通常税込5076円

小麦(国内産)� 　�
931  2パック 5個250g

×2袋 778円(税込840円)通常税込902円

930  5個 5個250g 398円(税込430円)通常税込451円

国産の豚肉、玉 葱、筍
を美味しく調理し、もち
もちとした国産小麦の
生地で包みました。蒸
すかレンジで温めて

FKL

飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥の手作りミニ肉まん 

豚肉(国内産)� 　�
933  2パック 12個180g

×2 768円(税込829円)通常税込869円

932  12個 12個
180g 395円(税込427円)通常税込447円

九州産黒豚肉をたっぷ
り使 用。ジューシーで
味わい豊かな一品。蒸
すかレンジで温めて。

FBKL

飛鳥食品(東京都･江戸川区)　� G120日�
飛鳥の黒豚シューマイ

飛鳥さんの食品
はどれも質が高
くおいしいです
が、特にこちら
のシューマイは
常備するように
しています。スー
プの具にしても
荷崩れしないこ
とを最近発見し
ました!いろいろ
使えて便利です。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

皮がギョウテンの
おいしさ!!肉まん等
で感じていました
が、まさか、ここ
まで本格的な水餃
子を家で食べられ
るなんて…

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

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。

また食べたいで
す。とても美味
しかったです。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

甘みを抑えた粒餡を、か
ぼちゃ(北海道産)ともち
米粉で作ったもちもちの
皮で、美味しく包んでい
ます。

5個入

4個入

4個入

10個入

15個入 15個入

12個入

12個入

12個入

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。

毎日使うものだから お得な2パック組

インドネシア船籍のまぐ
ろ延縄船で漁獲し船内で
急速凍結したばしょうか
じきを国内で切身加工し
ました。

2
 個組

お得

熱湯を注ぐだけ
で手軽に誰でも
簡単にできる杏
仁豆腐の素。

久々
登場！

鬼 怒 川、小貝 川
に挟まれた肥沃
な土地を生かし
て優良米生産に
励んでいます。
初 期 除 草 剤1回
のみ使用。

ごまの風味がしっか
りと利いた甘さ控え
めの餡を、国産小麦
の 生 地 で 包 み まし
た。蒸してお召し上
がりください。

彩りがきれいな国
産野菜を入れて、お
子様にも食べやす
いサイズ にしまし
た。冷めても美味し
く食べられます。

丸和食品
特集

春の

全品
特価

お豆腐で元気 !

旧満州から引き上げた中国残留孤児の帰国者
が自立するための職場として発足。中国の家
庭の味を“手作り”に近い製造方法で一品一
品真心をこめて作っています。

中国本場家庭の味を日本で!

飛
鳥
食
品
の
皆
さ
ん

飛鳥食品特集

全品
特価

全品
対応です

501〜999（青字の注文番号）は、注文用紙の3ケタ記入欄へご記入ください。

お茶うけで和菓子の色彩に

ほどよい玉ねぎ加減♪

�� 　　952  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G180日�
よつ葉北海道十勝スモークチーズ2個組

45g×2 396円(税込428円)通常税込454円
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。※乳化剤使用。

鹿児島県� 　�

�� 　　950  � 　
濱上さん(鹿児島県･出水市)　�
ジューシーフルーツ

2㎏ 983円(税込1062円)通常税込1079円

果肉は軟らか
く多汁で爽や
かな柑橘。落
果防止剤は使
用していませ
ん。農薬無散
布。

無農薬


