
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。

味わい深い仕上がり

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　10  FC � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
鶏ごぼうシュウマイ

27g×8 370円(税込400円)通常税込420円
豚肉(国内産)� 　�

�� 　　11  FC � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
肉しゅうまい

16g×15 424円(税込458円)通常税込478円
えび(インドネシア、ベトナム、他)�　�

�� 　　12  FC � 　OHJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
点心えびしゅうまい

27g
×7 413円(税込446円)通常税込461円

国産小麦粉で作った皮の中に、プリプリとしたえびが
たっぷり入ったしゅうまいです。蒸すかレンジで温めて。

大豆･鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　15  FB � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ふんわり豆腐ハンバーグ 2パック
(90g×3)

×2 892円(税込964円)通常税込1024円
消泡剤を使用せず、国産大豆に天然にがりを加えた豆
腐に、産直鶏肉を加えました。レンジかフライパンで。

素材の旨味を活かしました

豚肉(国内産)� 　�

16  FKL

ニッコー(神奈川県･大和市)　�
レンジで簡単!小籠包

240g(8個入) 393円(税込424円)通常税込444円

皮はふっくら･
具たっぷり♪

小麦(国内産)� 　�

17  FIJKL

ニッコー(神奈川県･大和市)　�
天津包子(肉まん)

275g
(5個入) 417円(税込450円)通常税込474円

小麦(国内産)� 　�

�� 　　18  F � 　IL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�G180日�
天津包子(あんまん)

55g
×5 412円(税込445円)通常税込470円

国産小麦粉を使用した皮で、北海道産のあずき
に黒ごまを練りこんだ中華あんを包みました。

たこ(ベトナム)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.4�

�� 　　19  FC � 　HL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�G180日�
ねぎ入りたこ焼

15個
300g 360円(税込389円)通常税込410円

ねぎのたっぷり入ったたこ焼です。電子レン
ジで温めて。油で揚げてもおいしいです。

見た目はグレープフルー
ツに似ていますが、グ
レープフルーツのような
苦味は少なく、さっぱり
とした甘みがあります。

生わかめが「シャキシャキ」
なら、生めかぶは「コリコ
リ」とした食感が特徴 ! さ
らに、ふんわり香る磯の香
りがたまりません。お湯にく
ぐらすだけで、茶色いめかぶが
あっという間に鮮やかな緑色に
変わります。

鹿児島県� 　�

�� 　　20  � 　
濱上さん(鹿児島県･出水市)　�
ジューシーフルーツ

800g 410円(税込443円)通常税込464円
めかぶ(宮城県)� 　［放］不検出�＜4.4�＜3.8�

�� 　　21  E � 　
リアス(千葉県･船橋市)G届いて2～3日�
採ってそのまま生めかぶ

250g 455円(税込491円)通常税込508円
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アセロラ(国内産)� 　�

22  150㎖

460円(税込497円)通常税込508円

23  360㎖

760円(税込821円)通常税込842円

生しぼりしょうゆに
アセロラ、ゆず果汁
を加えたぽん酢。

JKL

森文醸造(愛媛県･内子町)　�
アセローラぽんず

久々
登場！

小豆(北海道)� 　�
25  こし 6個

300g 618円(税込667円)通常税込697円

24  粒あん 6個
300g 618円(税込667円)通常税込697円

北 海 道 産小豆の 粒 餡
を、国産の上質な上新
粉を使ったコシのある
生地で包みました。常
温で自然解凍して。

 FJ

岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 柏もち

6個入

豚肉(国内産)� 　�

13  1パック
18g×15 426円(税込460円)通常税込478円

14  2パック
(18g×15)×2 838円(税込906円)通常税込956円

FKL

ニッコー(神奈川県･大和市)　�
徳用北京餃子 普通の餃子より野菜(特ににら)

を多く入れました。皮は国産小
麦粉使用。焼いて。

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。

春～初夏までの
出荷予定なの
で、これから気
温が上がる季節
の水分補給とし
てもピッタリで
す。

採ってそのまま生めかぶ

茶褐色をしためかぶ
が 届 きます。カット
後、塩少々を加えた
湯で湯通しし、流 水
で冷やして。お好み
のたれで。

※�湯通し後はカッ
トしにくいので、
湯通しする前に
カットするのがお
すすめです。

「採ってその
まま生わかめ」
は2ページに
掲載

農薬を使わずに育
てた 国 産 のアセ
ローラをたっぷり
つかいました。ちな
みに含まれるビタ
ミン C はレモンの
約 20倍です。

新芽が出ないと古い葉が落ちない柏の葉を「跡
継ぎが途絶えない」とし、「子孫繁栄」と縁起をか
ついだ和菓子です。

さっぱりとした甘みとさわやかな味わい

ジューシーフルーツ
生めかぶ ･ 生わかめと一緒に !

森文醸造のアセローラぽんず
少し早め  今シーズン初登場 !

縁起のよい和菓子です

春に食べたい♪ 旬のもの
今が旬!

3個入×2
国産原料(豚肉、たまねぎ、
しいたけ、しょうが)を使用
した小籠包。レンジか蒸し
て。加工でん粉：0.7%

5個入

8個入

8個入 7個入

5個入

15個入

15個入

シーズン最終

削り節の煮出し汁でごぼう
を煮、産直の鶏肉をミンチ
にして混ぜ合わせたシュウ
マイ。レンジか蒸して。

国 産 豚 肉 、玉 ね ぎ が
た っ ぷ り の し ゅう ま
い。ポークエキス･かつ
おエキス使用。蒸すか
レンジで温めて。

食べ応えがあります

ごぼう(国内産)� 　�

�� 　　8  FB � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ごぼうとひじきの豆腐団子

8個144g 360円(税込389円)通常税込407円

8個入
鶏 肉と豆 腐に、ごぼう、ひじ
き、ごまがたっぷり入った団子
です。おつまみにも。電子レン
ジで温めて。

設立のきっかけは、創業者の会長がわが子 ( 現社長の山﨑雅文さん ) が強いアレルギー体質だったため、後世に良いものを、
安心して食べられるものを作りたいと思ったからです。その思いは引き継がれ、今では原材料の野菜づくりをはじめ、地域や
環境にも優しい会社を目指しています。

株式会社ニッ 
コーは創業以来、素材にこだわ
り、ご家庭の台所にあるような調
味料を使い、お母さんが作る味
を目指してきました。削り節から

ダシをとったり、自社農園で栽培した野菜を
活用することで、より身近にニッコーを感じて
いただければと思い取り組んでいます。冷凍
食品を使うことは手抜きではなく、使う人の時
間を有効活用できる便利なものです。皆さん
の手助けをさせていただくことが私たちの使
命だと思い、これからも安心・安全な食品を
作り続けてまいります。

お母さんがつくる味を目指して

特に野菜は、顔の見える地元の契約農
家から調達したものと、自社農場で
作ったものを使用。耕作放棄地を活用
した自社農場(神奈川･熊本･北海道)で
は、なるべく農薬を使
わずに作っています。

素材は国産 野菜作りも1
野菜作りに使う肥料も、
自社工場から出る野菜
の皮などを原料に使用。
畑から工場、工場から
畑へと、循環型農業に
取り組んでいます。また
工場内の機械は商品の
切替えごとに頻繁に洗浄。使用する洗剤は、排水後に分解
され環境に優しい「せっけん」を使用しています。

環境に優しい事業を目指して3

� 　�

9  FCOJKL

ニッコー(神奈川県･大和市)G180日�
中華丼の具(塩)

180g×2 523円(税込565円)通常税込588円

新鮮なえび、いかに野菜を加え
煮込みました。薄味仕立て。湯
煎して。

2食入

調味料だけに頼らず、素材の旨みを感じられる商品づくりを
心掛けています。ダシも自社の大きな鍋で削り節(さば･カツ
オ等)や鶏ガラから取ったものをベースに使用しています。

ダシ作りも自社、素材を感じる優しい味2

魚スープ
煮出し

鶏ガラ
煮だし

自家製鶏ガラスープ
で

煮込みました山﨑社長（函館に
て）

機械も
石鹸で

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 mail

2022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～

joso

国産小麦粉に生
クリームを 練り
こみ、じっくり醗
酵させた皮で、
肉と野菜を包み
こみました。レン
ジか蒸して。

2ページ「おすすめ商品
」

11ページ「市販品との
違い」

もご覧ください。

自分の子どもに安心して
     食べさせられる食品づくり

担当営業菊田さん　からのメッセージ

無農薬



2

近年石岡市でも高
齢化･後継者不足
による果樹の伐採
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。 まぐろつみれは、「つぶつぶまぐろ」を作る際に除去するまぐろ

のスジ部分を「せっかくの旨み部分をなんとか活かしたい !」
という思いから、誕生しました。お刺身だと口当たりが気に
なるスジ。実は、熱を加えると柔らかくなり、旨味も濃い部位。
山芋を加え、ふんわり柔らかな「まぐろつみれ」ができました。

ミートパルの村山さんが選んでいるローズポーク。今回は新
しく「ヒレ一口カツ用」と「モモ一口カツ用」が新登場 ! ▼おいしさのひみつ

創業以来こだわり続け
る「圧搾搾り」。有機溶
媒を使用せず、圧力の
みで搾っています。時
間や手間はかかります
が、ごま本来の旨みを
引き出します。

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月4回】

茨城県� 　�

�� 　　26  � 　
ベテル未来･中村さん(茨城県･石岡市)　�
いちご(やよいひめ)

200g 630円(税込680円)
大粒で甘味が強く、まろやかな酸味が特
徴です。農薬無散布･化学肥料不使用。

茨城県� 　�

�� 　　27  � 　
ベテル未来･中村さん(茨城県･石岡市)　�
いちご(よつぼし)

200g 630円(税込680円)
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。

めばちまぐろ(台湾)� 　�

�� 　　28  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
×2 580円(税込626円)通常税込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。

めばちまぐろ(太平洋)� 　�

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

10個
200g 398円(税込430円)通常税込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。

わかめ(宮城県)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.8�

�� 　　30  E � 　
リアス(千葉県･船橋市)　�G届いて2～3日�
採ってそのまま生わかめ

250g 455円(税込491円)通常税込508円

茨城県� 　�

�� 　　31  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 ヒレ一口カツ用

200g
(5～6切) 680円(税込734円)通常税込754円

ローズポークのヒレ肉を一口カツ用に
しました。ヒレカツにして。

茨城県� 　�

�� 　　32  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 モモ一口カツ用

200g
(5～6切) 420円(税込454円)通常税込464円
ローズポークのモモ肉を一口カツ用
にしました。かつ丼などに。

白ごま(国内産)� 　�

�� 　　35  C � 　K
九鬼産業(三重県･四日市市)　�
九鬼国産混ぜ込みふりかけ 梅しそ

25g 250円(税込270円)通常税込292円
国産素材で作った、混ぜ込みタイプのふりかけです。
白ごま、赤しそ、梅肉、昆布、わかめが入っています。

胡麻(グアテマラ、パラグアイ、他)�　�

�� 　　36  � 　KL
九鬼産業(三重県･四日市市)　�
九鬼 すり鉢仕立てのごま和えの素

60g 145円(税込157円)通常税込173円
出汁やうま味調味料を使用せず、ごま本来の
旨味や香りを活かしたごま和えの素です。豚肉(国内産)� 　�

13  1パック
18g×15 426円(税込460円)通常税込478円

14  2パック
(18g×15)×2 838円(税込906円)通常税込956円

普通の餃子より野菜(特
ににら)を多く入れまし
た 。皮 は 国 産 小 麦 粉 使
用。焼いて。

今夜は野菜たっぷりの
餃子で決まり!

今週のおすすめ

切り取ってご活用ください切り取ってご活用ください

塩そぼろ塩さばと大根の煮物

何かと便利な常備食シンプル素材を美味しくいただく
●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。●今週のカタログでは下記の商品をご案内しています。

207 �鶏挽肉� 80 長ねぎ 185 �豚挽肉� 83 大根 550 ��ゴマ油

◆作り方
❶　フライパンにゴマ油を入れ、火をいれ温めます。
❷　豚挽肉･鶏挽肉を入れ、炒めて火が通ったら、Aの調味料を入れます。
※冷凍庫に保存しておくと便利!(冷凍庫に入れ、30～60分おきに3回
ほど容器を振るとバラ凍結もできます)

�121さばフィーレ(甘塩)

◆作り方
❶　 さばと大根は大きさを合わせて一口大に切る。長ねぎは2cmの斜め切りにする。生姜は薄切りに

する。
❷　 鍋に昆布と大根を入れ、かぶる位のだし汁を入れて火にかけ沸騰したら酒と砂糖を入れる。ふたを

して、大根が軟らかくなるまで煮る。
❸　②に醤油、長ねぎ、生姜を入れ、2～3分煮たらさばを入れる。
❹　さばに火が通ったら、火を止め酢をまわし入れる。

◆材料
鶏挽肉 ������200g
豚挽肉 ������200g
ゴマ油 ����� 大さじ1
　塩������� 小さじ1　
　みりん ����� 大さじ1　
　こしょう ��� 小さじ1/4

◆材料
塩さば ���� 2切
大根 ���� 1/2本
ねぎ ����� 1本
生姜 ������1片
昆布 ����� 5cm
だし汁 ����� 適量
酒���� 1/2カップ
砂糖 �����  大1
醤油 ����� 大2
酢��������小1

豆腐と一緒に
混ぜれば

豆腐ハンバーグに

生 野 菜 と マ ヨ
ネーズを混ぜれ
ばサラダにも

A

供給部
渡邊の
おすすめ

野菜がたっぷり入って
いる人気商品の北京
餃子。食べた事がない
方はぜひこの機会に
ご賞味ください。今夜
は餃子パーティ!!

FKL

ニッコー(神奈川県･大和市)　�
徳用北京餃子

「いちご食べ比べ」

ミートパル村山 九鬼産業

貴重なまぐろ、
　　余すことなく!

採ってそのまま
　　　生わかめ

新しい生産者･ベテル未来の中村さんの

やよいひめ
大粒傾向で甘みが強いです。
名前の通り、「弥生 =3月」の
時期からより味がのり、ま
さに今が最盛期。果肉も固
めなのでサクッとした食感
が楽しめるのも魅力です。

◦�皮は国産小麦粉と天塩
と水だけで作っていま
す。←11ページの市販品
との違いもご覧ください
◦�皮をやわらかくする添
加物は一切使用してお
りません。
◦�子どもさんにも安心し
て食べていただける様、
刺激を少なくしたファミ
リータイプの餃子です。

よつぼし
甘み ･ 酸味 ･ 風味 ･ うまみの 4
つが揃う美味しさとして「よつ
ぼし」と名づけられました。や
よいひめよりもやや小さめです
が、見た目はハリがあり甘みと
酸味のバランスが良く、「昔な
がらのいちご」として近年ファ
ンも増えています。

湯通し後、小分けし
て冷凍OKです。

中村さん

無農薬

無農薬

16ページの
「まぐろ専門

マストミ特集」も
ぜひご覧
ください

つ
ぶ
つ
ぶ
ま
ぐ
ろ
丼
＆

ま
ぐ
ろ
つ
み
れ
汁

2食入

時季
限定

熱湯でサッと
茹でると

鮮やかな緑色に
変わります

シーズン最終

めかぶ(宮城県)� 　［放］不検出�＜4.4�＜3.8�

�� 　　21  E � 　
リアス(千葉県･船橋市)　� G届いて2～3日�
採ってそのまま生めかぶ

250g 455円(税込491円)通常税込508円

（茨城県・土浦市） （三重県・四日市市）

ミートパル村山さんの
スタッフの皆さん

367円/100g 227円/100g

胡麻(ナイジェリア、他)� 　�

33  340g

690円(税込745円)通常税込778円

34  600g

1100円(税込1188円)通常税込1242円

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

九鬼産業(三重県･四日市市)　�
九鬼太白純正胡麻油

あっさりとした味わ
いでくどさもありま
せん。カツ用として
は勿論のこと、その
まま塩でシンプルに
食べるのも◎です!

試食した
��職員の感想

羽根つき餃子に
　　挑戦しても♪

焼くときに入れる水
に予め小麦粉大さ
じ1を溶かしておき、
きつね色になるまで
焼いて出来上がり

茶褐色のものをお届けします。届いたら一両日中に沸騰した鍋に塩少々を入れ
て湯通ししてください。鮮やかな緑色に変わります。わさび醤油、生姜醤油、ア
セローラぽん酢、梅みそでどうぞ。

海
か
ら
採
っ
て

　「
そ
の
ま
ん
ま
」の

�

わ
か
め
！
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長野県� 　�

�� 　　37  � 　
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し低いまま
成熟期を迎えたりんご。減農薬栽培。

青森県� 　�

�� 　　38  � 　
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)
茨城県� 　�

�� 　　39  � 　
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。

愛媛県� 　�

�� 　　40  � 　
木下さん達(愛媛県･西予市)　�
清見オレンジ

800g 554円(税込598円)
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。

ペルーまたはエクアドル� 　�

�� 　　43  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。

栃木県�　［放］不検出�＜3.9�＜4.0�

�� 　　44  � 　
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�

�� 　　45  � 　
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。

愛媛県� 　�

�� 　　46  � 　
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)
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。

愛媛県� 　�

�� 　　47  � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�
無茶々園のブラッドオレンジ

1kg 750円(税込810円)
鹿児島県� 　�

�� 　　48  � 　
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)

奈良県または和歌山県� 　�

�� 　　49  � 　
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。

長野県� 　�

�� 　　54  � 　
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)

高知県� 　�

�� 　　55  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。

青森県�　［放］不検出�＜3.6�＜3.4�

�� 　　56  � 　
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。

熊本県� 　�

�� 　　57  � 　
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。

栃木県� 　�

�� 　　58  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�＜3.7�＜3.6�

�� 　　59  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。

茨城県�　［放］不検出�＜4.0�＜4.3�

�� 　　60  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� 　�

�� 　　63  � 　
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。

愛知県� 　�

�� 　　64  � 　
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。

群馬県�　［放］不検出�＜4.1�＜4.5�

�� 　　65  � 　
吉澤さん達(群馬県･昭和村)　�
グリーンアスパラ

約100g 298円(税込322円)
日中は40℃近く、夜は−10℃以下で
育つ寒締め栽培。農薬無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜3.6�＜3.3�

�� 　　70  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。

宮崎県� 　�

�� 　　71  � 　
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。

千葉県�　［放］不検出�＜4.1�＜2.5�

�� 　　72  � 　
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 730円(税込788円)
時季を絞り、距離の近さも活かした
完熟トマトをお届けします。1kgでお
得です。減農薬栽培。

埼玉県、熊本県�　［放］不検出�＜4.0�＜4.5�

�� 　　73  � 　
井上さん(埼玉県)、岩下さん達(熊本県)　�
サラダスナップ

約100g 276円(税込298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。

茨城県�　［放］不検出�＜4.3�＜3.7�

�� 　　74  � 　
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。

山形県�　［放］不検出�＜4.1�＜3.8�

�� 　　75  � 　
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� 　�

�� 　　76  � 　
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�

�� 　　77  � 　
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。

3玉

3～5玉3～4玉

美味しさはもちろんのこと、
果実には様々な効能がありま
す。「旬」、収穫して間もない「鮮
度」の違いでも、その効能は
明確に異なります。旬のもの、
鮮度の良いものを食べて「健
康で経済的なくらし」を心が
けましょう。

美味しいだけじゃない!

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。

腸内細菌のバランスを整える作用の
ほかにも、大腸の中の悪玉菌を抑える
力があるとされています。さらに、栄
養成分のひとつである「ポリフェノー
ル」は皮のすぐ下に特に多いため、皮
ごと食べるのがおすすめです。

りんご1日1個で
医者いらず

果実･野菜は
 栄養たっぷり♪

ビタミンC
血管･葉･軟骨などを正常に
保つ働きがあるほか、スト
レスやかぜなどの病気に対
する免疫力を高める効果も
期待されます。

葉酸
「造血のビタミン」とも呼ば
れ、赤血球を生成する働き
があります。

ペクチン
主に、じょうのう(外皮を剥い
た後、果肉を覆っている薄い
皮)に含まれています。ペクチ
ンは整腸作用があり、下痢や
便秘を予防する効果がある
とされています。

食物繊維
腸内環境を整える「善玉
菌」のエサとなる食物繊維
を多く含んでいます。

愛媛県� 　�

41  1kg

380円(税込410円)通常税込430円

42  3kg
� 1135円(税込1226円)通常税込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

無農薬

甘くてたくさ
ん入っていて
とてもよかっ
たです!
� (Sさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからのシ
ー
ズ
ン

最 

終

静岡県� 　［放］不検出�＜3.7�＜4.1�

��52  400g� 430円(税込464円)
��53  1kg� 850円(税込918円)

松永農園(静岡県･静岡市)　�
松永さんのレモン

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く
ださい。農薬無散布。

無農薬

無農薬

無農薬無農薬無農薬 無農薬

料理を引き立てる香味野菜料理を引き立てる香味野菜
ハム大葉まぜご飯

通い箱 (ダン
ボール)は再利
用しますので
ご返却下さい

おすすめされた、柏田中のトマ
ト、とてもおいしいです。トマ
トが少し苦手なのですが、これ
は毎日食べられます。� (Kさん)

ク チコ ミ

　　　　　　
　

　  組合員さんからの

茨城県� 　［放］不検出�＜4.4�＜3.9�

�� 　　61  � 　
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。

�� 　　62  � 　
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)　

熊本県

��68  約150g� 230円(税込248円)
��69  400g� 554円(税込598円)

右田さん達（熊本県･芦北町)　�
ミニトマト

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

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� �

��66  約180g� 330円(税込356円)
��67  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

無農薬 無農薬すっ 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。

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。

採ってそのまま
　　　生わかめ

無農薬 無農薬 無農薬 無農薬増量は16ページ

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。

静岡県� 　［放］不検出�＜3.5�＜4.1�

�� 　　51  � 　
海瀬農園(静岡県･沼津市)　�
黄金柑

700g 498円(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。

無農薬



4
旬の
ばっかり食い

◆作り方
❶　 沸 騰した 湯 に 塩、酒 各

少々を入れ、鶏ムネ肉を
入れ、火が通ったらザル
にあげて冷まし、水けを
ふいて手でほぐす。皮は
細切りにする。

❷　 人 参 は 短 冊 に切り、ブ
ロッコリーは食べやすく
小房に分け、熱湯でさっ
と茹で、ザルにあげて冷
ます。

❸　 Aを混ぜ合わせ、①と②
を和えて器に盛る。

◆材料
ブロッコリー ���� 1コ
鶏ムネ肉 ���� 200g
人参 ������ 1/2本 
ごまみそ
　ねりごま ��� 大さじ3 
　味噌 ���� 大さじ1  
　砂糖 ���� 大さじ1  
　純米酢 ��� 大さじ1  
　みりん ���� 大さじ1 
　豆板醤 ��� 小さじ1

A

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月4回】

静岡県�　［放］不検出�＜3.3�＜3.0�

�� 　　78  � 　
渥美農園(静岡県･浜松市)　�
渥美さんのグレープフルーツ

1kg(3～5玉) 647円(税込699円)
埼玉県� 　［放］不検出�＜3.8�＜3.7�

�� 　　79  � 　
井上さん(埼玉県･美里町)　�
春ブロッコリー

1個(蕾9cm以上) 250円(税込270円)

茨城県�　［放］不検出�＜3.9�＜3.9�

�� 　　80  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんの長ねぎ

500g 220円(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。害虫が発生した場合のみ農薬使用。

茨城県� 　［放］不検出�＜3.4�＜3.2�

�� 　　81  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのかぶ

1束
(4～5玉) 170円(税込184円)通常税込198円

茨城県� 　［放］不検出�＜4.3�＜6.9�

�� 　　82  � 　
木村農園(茨城県･つくば市)　�
木村さんのごぼう

400g 180円(税込194円)通常税込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。

長野県� 　�

�� 　　87  � 　
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)

150g(4～7個) 798円(税込862円)
柿を1/3まで乾燥し糖度を高めました。表面の白い粉はカ
ビではなく糖分で、主としてブドウ糖です。無燻蒸処理。

茨城県�　［放］不検出�＜3.4�＜3.5�

�� 　　88  � 　
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 420円(税込454円)通常税込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�＜4.0�＜4.0�

�� 　　89  � 　
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。

北海道� 　�

�� 　　90  � 　
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� 　�

�� 　　91  � 　
川島さん達(北海道県･札幌市)　�
じゃがいも

800g 230円(税込248円)
品種はキタアカリ。煮物やスープなど
でどうぞ。農薬無散布。

茨城県�　［放］不検出�＜3.6�＜4.5�

�� 　　92  � 　
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 220円(税込238円)
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。

青森県�　［放］不検出�＜0.6�＜0.5�

�� 　　93  � 　
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。

茨城県�　［放］不検出�＜3.5�＜3.6�

�� 　　98  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。

千葉県�　［放］不検出�＜3.7�＜4.0�

�� 　　101  B � 　
あゆみの会･渡辺さん(千葉県･旭市)　�
ホワイトマッシュルーム

100g 248円(税込268円)
床土には馬厩肥、鶏糞を使い、殺菌は
薬剤を使わず熱殺菌です。

三重県� 　�

�� 　　102  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。

栃木県�　［放］不検出�＜3.6�＜4.3�

�� 　　103  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。

福島県�　［放］不検出�＜4.3�＜4.3�

�� 　　104  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。

大分県�　［放］不検出�＜3.4�＜3.8�

�� 　　105  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ていま
す。3月～4月は椎茸が大きく、香りの良い露地ものです。

かぼちゃ(北海道)� 　�

�� 　　108  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。

とうもろこし(北海道)� 　�

�� 　　109  FB � 　
日本生活協同組合連合会　�
北海道つぶコーン

300g 298円(税込322円)
北海道十勝産のスイートコーンを収穫後、加工
･凍結しました。保存に便利なチャック付き。

盛付例：サラダスープ、煮込み料理にも

大豆(北海道)� 　�

110  FCK

日本生活協同組合連合会　�
5種のお豆ミックス

300g 287円(税込310円)通常税込354円

アスパラガス(北海道)� 　�

�� 　　111  F � 　
日本生活協同組合連合会　�
北海道カットアスパラ

130g 350円(税込378円)
北海道産のアスパラをブランチング後、急速凍結しま
した。約5cmにカット。軽く湯通し済ですが加熱して。

おくら(ベトナム、タイ)、長芋(北海道)�　�

�� 　　112  F � 　
日本生活協同組合連合会　�
おくら&長芋ミックス

180g 298円(税込322円)
スライスカットのおくらとダイスカットの長芋をミック
ス。冷蔵か流水解凍で。おくら75%長芋(山芋含)25%

枝豆(北海道)� 　�

�� 　　113  FB � 　K
日本生活協同組合連合会　�
北海道のそのまま枝豆

250g 296円(税込320円)
北海道十勝産のえだまめを茹で急速凍結しました。
塩味がついていますのでそのまま召し上がれます。

ブルーベリー(カナダ)� 　�

�� 　　114  F � 　
日本生活協同組合連合会　�
キウイ入りフルーツミックス

200g 328円(税込354円)
甘味のあるブルーベリー、バナナ、マンゴーと
酸味のあるストロベリー、キウイをミックス。

野菜サポート
会員

（継続募集）

育てていた野菜が
思ったより収穫できそう…

生産者から
生協へ品目と
数量の連絡

収穫したての
野菜が生協本部へ

翌日、
供給便で
お届け！

野菜サポート
会員に登録！

みんなで野菜を食べて健康に、
生産者を応援しましょう!

ＱＲコードから
登録可能！

行き場をなくした野菜…HELP!行き場をなくした野菜…HELP!

切り取ってご提出下さい

登録者数は2022年12月までで180名です。これから春にかけて余剰
がでやすい時期です。�みんなで地場野菜を食べて健康な体を作って
いきましょう！

　　　　　

�
（1回のお届けで
  300円以下）

組合員名

希望口数

組合員番号

野菜サポート会員申込書

国産のグレープフ
ルーツは大変稀少で、
今が旬!グレープフ
ルーツはビタミンと
共にクエン酸も含ま
れる為、体内に吸収
されやすく、疲労回
復･カゼ予防にもピッ
タリです!

爽やかな風味と
　甘味をご堪能ください♪

グレープフルーツ稀少な
国産

大変貴重な国産のグレープフルーツ。
半分に切ってスプーンですくってどう
ぞ。減農薬栽培。

渥美さん

井上さんの春ブロッコリー
ブロッコリーと鶏肉の和え物

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。

無農薬

太くても柔らか
くて風味が良
かったです。
� (Yさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

とにかく美味
しいです。一度
スーパーで買っ
たレンコンでき
んぴらを作っ
たら、美味しく
なくて、やっぱ
り高柳さんの
じゃないと!と
実感しました。
� (Mさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

かぶが、とてもキ
メ細かく葉も柔ら
かく、葉、茎とも
無駄なくおいしく
いただきました。
ありがとうござい
ました。(Tさん)

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの
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�＜0.3�＜0.6�
86  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。

85  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

千葉県� 　［放］不検出�＜3.3�＜4.2�

83  900g以上
1本 210円(税込227円)

煮物、大根おろし等に。農薬無散布。

84  カット
1/2本

(500g以上) 150円(税込162円)
使い切りに便利な1/2本でお届け。
農薬無散布。

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

1/2本

無農薬

北海道� 　�

97  3㎏
630円(税込680円)

96  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� 　�

95  3㎏
1350円(税込1458円)

94  1kg
498円(税込538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

�� 　　100  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�

�� 　　99  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)　�

冷
凍
野
菜･

果
物

EA
なかのきのこ園･飯泉さん(茨城県･つくば市)�
飯泉さんの生しいたけ 

茨城県、岩手県、山梨県�

�� 　　106  A品� 　

100g 210円(税込227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。

�� 　　107  B品� 　

200g 225円(税込243円)

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

北 海 道 産 の 黄 大
豆、金時豆、白いん
げん豆、枝豆、黒大
豆を彩りよくミック
スしました。

4～7個

無農薬無農薬 無農薬

干し芋はP16の�928�に掲載

3～4玉

シーズン初
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若いチカラで農業を元気に!若いチカラで農業を元気に!
鯉淵学園の「コシヒカリ」

鯉淵学園は水戸市にある農業の専修学校です。日本
の農業を支える為、日々実践の中で栽培したコシヒ
カリをお届けします。農薬を5割以下に抑えた特別
栽培米の基準となります。

鯉
淵
学
園
学
生
の
皆
さ
ん

若い力で茨城の
　　農業を支えます！

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月4回】

九州出身の組合員にも人気♪

きびなご(国内産)� 　�

�� 　　115  F � 　
土佐佐賀産直出荷組合(高知県･黒潮町)　� G40日�
きびなごの唐揚げ

140g 465円(税込502円)通常税込518円

だから美味しい♪鮮魚のあじを使用!

あじ(高知県)� 　�

�� 　　116  FC � 　L
土佐佐賀産直出荷組合(高知県･黒潮町)　� G40日�
あじフライ

100g(3～5枚) 498円(税込538円)通常税込572円

さんま(国内産)、あじ(オランダ)�　�

�� 　　119  FC � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
塩屋の干物セット(2種)
さんま2枚

あじ2枚 555円(税込599円)通常税込626円
塩屋自慢の2種の干物をお得なセッ
トにしました。朝食にも夕食にも重宝
する組み合わせです。

キタノメヌケ(アメリカ)� 　�

�� 　　120  FC � 　J
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　�G180日�
メバル塩麹漬

220g
(2枚) 398円(税込430円)通常税込451円

ベーリング海で漁獲したメバル(キタ
ノメヌケ)を塩麹にじっくりと24時間
漬け込み仕上げました。

真さば(長崎県、佐賀県)� 　�

�� 　　121  FC � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
さばフィーレ(甘塩)
片身2枚
200g 380円(税込410円)通常税込430円

塩水漬けせずに「振り塩」にて甘塩に仕上げました。ご
家庭での解凍時に、旨味はそのままに塩が浸透します。

だから美味しい♪�春先の最も旨味が
増す時期のかきを使用!

かき(国内産)� 　［放］不検出�＜3.7�＜3.8�

�� 　　117  F � 　HKL
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　� G180日�
高橋徳治商店のかきフライ

240g 668円(税込721円)通常税込744円
三陸産のかきを使用。身がぷりっと引き締まり味も濃厚な
かきフライです。

だから美味しい♪�
粗放養殖の新鮮なえびを使用!

ブラックタイガー(インドネシア)� 　�

118  FOJL

トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�
えびフライ特大(2L)

5尾205g 925円(税込999円)通常税込1024円

あさり(国内産)�　［放］不検出�＜3.4�＜4.0�

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

180g 398円(税込430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。

やまとしじみ(茨城県)� 　�

�� 　　123  F � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
涸沼産 大粒しじみ(冷凍)

150g 398円(税込430円)
全国でも有数の産地、涸沼(ひぬま)より大粒だけを選
び、高鮮度のまま冷凍してお届けします。砂抜き済み。

かき(広島県)� 　�

�� 　　124  FC � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G90日�
広島県産 冷凍かき

150g 560円(税込605円)
広島県産の新鮮なかきを急速凍結しました。
鍋、グラタン、ソテーなど幅広く使えます。

千葉県･九十九里の

ソウルフード

かたくちいわし(千葉県)� 　［放］不検出�＜3.8�＜3.6�

125  FJKL

カネヨン水産(千葉県･九十九里町)　�G90日�
いわしみりん干し

80g 318円(税込343円)
銚子･九十九里産のかたくちいわしをみりん干しに仕上げ
ました。タレは70年間継ぎ足して熟成を重ねました。

真あじ(佐賀県)� 　�

�� 　　126  FB � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
天日干しアジ

4枚210g以上 548円(税込592円)
佐賀県に水揚げされたアジを開き、潮風と太陽で干
し上げる「天日干し」にしました。干物の定番です。

さんま(北海道、三陸)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.5�

�� 　　127  FC � 　
千倉水産加工販売･女川工場(宮城県･女川町)　�
塩さんま

75g×3 518円(税込559円)
さんまの頭と内臓をとり、1尾ずつの個包装
にしました。必要な量だけ使えて便利です。

しまほっけ(アメリカ、またはロシア)�　�

�� 　　128  FC � 　
塩屋(茨城県･ひたちなか市)　�G30日�
しまほっけ一夜干し

2枚
330g 598円(税込646円)通常税込670円

アメリカまたはロシア産の大きなしまほっけを塩水
漬けして一夜干ししました。解凍して焼いてどうぞ。

アカウオ(アメリカ)� 　�

�� 　　129  FC � 　JKL
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�G180日�
氷温造り 赤魚みりん干し

140g×2枚 498円(税込538円)
赤魚を甘口のみりん醤油に漬込み干
しました。

赤魚(アイスランド)� 　�

�� 　　132  FC � 　J
ヤマサコウショウ(宮城県･石巻市)　�G180日�
赤魚本仕込み粕漬

2切
(約140g) 498円(税込538円)通常税込559円

アイスランド産の赤魚を使用。石巻の墨廻江(すみのえ)
酒造の酒粕に、72時間漬け込んだ本仕込の粕漬です。

真さば(長崎県)� 　�

�� 　　133  FC � 　JK
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
寒さば西京漬

片身2枚
180g以上 480円(税込518円)

長崎産の脂のりの良い真さばを使用。鳴門魚類特製
の西京味噌床に2日間漬け込み、熟成させました。

シルバー(主にニュージーランド)�　�

�� 　　134  FC � 　JKL
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�G180日�
氷温造り シルバー醤油漬

4切220g 450円(税込486円)
主にニュージーランド沖で獲れるシルバー(沖ぶり
とも呼ばれる)を甘口のみりん醤油に漬けました。

紅鮭(ロシア)� 　�

�� 　　135  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)� 　�

�� 　　136  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。

秋鮭(北海道)� 　�

�� 　　137  FB � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
雄武産 秋鮭(雄宝)切身(無塩)

70g×3 646円(税込698円)
北海道･雄武(おうむ)沖で漁獲した、脂のりと身質が
特に良い、重量3kg以上の天然銀毛鮭です。無塩。

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

・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

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。

AJ

黒澤さん（宮城県・涌谷町）

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)

米(岩手県)� 　�

�� 　　502072  EB � 　J
中村商店(神奈川県･横浜市)　�
有機籾発芽玄米「ぐるめくらぶ」

1kg 1150円(税込1242円)

籾 の 状 態 から 常
温 に 近 い 水 温 で
発芽させて、栄養
分 の 高 い 発 芽 玄
米にしました。原
料 は 有 機 栽 培し
た岩手県産あきた
こまち。

� 　［放］不検出�＜0.7�＜0.7�

B �K
自然薬方研究所�薬方堂(茨城県･龍ケ崎市)� �

502077  玄米用雑穀セット
500g 1143円(税込1234円)

� 　［放］不検出�＜0.5�＜0.5�

　　B � 　
自然薬方研究所�薬方堂(茨城県･龍ケ崎市)� �

502074  白米用雑穀セット
500g 1048円(税込1132円)

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）

AJ

やさとのお米(コシヒカリ)

502032   玄米
5kg 1888円(税込2039円)

502031   白米
5kg 1998円(税込2158円)鯉淵学園のコシヒカリ

�

�

5kg白米502051
5kg玄米502052

鯉淵学園（茨城県・水戸市）

CJ

山形・おきたま興農舎

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

おきたま興農舎（山形県・高畠町）

� 5kg 2750円(税込2970円)ひとめぼれ（白米）502044 BJ

� 2kg 1250円(税込1350円)ひとめぼれ（胚芽精米）502045 CJ

� 2kg 1630円(税込1760円)つや姫（白米）502041 BJ 無農薬

� 2kg 1565円(税込1690円)つや姫（玄米）502042 BJ 無農薬

水戸市
From 

鯉淵学園

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

中辛 甘塩 無塩

さんま&あじの

定番2種セット!
春に美味しいメバル

塩麹で身もふっくら
! 振り塩の甘塩さば海のフライ＆唐揚げ♪春の　

主に高知沖を回遊する
旬のきびなごを唐揚げ
用に衣をつけました。
頭から尾まで丸ごと食
べられます。

土佐沖で獲れたあじを丁寧
に下処理後、フィーレにして
フライ用にしました。凍った
まま揚げてください。

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

市販の「塩さば」の多くは、原料解
凍→切身加工→塩水漬→再冷凍。こ
れでは解凍時に旨味がドリップとし
て逃げます。本品は冷凍原料を表面
だけ少し解凍し、振り塩。家庭での
解凍時にはじめて塩が浸透し、ド
リップも少ないです。

うまさのヒミツ

フライパンやトースターで

真さば(ノルウェー)� 　�

　　130 　2枚
片身2枚200g 398円(税込430円)

　　131 　3枚
片身3枚300g 588円(税込635円)

 FB �
丸一商店(千葉県･南房総市)　� G120日�
さば一夜干し 

脂のりの良いノルウェー産のさばを塩水漬け後、冷風乾燥にて仕上げました。

5尾入

みりん干しの製造風景

1980円( 税込2138円)
通常税込
2158円

1880円( 税込2030円)
通常税込
2050円
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わかめ(岩手県)� 　�

�� 　　170  F � 　HJ
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　� G180日�
わかめはんぺん

4枚200g 384円(税込415円)
わかめの深緑色と磯の香りが特長です。凍ったまま食べや
すい大きさに切って温めてどうぞ。離乳食にも。

CO-OP MAIL JOSO【2023年3月4回】

セットの例

土佐沖の定置網で漁獲しました!

� 　�

�� 　　138  FC � 　
土佐佐賀産直出荷組合(高知県･黒潮町)　� G40日�
土佐の色々セット(2種セット)

2種400g以上 880円(税込950円)通常税込972円
からふとししゃも(アイスランド、ノルウェー、カナダ)�　�

�� 　　141  FC � 　
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
からふとししゃも丸干(おす)

300g 298円(税込322円)通常税込378円
オスのししゃもは、卵に栄養分が取られな
いので身がおいしいです。焼いてどうぞ。

いか(チリ)、えび(インド)、ほたて(青森県)�　�

�� 　　142  FC � 　O
カネキ水産(愛知県･蒲郡市)　�
シーフードミックス

210g 418円(税込451円)通常税込464円
いか、えび、ほたて貝をミックスし、バラ凍結にしまし
た。かき揚げ、炒め物、パスタや焼きそばの具などに。

ブラックタイガー(インドネシア)�　�

�� 　　143  FC � 　O
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�G180日�
ブラックタイガー 2L
6尾前後
135g 769円(税込831円)通常税込913円

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

子どもにも人気の味付け♪

さば(高知県)� 　�

�� 　　139  FC � 　JKL
土佐佐賀産直出荷組合(高知県･黒潮町)　� G40日�
さば竜田揚げ

150g 425円(税込459円)通常税込475円

調理済み　野菜と合わせるだけででき上がり!

あじ(愛媛県、高知県)� 　�

�� 　　140  F � 　JKL
土佐佐賀産直出荷組合(高知県･黒潮町)　� G90日�
豆あじ南蛮漬

130g(固形50g、調味液80g) 554円(税込598円)
すけとうだらの卵(ロシア)� 　�

�� 　　144  FC � 　JKL
ダイマツ(鳥取県･境港市)　�G180日�
氷温熟成 辛子明太子(切子)

90g 365円(税込394円)通常税込410円
厳冬期のロシア産の原料を使用。魚卵業界では唯一
の「氷温熟成」で仕上げました。お得な切子です。

すけとうだらの卵巣(ロシア)� 　�

�� 　　145  FC � 　
ダイマツ(鳥取県･境港市)　�G180日�
氷温熟成 たらこ(切子)

90g 365円(税込394円)通常税込410円
ロシア産の鮮度の良いすけとうだらの卵と塩だけを
使用し、氷温製法で素材の旨味を引き出しました。

しらす(遠州灘～伊勢湾)� 　�

�� 　　146  FB � 　
海泉水産(静岡県･浜松市)　�G120日�
しらす干し

20g
×3 435円(税込470円)通常税込486円

遠州灘～伊勢湾にかけての海域で獲れた鮮度
の良いしらすを塩茹でし、軟らかく干しました。

真あじ(長崎県)� 　�

�� 　　147  FB � 　
鳴門魚類(徳島県･鳴門市)　�G30日�
真あじフィーレ
片身5～8枚前後

200g 440円(税込475円)
長崎産の旬の真あじを食べやすく三枚おろしに
しました。天ぷらやフライに、ナゲット風にも。

さば(国内産)� 　�

�� 　　148  F � 　
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�G120日�
氷温甘塩さば切身(山陰産)

5切300g 398円(税込430円)
山陰産のさばを甘塩タイプに味付け
し氷温製法で仕上げました。

するめいか(主に三陸北部沖)� 　�

�� 　　149  FC � 　
共和水産(岩手県･宮古市)　�
フライパンで出来る!国産いか一夜干カット

180g 398円(税込430円)
主に三陸北部沖で漁獲した新鮮なするめいかを一夜
干しにし、食べやすくカット。フライパンで焼いて。

えび(ミャンマー)� 　�

�� 　　150  FB � 　O
トクスイコーポレーション(東京都･中央区)　�
天然むきエビ(特大)

160g 548円(税込592円)
ミャンマー沖(ベンガル湾、アンダマン海)で漁獲した天
然えびを、現地工場でむき、急速バラ凍結しました。

ほたて(青森県)� 　�

�� 　　151  F � 　
クボタフーズ(青森県･平内町)　�
そのまま食べられるプリッとほたて

100g 438円(税込473円)
青森県陸奥湾産のほたてをスチーム加熱し、内臓除
去後凍結。解凍してそのままサラダ、炒めもの等に。

紅鮭(アラスカ)� 　�

�� 　　152  FC � 　
松岡水産(千葉県･銚子市)　�
紅鮭スモークサーモン

70g 555円(税込599円)

一本釣りかつおをタタキに!

かつお(日本太平洋沖合北部)� 　�

�� 　　153  FC � 　
ヤマボシ(静岡県･焼津市)　� G30日�
焼津港のとろかつお炭火焼き

170g(2個) 465円(税込502円)通常税込518円
かつお(日本太平洋沖合北部)� 　�

�� 　　154  FC � 　JKL
ヤマボシ(静岡県･焼津市)　�G30日�
焼津港のとろかつお炭火焼き炙り丼

110g(固形量
80g+たれ30g) 418円(税込451円)

7月～10月にかけて日本太平洋沖合北部の漁場で1本
釣りした鰹を炭火焼きにし、無添加たれに漬けました。

しめさば、しめさば昆布締め、かぶら漬のセット

さば(国内産)� 　［放］不検出�＜3.4�＜3.4�

�� 　　155  FC � 　JKL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　� G180日�
しめさば3種セット

3枚240g 668円(税込721円)通常税込743円
真さばを三枚におろし、独自の調味液に漬けました。半解
凍後、適当な大きさに切って下さい。

するめいか(三陸)� 　�

�� 　　156  FB � 　
共和水産(岩手県･宮古市)　�
三陸岩手 いかの糸造り

60g 448円(税込484円)
ほたて貝柱(北海道)� 　�

�� 　　157  FC � 　
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
猿払産 刺身用ほたて貝柱

6～8粒100g 580円(税込626円)
オホーツク海に面する猿払(さるふつ)は、海流や地形な
どの自然環境に恵まれ、美味しいほたてを育てます。

秋鮭(北海道)� 　�

�� 　　158  F � 　JKL
乙浜シーフーズ(千葉県･南房総市)　� G180日�
フライパンで焼く鮭ごま竜田

180g(5～7切) 568円(税込613円)通常税込626円
秋鮭に醤油の下味をつけ、白ごまと小麦粉をまぶしまし
た。冷凍のままフライパンで両面を焼いてください。

さんま(国内産)� 　�

�� 　　159  F � 　IL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�G180日�
さんまイタリアンサンド

6～8個150g 398円(税込430円)
よつ葉のチーズ、玉ねぎ、ピーマンをケチャップで味付
けした具をさんまで挟み、国産小麦粉をまぶしました。

うなぎ(愛知県)� 　�

�� 　　160  FA � 　JKL
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

あじ(国内産)� 　�

�� 　　161  FC � 　KL
大新(鳥取県･境港市)　� G180日�
あじごぼうつみれ

160g 339円(税込366円)
国内産のあじとイトヨリダイのすり身に、
国産のごぼう、玉ねぎを加えました。

春のサラダにも♪

すけそうだら(北海道)� 　�

162  ECJ

松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G15日�
焼ちくわ

5本120g 273円(税込295円)通常税込308円

無リンの魚肉
すりみ(スケソ
ウダラ、イトヨ
リダイ)を主原
料にみりん、
魚醤、食 塩だ
けでシンプル
に味付け。

すけそうだら(北海道)� 　［放］不検出�＜3.9�＜3.5�

169  FCJK

高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　� G180日�
椎茸入おとうふ揚げ

5個150g 323円(税込349円)

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　163  EC � 　J
松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G30日�
こだわりさつま揚げ(磯の香)

3枚
84g 265円(税込286円)通常税込302円

自家製すり身を使い、オキアミとあお
さ粉の風味を効かせました。

� 　�

�� 　　164  EC � 　J
松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G30日�
こだわりさつま揚げ(黒ごま芋)

3枚108g 340円(税込367円)
すけそうだら、いとよりだい、鹿児島の魚を使った自
家製すり身にさつま芋と黒ごまを混ぜ込みました。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　165  EC � 　J
松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G30日�
こだわりさつま揚げ(ごぼう天)

3枚84g 280円(税込302円)
すり身の柔らかい食感の中に合わさる、ごぼうの
シャキシャキとした食感が心地よいさつま揚げ。

えび(インドネシア)� 　�

�� 　　171  F � 　OHJ
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
えびしんじょすり身

150g 447円(税込483円)
天然えびを80%近く使用。高級感のある料理素材とし
て幅広く使えます。揚げ物、吸い物、餃子、春巻き等に。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　173  FB � 　J
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
曲がりネギちりめん揚げ

100g 343円(税込370円)通常税込381円
曲がりネギの自然な甘さとちりめん
の塩分が絶妙な揚げかまぼこ。レン
ジや常温で解凍、または軽く炙って。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　174  F � 　JK
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
おでん種4種セット
4種7品

227g 516円(税込557円)通常税込577円
従来より少量の具材で取り揃えまし
た。(ぼたんちくわ･玉ねぎ揚げ･小魚
つみれ各2個、ごぼう揚げ)

すけそうだら(国内産)� 　�

�� 　　166  EC � 　JK
松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G30日�
ソフトさつまあげ

6個140g 330円(税込356円)
豆乳をすり身に混ぜ合わせたふわふわ食感のさつま
揚げ。素材の旨味を引き出した薄味の上品な味わい。

すけそうだら(北海道)� 　�

�� 　　167  EC � 　P
松野下蒲鉾(鹿児島県･枕崎市)　�G60日�
かに風味かまぼこ

10本
112g 325円(税込351円)通常税込367円

無リンのスケソウダラすり身を国内産かにの煮汁、いわ
し魚醤で味付けして焼き上げた後、蒸しあげました。

魚肉(国内産)� 　�

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

45g×3 348円(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)� 　�

�� 　　172  FC � 　JK
高橋徳治商店(宮城県･東松島市)　�G180日�
玉ねぎ揚げ

150g(5個) 322円(税込348円)
北海道の無リンすり身と豆腐に国産のフレッシュな玉ね
ぎを練りこんだ揚げ蒲鉾。レンジかオーブンで温めて。

土佐の春の海から
土佐佐賀産直出荷組合のみなさん

高知県沖で獲れた魚介を
その日のうちに下処理、
急速冷凍。魚種別に真空
にした鮮魚冷凍です。

 簡単な
調理法を

添付!

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

豆あじに衣 を 付
け てカラッと 揚
げ、オリジナル調
味 液に漬け込 ん
だ調理済み南蛮
漬けです。

春のお魚のある食卓応援

春のサラダに常備して便利

フライパンでラクラク♪

炙っておつまみ…だけじゃない！うどん、炒め物、煮物の具にも！

　　　　　　　  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。

5個入 次回から4枚188gへ変更

グリルやオーブンで

表面を炙ると
一層香ばしい

煮物等にも
　　使いやすい

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

国 産 の 干 し 椎 茸 が
入った、岩手県近郊
大豆の豆腐と北海道
助宗タラすり身ベー
スにふんわりした食
感の練製品。

3本入

2個

10本入

6尾前後

5～8枚 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。

日本太平洋沖合北
部の漁場で1本釣
りした鰹を炭火焼
きに。生きたまま
凍結した原料なの
で鮮度抜群です。

三陸の宮古市場と
周辺の市場に水揚
されたいかを短時
間のうちにソーメ
ン状に加工、急速
凍結しました。

※イメージ

6～8個

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。

調理例

シーズン最終
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茨城県� 　�

�� 　　175  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
×2 598円(税込646円)通常税込659円

小間切徳用タイプ。
茨城県� 　�

�� 　　176  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
赤身率は8割です。

茨城県［放］不検出�＜4.1�＜4.2�

�� 　　177  FC � 　
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　�G30日�
茨城県産 豚レバー

300g 310円(税込335円)通常税込356円
ビタミン、鉄分豊富なレバー。

茨城県� 　�

�� 　　178  EC � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚モモブロック

300g 780円(税込842円)
赤身主体でやわらかいモモ肉のブロッ
ク。煮物、焼き物、カツ等にどうぞ。

茨城県� 　�

�� 　　179  FB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G30日�
岩瀬さんの豚ロースしゃぶしゃぶ用

200g 646円(税込698円)
きめが細かく脂が適度に入った部位。
しゃぶしゃぶ用にスライスしました。

茨城県� 　�

�� 　　180  EB � 　
岩瀬牧場(茨城県･土浦市)ミートパル村山　�G6日�
岩瀬さんの豚バラスライス

200g 526円(税込568円)
脂と赤身が層になったバラ肉を、厚さ
3～3.5mmにスライスしました。

茨城県� 　�

�� 　　181  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� 　�

�� 　　182  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� 　�

�� 　　183  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切身

2枚200g 450円(税込486円)
赤身の中に適度な脂身の交じる美味な部
位。とんかつや、ポークソテーも美味。

茨城県� 　�

�� 　　184  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� 　�

�� 　　185  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。

豚肉(茨城県)� 　�

�� 　　189  EB � 　JKL
JA全農いばらき(茨城県)ミートパル村山　� G14日�
茨城県産ローズポーク 小間切(タレ付)

250g 460円(税込497円)通常税込508円
ローズポークの豚小間を桃花林焼肉のタレで味付けしまし
た。野菜と一緒に炒めるだけで一品が完成します。

豚肉(神奈川県)� 　�

�� 　　190  EB � 　J
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G6日�
丹沢高原豚 ロース塩こうじ漬

2枚200g 580円(税込626円)通常税込646円
豚ロース肉を、自社製の塩こうじに漬けました。

茨城県� 　�

�� 　　186  EC � 　
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 ヒレブロック

250g 870円(税込940円)
脂のほとんどない部位です。

茨城県� 　�

�� 　　187  ED � 　
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 モモしゃぶしゃぶ用

250g 554円(税込598円)
赤身主体部位であるモモ肉を薄くス
ライスしました。厚さ1mm。

茨城県� 　�

�� 　　188  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 肩ローススライス

250g 607円(税込656円)
ローズポークの肩ロースをスライスし
ました。炒め物や豚汁の具材に!

豚肉(神奈川県)� 　�

�� 　　191  E � 　NJKL
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G5日�
丹沢高原豚 ロース生姜焼き用(味付)

200g 580円(税込626円)通常税込646円
自社牧場の豚のロース肉を、特製の生姜焼きのたれに漬け
ました。

豚肉(神奈川県)� 　�

�� 　　192  EB � 　NJK
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　� G6日�
丹沢高原豚 豚こま味噌漬

200g 450円(税込486円)通常税込497円
豚こまを自家製味噌ダレで漬け込みました。ほんのりピリ
辛。野菜と一緒にどうぞ。

茨城県� 　�

�� 　　193  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 ローススライス

250g 642円(税込693円)
ローズポークのロースをスライスにし
ました。炒め物や揚げ物に!

茨城県� 　�

�� 　　194  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 551円(税込595円)
厚さ3～3.5mm。

茨城県� 　�

�� 　　195  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� 　�

�� 　　196  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� 　�

�� 　　197  FB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G120日�
丹沢高原豚 カシラ(ホホ)肉

200g 540円(税込583円)
1頭から約300gしかとれない希少な
部位です。

神奈川県� 　�

�� 　　198  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� 　�

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

250g 450円(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� 　�

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

250g 715円(税込772円)通常税込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� 　�

�� 　　201  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� 　�

�� 　　202  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 610円(税込659円)通常税込670円
必要な量だけ使えるバラ凍結で便利。

茨城県� 　�

�� 　　203  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 640円(税込691円)
必 要な量 だけ使 えるバラ凍 結 で 便
利。

茨城県� 　�

�� 　　204  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� 　�

�� 　　205  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� 　�

�� 　　206  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� 　�

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

250g 430円(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。

山口県･島根県･福岡県･熊本県�　�

�� 　　208  F � 　
秋川牧園(山口県･山口市)　�G180日�
若鶏手羽中ハーフ(バラ凍結)

300g 640円(税込691円)
非遺伝子組み換えの飼料を与え、無投薬で育てた若鶏
の手羽中。ほしい分だけ簡単に取り出せるバラ凍結。

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

P2に茨城県産ローズポーク 
ヒレ一口カツ用、モモ一口カツ用

掲載中

常総生協オリジナル199円/100g

313円/100g 243円/100g

313円/100g

味付け肉特集！

照り焼きにして309円/100g 親子丼にして264円/100g

162円/100g 158円/100g 112円/100g

レバニラ炒めにして14ページの麻婆の素
と一緒に

内麦焼そばと
一緒に

278

【肩】
運動量が多い部位のた
め、筋肉質で繊維が強
く少し硬めです。
シチューなどのしっかり
煮込む料理に

【肩ロース】
脂身と赤身のバランス
がよく、豚の旨みと食
感を楽しめます。
カツや煮込み料理に

【ロース】
脂身部分に甘みや旨みが凝縮されて
おり、しっかりとした歯ごたえです。
カツ、焼き豚に

【ヒレ】
部位の中でも一番キ
メが細かく、脂身も
ほとんどないため、
あっさりとしたヘル
シーな味わいです。
ソテーやフライに

【内モモ】
脂身が少なく赤身が中心で、高タン
パク低脂肪のあっさりとした味わい
です。どんな料理でも合います

【バラ】
あばら骨周囲にある部位で口
当たりがやわらかく、濃厚な
脂を感じられます。角煮など
煮込み料理や、炒め物に

【外モモ】
肩肉と同様に運
動 量 の 多 い 部
位です。脂肪分
が少ないので味
はあっさりして
います。
どんな料理でも
合います

 知って納得! 

ぶたの部位説明
改めて部位ごとの特徴をご紹
介。特徴を知ってさらに料理
上手を目指しましょう!

281円/100g

243円/100g

376円/100g

277円/100g

276円/100g

166円/100g

116円/100g

258円/100g

284円/100g

205円/100g

262円/100g

228円/100g

173円/100g

215円/100g

230円/100g

349円/100g

205円/100g

239円/100g

238円/100g

173円/100g

194円/100g

292円/100g

186円/100g

281円/100g 349円/100g

全 特品 価
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鹿児島県� 　�

�� 　　209  F � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　� G30日�
鹿児島 坊津黒牛角切りビーフシチュー用

170g 700円(税込756円)通常税込810円
モモ、スネなどをカレーやシチューに最適な角切りにカット。

鹿児島県� 　�

�� 　　210  FC � 　
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×2 1780円(税込1922円)通常税込1955円
モモ･肩肉をダイス状にカットしました。お得な2パックで
お届け。

鹿児島県� 　�

�� 　　211  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×2 1450円(税込1566円)
何にでも使える切り落としです。2
パック組でお届けします。

大阪府� 　�

�� 　　212  F � 　
能勢農場(大阪府･能勢町)能勢食肉センター　�
牛スライス分包3入り

90g×3包 1654円(税込1786円)
ウデ肉を90gずつ包んでいます。料理に合
わせて使いたい分だけ解凍できて便利。

福岡県、大分県� 　�

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

160g 455円(税込491円)
ウデ、モモ、バラ肉を使用。

福岡県、大分県� 　�

�� 　　214  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。

大阪府� 　�

�� 　　215  F � 　
能勢農場(大阪府･能勢町)能勢食肉センター　�
牛バラ切落し
250g 1150円(税込1242円)通常税込1274円
旨みがたっぷりのバラ肉を使いやすい切り落
としにしました。袋入りでお届けになります。

牛肉(大阪府)� 　�

�� 　　216  F � 　JKL
能勢農場(大阪府･能勢町)能勢食肉センター　�
牛おすすめ部位の赤身タレ付け焼肉
300g 1550円(税込1674円)通常税込1825円
ヘルシーなモモ肉を生姜タレと中辛タレをブレンドし
たタレで、生姜が香るあっさり風味に仕上げました。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜4.4�＜4.1�

�� 　　217  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G10日�
鎌倉マイルドポークウインナー×2

94g×2 350円(税込378円)
焼き塩を使用しているので塩カドが
とれてマイルドに仕上がっています。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　218  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G10日�
鎌倉つかいっきりポークウインナー×3

49g×3 275円(税込297円)
使い切りサイズのポークウインナー
を、お得な3パックセットにしました。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.4�＜3.3�

�� 　　219  EB � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G15日�
鎌倉ロースハムスライス×2

60g×2 530円(税込572円)
ハムエッグ、サンドイッチ、お弁当にも安
心して使える無添加のハムスライス。

豚肉(茨城県)� 　�

�� 　　223  EB � 　JKL
ミートパル村山(茨城県･土浦市)　�G7日�
村山さんのチャーシュー

200g 485円(税込524円)通常税込540円
村山さんがじっくり漬け込みました。
チャーハンやラーメンに。豚肉は岩瀬
さんの豚、又はローズポーク使用。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　224  EC � 　
鎌倉ハムクラウン商会(神奈川県･横浜市)　�G10日�
鎌倉マイルドポークウインナー(徳用)

400g 698円(税込754円)通常税込798円
焼き塩を使用しているので塩カドが
とれてマイルドに仕上がっています。
400gの徳用サイズ。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　220  EC � 　KL
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場皮なし和風ミニウインナー

120g 310円(税込335円)
温めると醤油の控え目な旨味が広が
ります。食べやすい皮なし。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　221  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場のバラベーコンスライス

100g 420円(税込454円)
甘みがあり、とても美味しく、安心な無添加
べーコンです。いろいろな料理に使えます。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　222  EB � 　
丹沢農場(神奈川県･愛川町)　�G7日�
丹沢農場のボンレスハムスライス

100g 390円(税込421円)
自社農場の豚肉を、発色剤、増量剤等を使用せず、海
塩の旨味と香辛料でシンプルな味に仕上げました。

1個に牛乳約1ℓ分の栄養がギュッ!

生乳(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.5�＜3.2�

�� 　　227  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 498円(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。

スライスしてトーストで!

生乳(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.8�＜4.1�

�� 　　228  EB � 　I
鈴木牧場(茨城県･石岡市)　� G7日以上�
石岡 鈴木牧場スカモルツァ(プレーン)

40g 292円(税込315円)
鈴木牧場の良質な生乳で作った熟成タイプのナチュラル
チーズ。牛乳の風味をお楽しみください。

生乳(茨城県)�　［放］不検出�＜3.3�＜3.1�

�� 　　229  EB � 　I
鈴木牧場(茨城県･石岡市)　�G14日以上�
石岡 鈴木牧場 さけるチーズ(バジル)

30g 199円(税込215円)
鈴木牧場の良質な生乳で作ったナチュラ
ルチーズ。茨城産有機栽培バジル使用。

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.1�

�� 　　230  EB � 　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(プレーン)

500g 288円(税込311円)
サツラク農協、11戸の生産牧場限定の生乳を100%
使用したプレーンヨーグルト。クリーミーな食感です。

生乳(北海道)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.1�

�� 　　231  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)

生乳(石川県)�　［放］不検出�＜4.0�＜4.0�

�� 　　232  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)
生乳(石川県)�　［放］不検出�＜4.0�＜4.0�

�� 　　233  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。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　234  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G22日�
濃厚ヨーグルト(プレーン)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おいしさと、濃密な食感の濃厚
なヨーグルト。満足感のあるおいしさです。

生乳(北海道)、ほうじ茶(国内産)� 　�

�� 　　235  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G120日�
クリーム仕立て ほうじ茶オレ2本組

200㎖×2 280円(税込302円)通常税込324円
香り高い国産ほうじ茶と北海道産乳原料を組み合わせた
クリーミーな乳飲料。香料･乳化剤は不使用。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　236  E � 　I
よつ葉乳業(北海道･音更町)　� G120日�
クリーム仕立てよつ葉カフェオレ2本組

200㎖×2 280円(税込302円)通常税込324円
香り高いコーヒーと北海道産乳原料を組み合わせたクリー
ミーなカフェオレ。香料･乳化剤は不使用。

� 　�

237  EAI

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。

牛乳(愛知県)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.5�

�� 　　238  EB � 　HIK
おとうふ工房いしかわ(愛知県･高浜市)　�G30日�
濃厚豆乳プリン

100g×2 250円(税込270円)
愛知県産の豆乳、牛乳、国産卵を使って作った本格
派カスタードプリンです。ゼラチン(豚由来)使用。

豆乳(国内産)� 　�

�� 　　239  EC � 　HK
おとうふ工房いしかわ(愛知県･高浜市)　�G30日�
豆乳ぷりん 抹茶

80g×4 298円(税込322円)
国産大豆100%の自家製豆乳使用。シンプルな原料な
がらもほろ苦い抹茶の風味が活きた抹茶プリンです。

生乳(福島県)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.5�

�� 　　240  ED � 　I
酪王乳業(福島県･郡山市)　�G19日�
生乳たっぷりのむヨーグルト

180㎖×2 276円(税込298円)
生乳93%使用の飲むヨーグルト。香料、安定剤
不使用。原材料：生乳、砂糖、フラクトオリゴ糖

生乳(北海道)� 　�

�� 　　241  EC � 　I
北海道酪農公社(北海道･江別市)　�G60日�
北海道チャーンバター

100g 294円(税込318円)
北海道の牛乳を使い、昔ながらのバターチャーン(攪拌
機)で時間をかけて作った手作りバター。塩分0.8%。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　242  EC � 　I
北海道酪農公社(北海道･江別市)　�G60日�
北海道クリームチーズ

100g 294円(税込318円)
北海道の生乳クリーム100%。チーズケーキや
料理のベースに。パンやクラッカーにつけても。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　243  EC � 　I
サツラク農協(北海道･札幌市)　�G届いて4～7日�
サツラク北海道純生クリーム

200㎖ 537円(税込580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

P16に鹿児島 坊津黒牛
赤身ブロック掲載中

お知らせ
JOSOエールにて

丹沢農場の
精肉･加工品特集

掲載中

坊津牛の今週イチオシコーナー！

能勢農場では極力自然
のままに育てたいとい
う思いから、ホルモン
剤･抗生物質は不使用。
ワクチンも基本的に投
与しません。一般には
生後→450 ～ 500kg
になるまで25ヶ月と言われていますが、能勢農場はさらに1
～ 2ヶ月丁寧に育てて出荷します。

自然のままに育てる
「能勢農場」の牛肉

チャーシュー麺にし
て ウインナーと

野菜の炒め物にして

春の石岡鈴木牧場
牛も人もすこやかに

5月の収穫に向け
て、「健 康な土 」
から牧草がぐんぐ
んと育っています!

生乳(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.4�＜3.4�

225  プレーン� 400g 350円(税込378円)通常税込390円

226  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

お豆腐屋さんが作ったデザート 製造費上昇のため4月から値上げとなります

ホリ牧場で搾乳
した良質な生乳
10 0 % 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。

久々
登場！

497円/100g461円/100g 307円/100g

445円/100g 565円/100g

661円/100g 216円/100g 558円/100g

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

4個入
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パン

小麦(北海道、神奈川県、茨城県)�　�

�� 　　249  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)

�� 　　250  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)
ドライフルーツ、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�

�� 　　251  B � 　L
Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　�G届いて1～2日�
バンズ

3個 300円(税込324円)
天然酵母は小麦からおこした自家製のものを使
用。スライスしてお好みの食材を挟んでどうぞ。

小麦(北海道、神奈川県、熊本県)�　［放］不検出�＜4.6�＜3.8�

�� 　　252  � 　IL
Le･Lourdes(神奈川県･中井町)　�G届いて1～2日�
チーズカンパーニュ

1個 535円(税込578円)
小麦の味わい豊かな生地に、よつ葉のクリームチー
ズをゴロゴロと贅沢に混ぜ込んで焼き上げました。

小麦(国内産)� 　［放］不検出�＜4.3�＜4.2�

253  BHIJKL

パネックス(長野県･伊那市)　�G45日�
内麦クロワッサン

10個 698円(税込754円)

小麦(アメリカ他)� 　�

�� 　　254  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)� 　�

�� 　　255  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(カナダ、他)� 　�

264  FAHIKL

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×6 665円(税込718円)通常税込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。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　265  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×5 450円(税込486円)通常税込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(アメリカ他)� 　�

�� 　　256  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)� 　�

�� 　　257  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)� 　�

�� 　　258  � 　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 サンドイッチ用

1斤10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
クセのない味わいに仕上げました。サンドイッチ用

小麦(国内産)� 　�

266  FBIKL

ワールド(石川県･金沢市)　�
レンジdeほっこりカレーパン

90g×3個 487円(税込526円)通常税込537円
国産小麦粉とバター･砂糖などの素材だけで練り上げまし
た。香ばしい焼きカレーパンです。

小麦(国内産)� 　�

267  FBHIKL

ワールド(石川県･金沢市)　�
レンジdeほっこり ピザパン

90g×3個 487円(税込526円)通常税込537円
トマトとナチュラルチーズなどのピザの具材をフィリング
にして包み焼き上げた冷凍惣菜パンです。

小麦(北海道)、玄米粉(茨城県)� 　�

�� 　　259  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 184円(税込199円)通常税込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)、ほうれん草(茨城県)� 　�

�� 　　260  F � 　JL
いばらきベーグル(茨城県･常総市)　� G30日�
ほうれん草ベーグル

1個 220円(税込238円)通常税込248円
茨城県産のほうれん草をペースト状にし生地にたっぷりと
混ぜ合わせました。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　268  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 670円(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。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　269  F � 　HIJL
ブーランジュリーピノキオ(和歌山県･和歌山市)　�
ふくらむ魔法のバターボール(プレーン)

244g
(61g×4個) 670円(税込724円)

ふんわり柔らかく、もちもちしたバ
ターボール。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　270  F � 　HIL
ブーランジュリーピノキオ(和歌山県･和歌山市)　�
ふくらむ魔法のクロワッサン

208g
(52g×4個) 670円(税込724円)

生地には白神こだま酵母を使用。バターの香り
とサクサクの食感が味わえるクロワッサンです。

小麦(北海道)、玄米粉(茨城県)�　�

�� 　　261  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 167円(税込180円)
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。

小麦(北海道)、チョコ(国内産)� 　�

�� 　　262  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)、いちご(茨城県)� 　�

�� 　　263  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 230円(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。

杏(長野県)� 　�

�� 　　616  � 　
森食品(長野県･千曲市)　�
完熟杏ジャム

245g 430円(税込464円)
木で完熟した杏を使用。杏特有の酸味と甘さをいかした
風味です。人工的にペクチンを使わず、さらさらです。

大豆(岩手県)� 　�

�� 　　271  C � 　JKL
創健社(神奈川県･横浜市)　�
けんちん汁みそ仕立て

10g×4 560円(税込605円)
岩手県産の丸大豆と国内産米で仕込んだ味噌を使用。
野菜たっぷり、味噌の風味豊かなけんちん汁です。

はちみつ(鹿児島県、熊本県)� 　�

�� 　　273  � 　
藤井養蜂場(福岡県･朝倉市)　�
国産純粋はちみつ レンゲ

180g 1530円(税込1652円)

※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

245  8枚� 270円(税込292円)
244  6枚� 270円(税込292円)

246  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

247  8枚
425円(税込459円)

248  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

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。

原材料：小麦粉(小麦�国内産)、マーガリン、液全卵、
上白糖、ショートニング、ブドウ糖、パネトーネ種、パ
ン酵母、油脂加工食品、食塩、乳等を主要原料とす
る食品、モルトエキス/乳化剤、香料、酸化防止剤
(V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー)

1個あたり
税込75円

個包装

内
麦
小
麦
を
使
用
し
た
、

朝
食
や
お
や
つ
に
ぴ
っ
た

り
の
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
。

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1個入

1個入 1個入

1個入

アイスと
　一緒に

1個あたり181円 1個あたり181円 1個あたり181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。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　274  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)

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
天池さん・杉山さん(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。

有機農業の循環の中から
産まれた卵です

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。

鈴
木
牧
場
牛
乳

の
定
期
登
録
は

こ
ち
ら
↓

鈴
木
牧
場
牛
乳

の
定
期
登
録
は

こ
ち
ら
↓

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 

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。

鹿児島、熊本のれ
んげ草の花から採
れるはちみつ。甘
い香りとあっさり
した甘さが好まれ
ます。

落花生(千葉県)� 　［放］不検出�＜4.1�＜4.2�

609  スイートタイプ

 230g 720円(税込778円)通常税込799円

272  無糖
 230g 720円(税込778円)通常税込799円

落 花 生10 0 % のピー
ナッツクリームです。

N

ますだ(千葉県･八街市)　�G180日�
香るピーナッツクリーム

製造費上昇の為4月1回から値上げ

飼料費高騰の為、4月1回から値上げ

ジャム･はちみつ
みそ汁

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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油揚げ野菜巻き煮

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.6�＜1.7�

�� 　　275  EC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて3日�
手揚げ油揚げ

2枚 228円(税込246円)通常税込258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)� 　�

�� 　　276  EC � 　JKL
おとうふ工房いしかわ(愛知県･高浜市)　�G届いて2日�
揚げだし豆腐(特製つゆ付)

230円(税込248円)通常税込259円
国産大豆100%の揚げ出し豆腐と特
製つゆをセットにしました。つゆをか
けて電子レンジで約2分温めて。

ごぼう(国内産)� 　�

�� 　　277  EC � 　KL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　�G90日�
揚げごぼう(甘酢漬)

80g 308円(税込333円)通常税込346円
国内産のごぼうを細くカットし、菜種油でサッと
揚げて、りんご酢ベースの甘酢でからめました。

小麦(岩手県)�　［放］不検出�＜3.4�＜4.1�

�� 　　278  EB � 　HKL
共生食品(神奈川県･相模原市)　�G6日�
内麦焼そば(ソース付)

258円(税込279円)通常税込292円
国産小麦粉使用の無かんすい･無着色
の麺。ソースに化学調味料は使ってい
ません。

鶏肉(山口県)� 　�

�� 　　279  EC � 　JKL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　�G90日�
国産とりごぼうご飯の素

170g
(2合用) 598円(税込646円)通常税込667円

筍(和歌山県)� 　�

�� 　　280  E � 　JKL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　�G90日�
ちらし寿司の素

200g
(2合用) 515円(税込556円)通常税込578円

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.5�＜1.5�

�� 　　285  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�

�� 　　286  EC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて3日�
一口厚揚げ

8個 245円(税込265円)
厚揚げを一口サイズにしたもの。形くずれしに
くいので、炒め物などにも手軽に使えます。

大豆･野菜(国内産)�　［放］不検出�＜1.8�＜1.6�

�� 　　287  E � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�G届いて5日�
京がんも

7個 280円(税込302円)
国産大豆使用の生地に野菜や昆布を加
え、一口大に丸めて菜種油で揚げました。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.9�

�� 　　288  FC � 　K
丸和食品(東京都･練馬区)　�
きざみ揚げ(冷凍)

100g 228円(税込246円)
大豆(茨城県)�　［放］不検出�＜3.9�＜3.8�

�� 　　289  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�＜3.0�＜3.4�

�� 　　290  EB � 　JKL
水府納豆(茨城県･常陸太田市)　�G10日�
水府納豆ミニ3個(タレ･カラシ付)

40g×3 140円(税込151円)
茨城県産小粒大豆使用。糸ひき、風
味ともよい納豆です。

大豆(茨城県)�　［放］�137Cs=3.7�

�� 　　291  EB � 　JKL
登喜和食品(東京都･府中市)　�G9日�
遊作納豆(タレ･カラシ付)

80g 216円(税込233円)
茨城県常陸太田市･関さん達の小粒大豆使
用。炭火造りで容器には経木を用いました。

大豆(北海道)� 　�

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

40g×2 184円(税込199円)
北海道十勝産のトヨホマレ大豆使用。大粒ならでは
の食感、大豆のうまみ、糸引きの強さを楽しめます。

大豆(青森県)�　［放］不検出�＜3.2�＜3.6�

�� 　　293  E � 　JKL
登喜和食品(東京都･府中市)　�G9日�
有機納豆日本の農カップ2(タレ･カラシ付)

30g×2 210円(税込227円)
青森県産の有機栽培大粒大豆(おおすず)を使用。その
名の通り大粒で旨味濃い品種。食べ応えがあります。

大豆(青森県)� 　�

�� 　　294  E � 　K
登喜和食品(東京都･府中市)　�G9日�
有機ひきわり カップ2(タレ･カラシ無)

30g×2 189円(税込204円)
青森県産の有機栽培大粒大豆(おおすず)を使用。大粒
で旨味が濃い大豆なので、味わい深い仕上がりです。

こんにゃく粉(国内産)� 　�

�� 　　295  EB � 　
鶴田食品千葉(千葉県･流山市)　�G120日�
徳用あく抜きこんにゃく

400g 118円(税込127円)
国内産のこんにゃく粉で作りました。海藻粉
末入り。煮物や炒り煮、汁物などの具に。

こんにゃく粉(国内産)� 　�

�� 　　296  EB � 　
鶴田食品千葉(千葉県･流山市)　�G120日�
徳用あく抜きしらたき

350g 118円(税込127円)
国内産のこんにゃく粉で白く仕上げたし
らたきです。肉じゃがやすきやきなどに。

こんにゃく芋(群馬県)� 　�

�� 　　297  E � 　
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　�G140日�
小巻き芋しらたき

6個 200円(税込216円)
群馬県産のこんにゃく芋を使用したしらたきを小巻
きにしました。さっと水洗いして煮物や炒め物に。

めかぶ(宮城県)�　［放］不検出�＜4.3�＜4.7�

�� 　　298  FC � 　JKL
マルダイ長沼商店(宮城県･石巻市)　�G180日�
宮城県産めかぶ(タレ付)

342円(税込369円)通常税込389円
宮城県産のめかぶを食べやすいように細切りにし、小
分けパックしました。醤油ベースの別添タレ付きです。

わかめ(岩手県)�　［放］不検出�＜3.8�＜3.7�

�� 　　299  EC � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�G90日�
岩手産切ってある生わかめ

120g 352円(税込380円)通常税込397円
岩手県産の湯通し塩蔵わかめ。「岩手わかめ」特有の
風味や食感が味わえます。使いやすいカットタイプ。

昆布(岩手県)� 　�

�� 　　300  E � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�G90日�
岩手産さしみ昆布

250g 390円(税込421円)
早採りの軟らかい昆布を湯通し塩蔵しました。
水に戻してすぐに使えます。ポン酢、煮物でも。

もずく(沖縄県)� 　�

�� 　　301  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。

小麦(北海道、岩手県)�　［放］不検出�＜2.8�＜3.9�

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

10枚 264円(税込285円)
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。

小麦(岩手県)�　［放］不検出�＜3.4�＜4.1�

�� 　　303  EC � 　HJKL
共生食品(神奈川県･相模原市)　� G7日�
内麦生ラーメン味噌(3食入)

麺120g×3
スープ36g×3 380円(税込410円)

国産小麦粉使用の無着色、無かんすい、卵つなぎ麺。
味噌味スープを添付。わかめ、ねぎなど具だくさんで。

白花豆(北海道)� 　�

304  EJ

菊田商店(東京都･練馬区)�G90日�
煮豆 白福豆(白花豆)

150g 365円(税込394円)通常税込410円
北海道温根湯産。白花豆は高原豆ともいう紫花豆の白色版。直火
とろ火炊きで豆の風味がいきています。

大正金時豆(北海道)� 　�

�� 　　305  EC � 　J
菊田商店(東京都･練馬区)　�G90日�
煮豆 金時豆

150g 298円(税込322円)
北海道十勝産の大正金時豆を使用。直火炊きで軟らかさ
の中にも豆のコシを残して歯ごたえよく仕上げました。

1度に5品目が摂取できる!

ひじき(長崎県)� 　�

�� 　　306  EC � 　JKL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　� G90日�
ひじき五目煮

100g 325円(税込351円)
昆布(北海道)、たらこ(アメリカ)�　�

�� 　　311  E � 　JKL
金沢錦(石川県･金沢市)　�G60日�
たらこ昆布煮

90g 380円(税込410円)通常税込430円
アラスカ産のたらこと北海道産の昆布をシンプルな調
味料のみで軟らかく炊きあげました。ごはんのお供に。

里芋(国内産)、いいだこ(タイ、ミャンマー、ベトナム)�　�

�� 　　312  E � 　JKL
金沢錦(石川県･金沢市)　�G60日�
いいだこと里芋の煮付

120g 480円(税込518円)
国産の里芋と一口サイズのいいだこを醤油をベース
に昆布だしを効かせてやわらかく炊きあげました。

落花生(千葉県)�　［放］不検出�＜3.0�＜3.1�

�� 　　307  EC � 　NJKL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　�G90日�
ピーナッツみそ

80g 308円(税込333円)
千葉県八街産の落花生を菜種油で揚げ、味
噌、水飴、砂糖、ごま、寒天で仕上げました。

のり(千葉県)� 　�

�� 　　308  EC � 　JKL
遠忠食品(埼玉県･越谷市)　�G180日�
江戸前でぃ !生のり佃煮

85g 360円(税込389円)
千葉県木更津の盤州干潟で養殖された黒のりを、鮮度
良く生のまま昔ながらの直火炊きで炊き上げました。

卵(茨城県)�　［放］不検出�＜3.3�＜3.4�

�� 　　309  EB � 　H
JAやさと鶏卵部会(茨城県･石岡市)　�G10日�
やさとの半熟たまご(温玉)

4個(タレ無) 206円(税込222円)
非遺伝子組換え飼料で育てたやさと
の産直卵を温泉たまごにしました。

たけのこ(国内産)� 　�

�� 　　310  EC � 　
ニッカンフーズ(大分県･日田市)　�G180日�
たけのこ水煮(スライス)

300g 475円(税込513円)
掘りたてのたけのこを素早くボイルして、味、
香りを残しました。軟らかく風味が豊かです。

真さば(石川県)� 　�

�� 　　313  E � 　JKL
金沢錦(石川県･金沢市)　�G60日�
能登産焼きさば味噌煮

140g 458円(税込495円)
能登で水揚げされる真さばを素焼きしてから加
賀味噌、丸大豆醤油などで味噌煮にしました。

昆布(北海道)� 　�

�� 　　314  E � 　JKL
金沢錦(石川県･金沢市)　�G60日�
一口昆布巻

80g 565円(税込610円)通常税込626円
北海道産の昆布を栃木県産無漂白かんぴょうで一口サ
イズに巻きました。もう一品のおかずに、お茶請けに。

厚みがあるので
焼いても煮てもOK

甘酸っぱさが
人気のヒミツ♪

冷めても美味しい
のでおにぎりにも

特製つゆ付き
すぐに出せる一品

昼食に エビなどを足して
アレンジ自在♪

筍 、蓮 根、人 参 、干 椎
茸、切昆布を、さっぱり
した酸味のりんご酢を
ベースにした調味液で
仕上げました。

山口･秋川牧園の鶏
肉と国 産 野 菜 を 使
用。冷めても美味し
い のでお 弁 当やお
にぎりにも。化学調
味料不使用。

この甘酢漬け
は本当にやみ
つきになりま
す!

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

石川県 金沢錦のお惣菜東京都 練馬　菊田商店の直火炊き煮豆
白花豆：海外産
の豆に押され、
年々収穫量が減
少している希少
豆。直火の開放
釜で、じっくり
炊き上げます。

大豆(国内産)�　［放］不検出�＜1.2�＜1.2�

�� 　　281  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�

�� 　　282  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�

�� 　　283  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)

�� 　　284  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。

2合用
2合用

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。

4個入

大豆、ひじき、
こんにゃく、
油 揚 、人 参
を、鰹節のダ
シをとって煮
付けました。

4個入

揚げ出し豆腐4個
つゆ25g

麺150g×3
ソース30g×3

40g×4
(タレ4個付)

調理例盛付例
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梅･しそ(静岡県)� 　［放］不検出�＜3.6�＜4.5�

�� 　　315  C � 　
かわばた園(静岡県･静岡市)　�
かわばた園の自家製梅干し

200g 680円(税込734円)通常税込754円
梅(奈良県、和歌山県、三重県)�　�

�� 　　316  C � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�G180日�
つぶれ梅干

500g 1120円(税込1210円)
しそと塩のみで漬けた昔ながらの天日干し梅干。
製造工程で潰れたりしたものを詰合せました。

白菜(国内産)、唐辛子(中国)� 　�

317  EBOJKL

趙さんの味(宮城県･仙台市)　� G14日�
趙さんの味 熟成白菜キムチ

200g 398円(税込430円)通常税込454円
1年じっくり熟成させた鮭の魚醤を使い、こってりとコクの
ある旨味を引き出した本格キムチです。

大根(国内産)� 　�

�� 　　318  E � 　OJKL
趙さんの味(宮城県･仙台市)　�G14日�
趙さんの味 熟成カクテキ

200g 418円(税込451円)
1年以上熟成、発酵させた鮭の魚醤を使い旨
味を引き出した濃厚でこってりとしたキムチ。

白菜(国内産)� 　�

�� 　　319  EC � 　J
趙さんの味(宮城県･仙台市)　�G14日�
趙さんの味 水キムチ

300g 518円(税込559円)
汁ごと食べる辛くないキムチ、具よりも汁がメイ
ン。発酵が進みますので、お好みの酸味でどうぞ。

大根(山形県)�　［放］不検出�＜1.5�＜1.4�

�� 　　320  E � 　J
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�G30日�
紅花たくあん

250g 398円(税込430円)通常税込454円
庄内地方の砂丘畑で取れた大根を干し、乾燥紅花、米
ぬか、赤唐辛子、洗双糖、天日塩で漬け込みました。

赤かぶ(山形県)�　［放］不検出�＜1.2�＜0.9�

�� 　　321  E � 　J
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�G30日�
赤かぶ酢漬け

250g 480円(税込518円)
庄内の在来種赤かぶを砂糖、塩、醸造酢で漬けたシン
プルな漬物。自然な赤色と歯切れのよさが楽しめます。

大根(国内産)� 　�

�� 　　322  E � 　J
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�G14日�
さくら大根

100g 250円(税込270円)通常税込281円
大根を塩漬けの後、酢、砂糖、梅酢で
漬け込み、八重桜の花と一緒に袋詰。

瓜(徳島県)、守口大根(愛知県)� 　�

�� 　　323  EC � 　J
高嶋酒類食品(兵庫県･神戸市)　�G90日�
甲南なら漬(瓜、守口大根)

120g 568円(税込613円)
灘の酒粕をふんだんに使い、昔なが
らの伝統技術で丁寧に漬けました。

青唐辛子(北海道)� 　�

�� 　　324  E � 　JKL
士別農園(北海道･士別市)　�G180日�
士別農園の三升漬

200g 430円(税込464円)
農薬不使用の青唐辛子、農園で作った米麹、醤油を同
量ずつ漬けこんだもの。あったかご飯や焼肉、冷奴に。

米(北海道)� 　�

�� 　　325  EC � 　J
士別農園(北海道･士別市)　�
士別農園 三五八漬の素

400g 370円(税込400円)

キャベツ(国内産)� 　�

�� 　　326  FC � 　JKL
ドリームフーズ(大阪府･八尾市)　�
神山鶏のぱくぱく餃子(国産しそ入り)

18g×20 491円(税込530円)
ぱくぱく何個でも食べられるクセのない食べやすい餃
子。国産大豆味噌、国産しそ使用。焼いても茹でても。

豚肉(国内産)�　［放］不検出�＜3.3�＜4.0�

�� 　　327  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。

きくらげ･豚肉･小麦(国内産)�　［放］不検出�＜3.4�＜3.9�

�� 　　328  FC � 　KL
大進食品(神奈川県･横浜市)　�
パリッと本格春巻(国産きくらげ入)

5本200g 391円(税込422円)
きくらげなど国内産原料にこだわった中華あんに
手作りの皮で巻き方を工夫。多めの油で焼いて。

鶏肉(国内産)� 　�

329  FHJKL

秋川牧園(山口県･山口市)G180日�
鶏鍋セット(醤油)

550g (鶏肉･つくね各200g
スープ150g) 1101円(税込1189円)

鶏肉モモ･ムネ、鶏つくね、若鶏ガラから煮出したスープを
ベースに鰹の旨味がきいた鍋セット。

うずら卵(国内産)� 　�

�� 　　330  FC � 　HJKL
カネセイ食品(静岡県･藤枝市)　�
うずら卵串フライ

190g(8本入り) 363円(税込392円)
国内産うずら卵を使用し、うずら卵本来の食感と風味を大
切に仕上げました。加工でん粉：約2.8%

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　331  FC � 　L
フードサービスアサヒ(愛知県･大府市)　�
串揚げセット

5種各3本 1037円(税込1120円)
5種類の素材(豚ロース･鶏もも肉･ベビーホタテ･いか
･椎茸)を各3本。国産の小麦粉で衣づけしました。

鶏肉･根菜(国内産)� 　�

�� 　　332  F � 　K
印南養鶏農業協同組合(兵庫県･稲美町)　�
4種の国産根菜入りつくね

300g 425円(税込459円)
国産鶏肉を使用。ふんわりとした鶏つくねの中に国産
根菜(牛蒡、人参、玉葱、里芋、蓮根)を加えました。

アラスカメヌケ(アメリカ)� 　�

�� 　　333  F � 　JKL
原口商店(宮崎県･都城市)　�
赤魚の甘酢あんかけ

240g(3袋) 498円(税込538円)
アメリカ産の赤魚を唐揚にし、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。

真いわし(国内産)�　［放］不検出�＜3.7�＜4.0�

�� 　　334  F � 　JKL
千倉水産加工販売(千葉県･船橋市)　�
骨までやわらか いわし生姜煮

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、生姜などで味付け。加工澱粉：全体の0.6%。

真あじ(日本海)� 　�

�� 　　335  FC � 　JK
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�
氷温造り あじの南蛮漬

220g 350円(税込378円)
日本海産の真あじを食べやすく下処理し、国産米油で揚
げて南蛮漬に。野菜は国内産。まろやかな甘酢です。

さば(ノルウェー)� 　�

�� 　　336  F � 　J
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�
氷温造り さばの雪見おろし(ゆず風味)

220g 341円(税込368円)
ノルウェー産さばを米油で調理。酢とゆず果汁を加えた
大根おろしで和えました。野菜は全て国産。流水解凍で

さば(ノルウェー)、梅(和歌山県)�　�

�� 　　337  F � 　JKL
ダイマツ(鳥取県･米子市)　�G180日�
氷温造り さばの梅煮

558円(税込603円)通常税込624円
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。湯煎で簡単にできます。

キャベツ･牛肉(国内産)、ビーツ(フランス･ベルギー)�　�

�� 　　338  F � 　I
カラミノフーズ(東京都･新宿区)　�
ロシアン ボルシチ

220g×2 655円(税込707円)
牛肉と野菜の旨味が溶け込んだトマトベースのスープで
す。ご飯を加えておじやとしても楽しめます。湯煎して。

大豆･鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　339  F � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ふわふわ豆腐煮込みハンバーグ

90g×2 404円(税込436円)
豆腐ハンバーグを伊産バルサミコ酢を使い少し酸味の
きいた甘酢ソースで煮込みました。湯煎かレンジで。

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　340  FC � 　JKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
焼き鳥もも串セット

150g(5本) 658円(税込711円)
こんがりジューシーに焼き上げたもも肉と甘辛い醤油
だれの組合せが美味しい焼き鳥。湯煎またはレンジで。

野菜･豆腐･鶏肉(国内産)� 　�

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

8個340g
(固形量208g) 511円(税込552円)

団子の豆腐は国産大豆･天然にがり使用、タレは
玄米原料の黒酢を使用。湯煎かレンジで温めて。

卵(国内産)� 　�

342  FCHPIJKL

鳥幸商店(千葉県･茂原市)　�
天津丼の具

300g
(150g×2) 398円(税込430円)

卵と蟹、筍、椎茸、葱を混ぜ、ふんわりと仕上
げました。湯煎で。加工澱粉：全体の約2.4%

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　343  FC � 　JK
カラミノフーズ(東京都･新宿区)　�
アジア薫るガパオ丼(鶏肉のバジル炒め)

100g×2 475円(税込513円)
赤唐辛子の辛さが刺激的な、タイの定番料理。甘辛く炒
めた鶏肉とバジルの香りが食欲をそそります。湯煎して。

豚肉国内産)� 　�

�� 　　344  E � 　JKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1～2日
3種野菜と国産豚の担々ごま炒め

3人前
(約540g) 950円(税込1026円)通常税込1102円

新鮮な野菜とごまの風味たっぷりの担々
の素でゴマ味噌坦々炒めセットです。

大根･豚もつ(国内産)� 　�

�� 　　349  E � 　JKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1～2日
味噌もつ煮込み
2人前(約340g) 730円(税込788円)

国産野菜、自社製造の蒟蒻、国産豚し
ろもつを使用したもつ煮込みです。

玉ねぎ(国内産)、豚肉(鹿児島県)�　�

�� 　　348  E � 　HJKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1～2日
国産野菜の青椒肉絲

2人前
(約320g) 940円(税込1015円)

国産野菜、調味肉が一つになったセットです。フラ
イパンひとつで簡単に青椒肉絲が出来上がります。

タケノコと豚肉の
ハーモニー

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

玉ねぎ(国内産)、豚肉(鹿児島県)�　�

�� 　　346  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

小松菜(国内産)� 　�

�� 　　347  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

チンゲン菜(国内産)、豚肉(鹿児島県、宮崎県)�　�

�� 　　345  E � 　HJKL
グリンリーフ(群馬県･昭和村)� G届いて1～2日
チンゲン菜のスタミナ炒め

2人前
(約440g) 940円(税込1015円)

新鮮な野菜とスタミナ肉のセットです。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。

たっぷり野菜の
スタミナ炒め

調理時間
約6分

準備品
油

2人前

セット内容：カット野菜(チンゲン菜、
赤パプリカ、しいたけ)、タレ漬け豚肉

3人前

味噌タレともつの
相性抜群

ピリ辛ごまタレが
豚肉に合う

セット内容：具材（大根、こんにゃ
く、人参）、豚白もつ、調味タレ

調理時間
約10分

準備品
水200cc 

セット内容：カット野菜（キャベツ、
ピーマン、人参）、担々の素（豚肉、
野菜、香辛料、ごま油等）

調理時間
約5分

準備品
油

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

そろそろおしまい 山形県庄内・季節の漬物 北海道 士別　農家の手作り産品

宮城県 仙台　趙さんの味・手作りキムチ

乳化剤にプ
ロピレングリ
コール脂肪酸
エステル使用

揚げて 8本入

2袋 3切3袋

◆市販品と比較してみました◆

野菜(キャベツ(国産)、玉ねぎ(国産)、
にら(国産 )、にんにく(国産 )、生姜(国
産 ))、豚肉 (国産 )、パン粉、肉汁、醤
油、ごま油、昆布パウダー、砂糖、食塩、
こしょう、皮 (小麦粉、食塩 )

北京餃子

餃子の場合
冷凍食品

シリーズ
市販品との違い

※鶏肉産地(アメリカ、ブラジル、日本)･豚肉
産地(カナダ、アメリカ、チリ)

野菜 ( キャベツ、たまねぎ、にら、に
んにく )、食肉 (鶏肉、豚肉) ※、豚脂、
粒状大豆たん白、卵白、ごま油、オイ
スターソース、砂糖、発酵調味料、食
塩、香辛料、酵母エキス、皮 ( 小麦粉、
なたね油、でん粉、食塩、粉末状小麦
たん白、粉末状大豆たん白、大豆粉 )/ 
調味料 ( アミノ酸等 )、乳化剤、増粘
剤 ( キサンタン、アルギン酸 Na)、ク
エン酸 Na、塩化 Ca、カゼイン Na
※鶏肉産地(アメリカ、ブラジル、日本)･豚肉
産地(カナダ、アメリカ、チリ)

一般的な餃子

（北京餃子編）

皮は内麦の小麦粉･食塩･水のみ、餡は国産豚肉と野菜を
使用。添加物を使わず素材の旨みを生かした餃子です。

豚肉(国内産)� 　�

13  1パック
18g×15 426円(税込460円)通常税込478円

14  2パック
(18g×15)×2 838円(税込906円)通常税込956円

FKL

ニッコー(神奈川県･大和市)　�
徳用北京餃子

普 通 の 餃 子よ
り野菜(特にに
ら)を多く入れ
ました。皮は国
産小麦粉使用。
焼いて。

塩分濃度20%の
粗塩を使って作っ
た昔ながらの梅干
しです。

塩分16～18%

自家製米麹を使用
した硬め(パラパ
ラタイプ )の漬 床
です。野菜や肉、
魚に適量まぶして
塩麹代わりに。

20個入 25個入 5本入

シ
ー
ズ
ン

最 

終

3～4人前 揚げて 5種×各3本

今回で終売になります

2食入 湯煎かレンジで 5本入 8個入 2食入 2食入

100g(固形量
70g)×3切
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� 　�

�� 　　350  FC � 　JKL
カラミノフーズ(東京都･新宿区)　�
韓国風太巻 牛肉入ナムルキンパ

300g 672円(税込726円)通常税込756円
酢飯ではなく、食塩とごまをまぜたご
飯に、ナムル等の具材を巻いた韓国
風海苔巻き。レンジで解凍して。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　351  F � 　JKL
カラミノフーズ(東京都･新宿区)　�
キムチ屋の造るテグタン麺セット

麺170g×2
スープ47g×2 504円(税込544円)

鍋一つで作れる本格的辛味のとろみスープに喉ごしよい麺
のうどん。好みの野菜を加えて。加工でん紛：麺の3.5%

小麦(国内産)� 　�

�� 　　352  F � 　HJKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
担々麺

1食280g
(麺130g) 386円(税込417円)

担々麺専用の独自スープを自社開発。麺は国産小麦を
使用の小麦粉によるこだわりのオリジナル製麺。鍋で。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　353  F � 　OJKL
ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
具たっぷりけんちんうどん

2食610g 587円(税込634円)通常税込654円
国産小麦の麺にたっぷりの具(大根、人参、ごぼう、ねぎ、
油揚げ、豚肉)をのせました。関西風つゆ添付。

つゆ付

小麦(国内産)� 　�

�� 　　354  FC � 　JKL
ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
讃岐かき揚げうどん

2食560g 451円(税込487円)

小麦(国内産)� 　�

�� 　　355  FB � 　L
シマダヤ(東京都･渋谷区)　�
冷凍 稲庭風うどん

200g×5食 408円(税込441円)
国産小麦粉を使用、つるつるとした喉ごしの良さと強
いコシのうどん。鍋かレンジで。加工澱粉：約7.3%

そば(長野県)� 　�

�� 　　356  FC � 　M
創健社(神奈川県･横浜市)　�
生冷凍 長野県産石臼挽十割そば

130g×2 590円(税込637円)
長野県産のそば粉100%で作った生冷凍十割そば。
茹で時間1分半～2分(常温で自然解凍してから)。

小麦(国内産)、えび(ベトナム･インドネシア)� 　�

�� 　　357  FC � 　OKL
姫生水産(香川県･観音寺市)　�
レンジでえび天ぷら(国産小麦使用)

125g(5尾入) 493円(税込532円)
大豆(アメリカ等)� 　�

�� 　　358  F � 　K
日本生活協同組合連合会　�
七菜きんちゃく

5個入(140g) 428円(税込462円)

鶏肉(山口県、他)� 　�

359  FBHJKL

秋川牧園(山口県･山口市)　�
からあげ

150g 467円(税込504円)
じゃがいも(国内産)� 　�

�� 　　360  F � 　JL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
プチカレーコロッケ

20g×6 279円(税込301円)
素材のじゃがいもを活かしたシンプルで飽きのこない味。
揚げてあるので温めるだけ。お弁当のおかずに便利。

豚肉(国内産)� 　�

�� 　　361  FC � 　JKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
ひとくち味噌かつ

6個108g 435円(税込470円)
名古屋名物味噌カツをお弁当用にアレンジ。鰹だしのき
いた豆味噌ダレは甘さ控えめ。トレーごとレンジOK。

さんま(北海道)� 　�

�� 　　362  FC � 　JKL
平庄商店(北海道･根室市)　�
さんまぼろぼろ

110g 298円(税込322円)
根室産のさんまをそぼろ風に味付けしました。
そのままご飯にかけて。お弁当にもどうぞ。

えび(タイ)� 　�

�� 　　363  F � 　OKL
日本生活協同組合連合会　�
レンジでひとくち天然えびフライ

120g 528円(税込570円)

豚肉(栃木県、茨城県)� 　�

�� 　　364  F � 　JKL
オカダ食品(神奈川県･秦野市)　�
徳用ファミリーシューマイ

20g×30 650円(税込702円)
お肉の食感を大事に仕上げたお徳用のシュウマ
イです。添加物は極力排除して仕上げました。

たまねぎ･鶏肉･豚肉(国内産)� 　�

�� 　　365  FC � 　IJKL
四国ちぬや(愛媛県･西予市)　�
レンジでお手軽メンチカツ

500g(10個入) 611円(税込660円)通常税込680円
国産の豚肉、玉ねぎを使用して作りました。レンジ調理で
手軽にできあがるので、おかずや朝食等にも。

ブロッコリー･南瓜･しめじ(国内産)�　�

�� 　　366  F � 　IJL
B.Continue那珂川キッチン(福岡県･那珂川市)　�G180日�
洋風おかずセット

120g(3種×20g
×2個) 475円(税込513円)

南瓜のクリーム煮･きのこのバルサミコ酢炒め･ブロッコ
リーと人参のオリーブオイル和えのセット。レンジで。

鶏肉･人参･ほうれん草･ブロッコリー(国内産)�　�

�� 　　367  F � 　JKL
B.Continue那珂川キッチン(福岡県･那珂川市)　�G180日�
からだデリ 酢どり惣菜セット

305g 669円(税込723円)
国立病院機構が監修した、酢どり･筑前煮･ブロッコ
リー･人参･ほうれん草ナムル･豆マリネの惣菜セット。

鮭(北海道)� 　�

368  FJKL

大進食品(神奈川県･横浜市)　�
国産鮭の塩焼き お惣菜セット

230g 685円(税込740円)通常税込756円
野菜炒め･切干大根･ひじきと大豆の煮ものを副菜に詰めま
した。全て国産原料。レンジで。

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　369  FC � 　JKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
手羽元ゆずこしょう焼き

250g 536円(税込579円)
若鶏手羽元を九州特産ゆず胡椒と国産丸大豆醤油を使っ
た特製ダレに漬け、焼きました。レンジかトースタで。

塩麹でほんのりとした甘みある
美味しさに

鶏肉(国内産)� 　�

�� 　　370  FC � 　HJL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
チキンカツ

150g 401円(税込433円)通常税込448円
下味は塩麹で肉の旨みを引き出し、サクサク衣で包んだ
しっとり柔らかなチキンカツ。レンジかトースターで。

鶏肉(山口県、他)� 　�

�� 　　371  FC � 　HJKL
秋川牧園(山口県･山口市)　�
レバー入りミートボール

400g 642円(税込693円)
レバー入り(約13%)ミートボール。ソースで絡めたり、
カレーやシチューにも。トースター、レンジで温めて。

豚肉･野菜(北海道)� 　�

�� 　　372  FC � 　JKL
マルマス(北海道･森町)　�
北海道産豚肉のごましゃぶ風紙包み

110g×2 521円(税込563円)
北海道産の豚肉、じゃが芋、南瓜、コーン、ブロッコ
リーに胡麻だれたっぷりの紙包み。加工澱粉約0.1%

よつ葉のチーズがたっぷり!

生乳(熊本県)、米･鶏肉(九州)� 　�

�� 　　373  F � 　IJKL
B.Continue那珂川キッチン(福岡県･那珂川市)　�G180日�
チキンドリア

180g×2個 781円(税込843円)通常税込864円

鶏卵･米(国内産)� 　�

�� 　　374  FC � 　HIJKL
西川食品(和歌山県･紀の川市)　�
オムライス

180g×2 510円(税込551円)
国産米と鶏肉･野菜を使用したチキンライスを牛乳を加
えた玉子で包みました。レンジで温めて。加工澱粉：1%

トマトとケチャップでしっかりトマト味に

小麦(イタリア)� 　�

�� 　　375  FC � 　JKL
ニッコー(神奈川県･大和市)　�
有機パスタのナポリタン

400g(2食入) 542円(税込585円)通常税込605円
小麦(国内産)� 　�

�� 　　376  F � 　HIL
サンフレッセ(埼玉県･伊奈町)　�
冷凍内麦ピザ生地

480g(4個入) 386円(税込417円)
国産小麦粉使用、イーストフード不使用のピザ生地。2
～3時間室温で自然解凍後、のばしてトッピングして。

米･牛肉(国内産)� 　�

�� 　　377  FC � 　JKL
ニッキーフーズ(大阪府･大阪市)　�
ライスバーガー 国産牛焼肉

5個600g 1018円(税込1099円)通常税込1126円
醤油で焼きあげたライスプレートに特製焼肉たれで仕上げ
た国産牛と玉葱をサンド。加工澱粉：全体の0.5%以下

小麦(国内産)� 　�

�� 　　378  F � 　HIKL
カラミノフーズ(東京都･新宿区)　�G180日�
じゃがいものチーズガレット

240g(2枚入) 577円(税込623円)
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。フライパンで温めて。

小麦粉(北海道、九州)� 　�

�� 　　381  FC � 　JL
ハマセイ(愛知県･春日井市)　�
大判焼き 小倉

85g×5個 468円(税込505円)
皮は国産小麦主体に砂糖、米粉、重層、塩のみブレンド
したミックス粉で餡は十勝産小豆にこだわった今川焼。

小麦(アメリカ、カナダ)� 　�

�� 　　382  F � 　HIL
日本生活協同組合連合会　�
パイシート≪発酵バター入り≫

4枚入 378円(税込408円)
発酵バター入のおいしいパイを家庭で手軽に作れま
す。4枚に分かれているので必要量だけ室温解凍して。

生乳(オーストラリア、北海道等)�　�

�� 　　383  F � 　HIKL
日本生活協同組合連合会　�
レアチーズケーキ
185g(4カット) 556円(税込600円)

クリームチーズを30%配合。なめらかな口あたり、レモ
ン果汁でさっぱりした味に仕上げました。冷蔵解凍で。

卵･生乳･小麦(国内産)� 　�

�� 　　384  F � 　HIL
弁天堂(兵庫県･淡路市)　� G60日�
昔ながらのロールケーキ

1個 703円(税込759円)
卵とハチミツを使用した、シンプルで昔懐かしい味わい。
冬は常温･夏は冷蔵解凍で。長さ約9cm。

黒豆(岩手県)� 　�

�� 　　385  FC � 　JK
岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 黒豆塩大福

4個220g 430円(税込464円)
岩手産平黒大豆を国産もち米の生地に粒のまま練り込
み、すっきりした甘さの粒餡を包みました。自然解凍で。

牛乳(国内産)� 　�

�� 　　386  FC � 　I
日本生活協同組合連合会　�
フローズンヨーグルト
105㎖

×3 266円(税込287円)通常税込307円
乳酸菌が生きています。さくっとした口当た
りとさっぱりした後味。牛乳を60%使用。

生乳(北海道)� 　�

�� 　　387  F � 　I
久保田食品(高知県･南国市)　�
おっぱいアイスミルク

80㎖ 120円(税込130円)
牛乳の素朴なおいしさをベースにバニラビーンズのほの
かな甘い香りを付加したナチュラルな味わいのアイス。

生乳(国内産)･カカオ(エクアドル他)�　�

�� 　　388  F � 　HIK
久保田食品(高知県･南国市)　�
チョコレートアイスクリーム

110㎖ 210円(税込227円)
ベルギー産クーベルチュールチョコレートをふんだん
に使用し、濃厚なおいしさに仕上げたアイスクリーム。

国 産小 麦 使 用のコシ
の強い麺に牛蒡、玉ね
ぎ、人参、いんげんを
使った野菜のかき揚げ
入り。鍋かレンジで。

彩り豊 かな 具 材を
詰めました。だし含
みが良く、煮物やお
でんでおいしく召し
上がれます。油抜き
不要。鍋で。

殻としっぽをとっ
た天然むきえびに
衣をつけて揚げま
した。油調済なの
で電子レンジ調理
で食べられます。

膨張剤製剤に酸性ピロ
リン酸ナトリウム･塩化
アンモニウム使用

凝固剤に塩化アンモ
ニウム使用

膨張剤にピロリン
酸二水素Na使用

お弁当に
おかずに

5尾入 5個入

2食入

2食入

2食入 2食入

目安約7～9個

開放鶏舎で植物性主体の
飼料育ちの若鶏胸肉を醤
油ベースの調味液に漬け
揚げました。トースター、
レンジで。

国産牛焼肉とナムルの
贅沢な太巻きです

16ページにもあります

爽やかなヨー
グルトの酸味
がアクセントに
なっていて本当
に美味しい。ア
イスを殆ど食
べない私です
がこれは別。
リピ買いしてい
ます。

ク チコ ミ

　　　　　

　

　　  組合員さんからの

シーズン最終
鍋かレンジで

毎日スプーン 2 杯

腸から
　元気に♪   

朝 ･ 夕 1 回ずつ

次回は4月3回掲載予定
3月5回にお届け
次回は4月3回掲載予定

大豆（北海道）
380  4個セット� 450g

×4個 4320円(税込4666円)

379  1個� 450g 1200円(税込1296円)

大豆を丸ごと使った乳酸菌による発
酵食品。毎日大さじ1杯食べることで
腸内細菌が増え、腸の力を高めます。

FCKL
プレマラボ（東京都･中央区）
豆汁グルト 

たくさん
利用される
方へ

半解凍して必要な
分を取り分け、再
凍結するのがオス
スメ。解凍したら
3、4日で食べきっ
てください。

1個あたり1167円

◦�フルーツにそえ、蜂蜜を
かけても
◦�朝食のシリアルやジャ
ム、甘酒と混ぜても
◦�野菜のディップ
に(味噌&オ
イル和え･梅
酢&マヨネー
ズ和え)�

私はこんな風に
食べています

レンジか蒸して

レンジで レンジかトースターで

レンジか自然解凍で

国内産の小麦粉と
でん粉を使 用した
天ぷら粉で製造し
ました 。レン ジ か
トースターで。加工
澱粉：全体の2.5%

6個入 6個入

10個入

30個入

3種×2個

2食入

2食入 2食入

2食入

九州産米で作ったチ
キンライスに九州産
鶏肉とホワイトソー
ス(低温殺菌牛乳使
用)をのせました。

麺は有機デュラム小麦
のセモリナ、国産玉 葱
と人参使用。ソーセー
ジは発色剤不使用。湯
煎かレンジで。

4個入

5個入

4個入 3個入

2枚入

4カット
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じゃがいも(国内産)� 　�

�� 　　389  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 ポテトチップス和風だし

53g 170円(税込184円)通常税込194円
和風だしが効いたポテトチップスです。シンプルな原
材料でじゃがいも本来のおいしさが感じられます。

じゃがいも(北海道)� 　�

�� 　　390  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 ポテトチップス柚子

53g 170円(税込184円)通常税込194円
原材料の産地にこだわり、国産のじゃ
がいも、米油、柚子を使用しています。

小麦粉(国内産)� 　�

�� 　　391  � 　IJKL
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G90日�
純国産 北海道きなこかりんとう

95g 220円(税込238円)通常税込248円
大豆の外と中から甘みとうま味を引
き出した、二度焙煎きな粉を使用。

小豆(北海道)� 　�

�� 　　396  � 　
だいずデイズ(兵庫県･神戸市)　�G120日�
もち麦ぜんざい

140g 230円(税込248円)通常税込270円
国産蒸しもち麦と北海道産あずきをコトコト煮
込み、ビートグラニュー糖で甘みを加えました。

さつまいも(九州)� 　�

�� 　　392  � 　J
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G120日�
純国産 さつま芋ちっぷ

115g 255円(税込275円)通常税込297円
国内産にこだわった純国産シリーズです。薄くスライス
した九州産さつま芋をパリッとした食感にしました。

小麦(北海道)� 　�

�� 　　393  � 　IJL
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G180日�
純国産 ビスケット

120g 247円(税込267円)通常税込278円
マーガリン･ショートニング･膨張剤不
使用のビスケット。

小麦･バター(北海道)� 　�

�� 　　394  � 　HIL
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G180日�
純国産 北海道バタークッキー
2枚×4包
(個包装) 298円(税込322円)通常税込346円

原材料：小麦粉、バター、砂 糖大根
糖、卵、食塩

きな粉(北海道)� 　�

�� 　　395  � 　JK
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G150日�
純国産 きなこねじり

110g 275円(税込297円)通常税込319円
北海道産大豆のきなこを水あめで練り上
げ、オホーツク海の塩で味付けしました。

黒大豆(兵庫県)� 　�

�� 　　397  � 　K
だいずデイズ(兵庫県･神戸市)　�G180日�
ほの甘くろまめ

45g 230円(税込248円)通常税込270円
兵庫県産の黒豆を蒸した、ほんのり
甘いおやつです。

小豆(北海道)� 　�

�� 　　398  � 　
だいずデイズ(兵庫県･神戸市)　�G180日�
有機ほの甘あずき

55g 200円(税込216円)通常税込238円
北海道産有機小豆を有機きび糖でほんのり
と甘く味付けし、柔らかく蒸し上げました。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜4.1�＜4.3�

�� 　　399  � 　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4連

20g×4 270円(税込292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�

�� 　　400  � 　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4連

20g×4 270円(税込292円)
うるち米(国内産)� 　�

�� 　　401  � 　JKL
ムソー(大阪府･大阪市)　�G120日�
草加せんべい ミックス

6枚 380円(税込410円)
うるち米(国内産)� 　�

�� 　　402  � 　JKL
創健社(神奈川県･横浜市)　�G120日�
メイシー さんかくおむすびのおせんべい

14g×4 270円(税込292円)
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。

玄米(国内産)� 　�

�� 　　403  � 　JK
創健社(神奈川県･横浜市)　�
メイシー うみのおさんぽ

9g×4 223円(税込241円)
国内産17種類の穀物を使用した、イカの
形のサクッと食べやすいスナックです。

米(山形県)�　［放］不検出�＜1.2�＜0.8�

�� 　　404  � 　J
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�G90日�
ポン玄米(砂糖付)

100g 290円(税込313円)
無農薬･有機肥料の玄米を使用しました。

米(山形県)�　［放］不検出�＜1.2�＜0.8�

�� 　　405  � 　J
庄内協同ファーム(山形県･鶴岡市)　�G90日�
ポン玄米(砂糖なし)

100g 290円(税込313円)
原材料：玄米〈製造ラインで大豆、落
花生の使用あり〉

ドライマンゴー(メキシコ)� 　�

�� 　　406  � 　
プレス･オールターナティブ(東京都･目黒区)　�G180日�
ヨーグルトと食べるドライフルーツ

100g 640円(税込691円)
マンゴー、クランベリー、レーズン、パイナップルの4
種をミックス。漂白剤など添加物は一切不使用です。

大豆(山形県)� 　�

�� 　　407  � 　K
しらたかノラの会(山形県･白鷹町)　�G60日�
3色煎り豆

75g 298円(税込322円)
大豆、青大豆(秘伝)、黒大豆の3つを
使った煎り豆です。

小麦(九州)･黒糖(沖縄県)� 　�

�� 　　408  � 　HL
珍品堂(沖縄県･糸満市)　�G180日�
ざわわサブレ

6個入 250円(税込270円)
国産小麦粉に沖縄産の黒糖を使用し
たサブレです。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜1.0�＜0.8�

�� 　　409  � 　L
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G180日�
全粒粉クラッカー

100g 210円(税込227円)
国産小麦粉、全粒粉使用。プレーンな
クラッカーに焼き上げました。

てん菜(北海道)� 　�

�� 　　410  � 　IK
サンコー(愛知県･豊橋市)　�
くまチョコ

50g
(個包装込み) 270円(税込292円)

クーベルチュールチョコレートをくまの形に
した、便利な個包装タイプのチョコレート。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜0.8�＜0.9�

�� 　　411  � 　IJL
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G90日�
牛乳かりんとう

100g 190円(税込205円)
国内産小麦を主原料に信州の新鮮牛乳だけ
で練り上げたまろやかな風味のかりんとう。

小麦(国内産)�　［放］不検出�＜0.9�＜0.9�

�� 　　412  � 　HIJL
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G120日�
カルシウムウエハース300

12枚
(1枚×12袋) 230円(税込248円)

現代人に不足しがちなカルシウムが、
1枚に標準300mg含まれています。

小豆(北海道)� 　�

�� 　　413  B � 　HL
ノースカラーズ(北海道･札幌市)　�G60日�
オーガニック小麦のどらやき

1個 185円(税込200円)
原材料：つぶ餡(砂糖、小豆(北海道産)、水あめ、寒天)
(国内製造)、有機小麦粉、砂糖、鶏卵、水あめ/膨張剤

天草(国内産)� 　�

�� 　　414  � 　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

天草(国内産)� 　�

�� 　　415  � 　
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。

サンコーのイチオシお菓子の詰め合わせ!

� 　�

�� 　　416  � 　OIJKL
サンコー(愛知県･豊橋市)　� G120日�
お菓子の詰め合せ 5種セット

5種×各1袋 798円(税込862円)通常税込1177円

国産焼海苔がうれしい、のり巻あられです

もち米(国内産)� 　�

417  JKL

サンコー(愛知県･豊橋市)　� G120日�
磯辺巻

40g 220円(税込238円)通常税込259円
国産もち米のおかき。香り豊かな醤油たれをつけ、焼きの
りを巻きました。

鹿児島県産安納芋を使ったようかん

水飴(国内産)� 　［放］不検出�＜0.8�＜0.8�

�� 　　418  B � 　
サンコー(愛知県･豊橋市)G180日�
安納芋ようかん

58g 140円(税込151円)通常税込162円

お料理やお菓子にも

レーズン(アメリカ)� 　�

�� 　　611  � 　
プレス･オールターナティブ(東京都･目黒区)　�G180日�
レーズン

165g 445円(税込481円)通常税込497円
有機栽培されたぶどうを天日で乾燥しました。オイルコー
ティングはしていません。

茶葉(静岡県)� 　�

�� 　　419  B � 　
かわばた園(静岡県･静岡市)　�G180日�
煎茶

50g 588円(税込635円)
上煎茶収穫以降、刈り取ったお茶です。多少渋み
は伴いますが、すっきりとした味わいが特徴です。

茶葉(静岡県)� 　�

�� 　　420  � 　
かわばた園(静岡県･静岡市)　�G180日�
くき茶

50g 410円(税込443円)
茶葉(静岡県)� 　�

�� 　　421  � 　
かわばた園(静岡県･静岡市)　�G180日�
番茶

100g 598円(税込646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。

ルイボス茶(南アフリカ)� 　�

�� 　　422  � 　
ランカスター(千葉県･千葉市)　�
ルイボスティー(ティーバッグ)

2g×30 570円(税込616円)
カルシウムやビタミンCを豊富に含むアフリカの健
康茶。ノンカフェインなので、飲みやすいお茶です。

りんご(長野県)� 　�

�� 　　428  � 　
長野興農(長野県･長野市)　�
信州まるごとりんごジュース

160g×30 3600円(税込3888円)通常税込4212円
長野県産りんご「ふじ」を100%使用のストレート果汁。
酸化防止剤等一切添加していません。

だいずDAYS
(兵庫県･神戸市) (北海道･札幌市) (北海道･札幌市) 
1粒の大豆から、
日本のくらしと心を豊かに

ノースカラーズ
北海道の大地が生み出す
　大切な食材をお菓子に。

全品
特価

全品
特価

ほん のり甘い 黒
砂 糖 は 、お 茶 請
けにぴったり。

岩 手 産 うるち米
を蒸し上げ、生地
を 天日で自然 乾
燥。丹念に焼き上
げました。

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。

ポテトチップ ス 塩
味、大豆チップスの
り塩 味、小魚 せん
べい、スイートポリ
コーン、きな粉ウエ
ハースのセット。

焼さつま芋のペースト
を使用しているので、
安納芋の甘みがより引
き立っています。

大豆（国内産）

K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市)� 　G120日��

424  国産大豆の無調整豆乳
1000㎖ 350円(税込378円)

大豆（国内産）

K

マルサンアイ（愛知県・岡崎市)� 　G120日�

423  国産大豆の調整豆乳
200㎖ 120円(税込130円)

果実（国内産）･野菜（北海道）

426  15缶

� 160g×15 2200円(税込2376円)通常税込2484円

北海道産大麦若葉と10種
類の野菜の青汁です。りん
ごブレンドで爽やかにおい
しく続けられます。

1缶あたり税込158円

425  5缶� 160g×5 770円(税込832円)

ゴールドパック（長野県･松本市）　
北海道野菜の青汁 1缶あたり税込166円

� ［放］不検出�＜3.3�＜4.0�

427  6缶
250㎖×6 630円(税込680円)通常税込754円

753  30缶
250㎖×30 2996円(税込3236円)通常税込3672円

甘さ控えめでさ
わやかな後味の
サイダーです。

創健社(神奈川県･横浜市)　�
丹沢サイダー 

1缶あたり税込108円

1缶あたり税込113円

煎茶をつくると
き、ふるいにか
け て 分 け ら れ
た副産物。一番
茶のみを使用。
農薬無散布。

農 薬や 化 学 肥 料
を 一 切 使 用せ ず
栽培した「やぶき
た」だけを使い浅
蒸しで仕上げまし
た。一番茶使用。

1缶あたり
税込130円

30缶
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水(岩手県)� 　［放］不検出�＜0.5�＜0.5�

�� 　　431  � 　
岩泉ホールディングス(岩手県･岩泉町)　�
龍泉洞の水

500㎖×24 2800円(税込3024円)通常税込3110円
岩手県･龍泉洞に湧き上がるミネラルたっぷりの水。自然
の味をそのままに。

米(島根県)� 　�

�� 　　432  � 　J
青砥酒造(島根県･安来市)　�
蒼斗七星 純米吟醸58

720㎖ 1700円(税込1870円)
米(茨城県)� 　�

�� 　　774  � 　J
珂北酒造(茨城県･大子町)　�
常陽旭桜･純米酒

1.8ℓ 2650円(税込2915円)

お米の旨味を引き
出した、コクがあ
り、まろやかな風
味の地酒です。

米(国内産)� 　�

�� 　　775  � 　J
珂北酒造(茨城県･大子町)　�
地酒･奥久慈「湯の里」

1.8ℓ 1500円(税込1650円)

久慈川上流の珂北
酒造の地酒。※醸
造アルコール、糖
類を添加した本醸
造酒。

片口いわし(瀬戸内海)� 　�

�� 　　710  � 　
日本生活協同組合連合会　�
瀬戸内海産食べる煮干

50g 183円(税込198円)
瀬戸内産の小魚を100%使用。カルシウム豊富な、ま
るごと食べられる煮干です。原材料：片口いわし、食塩

トマト(アメリカ、イスラエル等)�　�

�� 　　433  � 　
日本生活協同組合連合会　�
濃いトマトジュース無塩

190g×20 1400円(税込1520円)
完熟トマト約4個分を1缶(190g)にぎゅっと
濃縮。糖度7度のとろりと濃厚な味わい。

生姜(国内産)� 　�

�� 　　434  � 　
日本生活協同組合連合会　�
国産生姜のジンジャエール

200g缶
×15本 1035円(税込1125円)

国産生姜を使用し、辛さなどを効かせた本格的な味
わい。はちみつ･レモン果汁を配合し、甘さ控えめに。

人参(アメリカ、国内産)� 　�

�� 　　435  � 　K
日本生活協同組合連合会　�
野菜がおいしい1日分果実ブレンド200

200㎖×12 960円(税込1032円)通常税込1068円
1日分の30種の野菜(350g)、5種の果実(60g)を使用。
果汁混合の野菜ジュースです。

� 　�

�� 　　754  A � 　
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

甜菜(北海道)� 　�

�� 　　436  C � 　
東京フード(茨城県･つくば市)　�
甜菜糖

500g 440円(税込475円)
北海道産の甜菜から作られた砂糖。
まろやかで上品な甘さが特長。

海水(沖縄県)、天日塩(オーストラリア、メキシコ)�　�

�� 　　512  � 　
青い海(沖縄県･糸満市)　�
沖縄の塩シママース

1kg 300円(税込324円)
原塩を沖縄の海水で溶解し、平釜で
煮詰めて作る再結晶法の塩です。

りんご(国内産)� 　�

�� 　　437  � 　
太田酢店(福島県･須賀川市)　�
りんご酢
300㎖ 580円(税込626円)通常税込648円

大豆(アメリカ)� 　�

�� 　　525  � 　KL
キノエネ醤油(千葉県･野田市)　�
本仕込しょうゆ

1ℓ 600円(税込648円)

丸大豆醤油を塩水
のかわりに用いた
再仕込み醤油。濃
厚 な 味 わ い が 特
長。お刺身やお寿
司に最適です!

大豆(アメリカ、他)� 　�

�� 　　526  � 　KL
キノエネ醤油(千葉県･野田市)　�
丸大豆減塩しょうゆ

1ℓ 500円(税込540円)
丸大豆を原料にした減塩しょうゆ。

大麦(愛媛県)� 　�

�� 　　438  EC � 　K
田中屋(愛媛県･松山市)　�G180日�
麦こうじ味噌 田中屋

500g 550円(税込594円)
大豆1に対して大麦麹を4の割合で仕込んだ贅
沢な味噌です。やわらかな甘味と風味が特徴。

米･大豆(九州)� 　�

�� 　　439  EC � 　JK
田中屋(愛媛県･松山市)　�G180日�
米糀みそ 田中屋

500g 650円(税込702円)
九州産の有機栽培米と大豆(フクユタカ)
を原料に塩分約10%で仕込みました。

胡麻(中国)� 　�

�� 　　440  C � 　HJKL
笛木醤油(埼玉県･川島町)　�G100日�
金笛 胡麻ドレッシング

390㎖ 1035円(税込1118円)

ゴマの風味が豊か
な和風タイプのド
レッシング。サラ
ダやしゃぶしゃぶ
などに!

シークヮーサー(沖縄県)� 　�

�� 　　441  � 　
沖縄アロエ(沖縄県･那覇市)　�
シークヮーサー100

360㎖ 924円(税込998円)
ごま(アフリカ、中南米諸国)� 　�

�� 　　442  C � 　
チヨダ(埼玉県･戸田市)　�
ラー油

45g 400円(税込432円)

淡口ごま油と濃口
ごま油をブレンド
し、国産の無農薬
の赤とうがらしを
加えました。

唐辛子･レモン(愛媛県)� 　�

�� 　　443  � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�
無茶々園 レモンこしょう

50g 458円(税込495円)
唐辛子、レモンは無茶々園の生産者が栽培してい
ます。お肉系、特に焼き鳥との相性は抜群です。

唐辛子(国内産)� 　�

�� 　　444  C � 　
向井珍味堂(大阪府･大阪市)　�
和七味

10g 430円(税込464円)通常税込486円
七種の国産素材を独自に配合。辛みをおさえ、
料理を引き立たせる香りと風味があります。

米(長野県)� 　�

�� 　　445  � 　J
アイワ(長野県･岡谷市)　�
麹屋甚平 浅漬けの素

500㎖ 380円(税込410円)
有機米･大豆(国内産)� 　�

�� 　　446  � 　JKL
アール･シー･フードパック(愛媛県･西予市)　�
有機 麻婆の素

100g 250円(税込270円)
有機素材で作られた麻婆の素。麻婆豆腐や
麻婆春雨を作りたい時にご使用ください。

水あめ(国内産)� 　�

�� 　　447  � 　JKL
ポールスタア(東京都･東村山市)　�G180日�
鶏と根菜の黒酢あんかけたれ

100g×2袋 230円(税込248円)
大麦黒酢とりんご果汁をブレンドしたさっぱ
りまろやかな甘みのたれ。1袋2～3人前。

とうもろこし(アメリカ、他)･米(国内産)�　�

�� 　　448  � 　JKL
ポールスタア(東京都･東村山市)　�G180日�
キャベツと豚肉のふんわり卵炒めたれ

70g×2 220円(税込238円)
炒めた豚肉とキャベツにふんわりと仕上げた半熟状
の卵とたれを炒め合わせるだけです。1袋2～3人前。

小麦(アメリカ、他)� 　�

�� 　　449  � 　JKL
ポールスタア(東京都･東村山市)　�G180日�
豚バラ焼大根のたれ

70g×2袋 230円(税込248円)
大根と豚肉を一緒に炒めるだけ。1袋
2～3人前。

にんにく(青森県)� 　�

�� 　　450  B � 　
ポールスタア(東京都･東村山市)　�
青森県田子町産のおろしにんにく

70g 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)だけをおろしました。

大豆･小麦(アメリカ、カナダ他)�　�

�� 　　451  � 　JKL
ポールスタア(東京都･東村山市)　�
帯広発 豚丼のたれ

250g 398円(税込430円)
カキ(広島県)� 　�

�� 　　452  � 　JKL
光食品(徳島県･上坂町)　�
オイスターソース

115g 460円(税込497円)
中華料理、焼きそば、中華風スープなどに、あとひと味
欲しいという時の隠し味として頼りになる一本です。

野菜(国内産)� 　�

�� 　　539  � 　J
ポールスタア(東京都･東村山市)　�
国産野菜ウスターレストランソース

200㎖ 370円(税込400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)
有機マスタード種子(カナダ)� 　�

�� 　　453  � 　
創健社(神奈川県･横浜市)　�
オーガニック粒マスタード

90g 500円(税込540円)
有機マスタード種子と有機りんご酢が絶妙なバラ
ンスの風味豊かなオーガニック粒マスタードです。

老舗の味

森文醸造
(愛媛県･内子町)

ゆず(愛媛県)� 　�

�� 　　454  � 　
森文醸造(愛媛県･内子町)　�
ゆずこしょう

50g 620円(税込670円)通常税込724円
青こしょうとゆずのすりおろしに塩を加
えた生タイプの風味の良い薬味です。

米(国内産)� 　�

455  JKL

森文醸造(愛媛県･内子町)　�
三杯酢
360㎖ 730円(税込788円)通常税込810円

米
酢
と
天
然
醸
造
醤
油
に
、
天

然
だ
し
を
た
っ
ぷ
り
使
用
。
原

材
料
に
は
ち
み
つ
を
含
み
ま

す
。

アセロラ(国内産)� 　�

�� 　　456  � 　
森文醸造(愛媛県･内子町)　�
フレッシュアセローラ
480㎖ 2100円(税込2268円)通常税込2376円

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

小麦･大豆(アメリカ)� 　�

�� 　　461  � 　KL
ポールスタア(東京都･東村山市)　�G180日�
おばあちゃんのきゅうりのかっぱ漬けの素

80g
×2 210円(税込227円)通常税込238円

きゅうりのお漬物の素。しょうがとごま油の風味が
きいた昔ながらの素朴な味わい。1袋2～3人前。

なし(長野県)� 　�

429  5缶� 160g×5 775円(税込837円)

430  20缶� 160g×20 3000円(税込3240円)

和梨特有の澄んだ甘さと繊細な
風 味 が 楽し め る 、ストレ ート
ジュースです。

ゴールドパック(長野県･松本市)　�
和梨ジュース(ストレート)

1缶あたり税込162円

1缶あたり税込167円

1本あたり税込126円 ALC：17～18%

お酒
お酒

お酒
農薬･化学肥料不使
用 の「 佐 香 錦 」を
100%使用した純米
吟醸酒です。開栓後
は要冷蔵。

CO-OP商品

1本あたり
税込86円

12本
1缶あたり

税込60円

24缶
1缶あたり

税込76円

20缶
1缶あたり

税込75円

15缶

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。

食品調味料
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。

九鬼太白純正胡麻油は
2ページで掲載中

米 ぬ か 発 酵 で
生 ま れ た自 然
な旨み、甘みが
お 野 菜 の風 味
を 一 層 引 き立
てます。

豚 丼は帯広 生ま
れ 。本 場 の 味 を
そのまま再現し、
や や 甘め のしっ
かりとしたタレに
仕上げました。

国 産 の 野 菜、果
物とス パイスな
どを加え芳醇な
味わいに仕上げ
ました。

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。

契 約 栽 培 に よる
樹上完熟のスター
キングを使 用。1
年以上熟成して瓶
詰めしました。

全品
特価

原材料：しょうゆ(国内製
造)、醸造酢、水あめ、発酵
調味料、砂糖、すりしょう
が、食塩、でん粉、ごま油、
酵母エキス、香辛料、(一部
に小麦･大豆･ごまを含む)

2～3人前×2袋

年度末の調味料 感謝セール！

有機トマト(イタリア)� 　�
460  2缶 400g

×2 440円(税込476円)通常税込540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。
全形(ホール)タイプ。

536  1缶  400g 230円(税込248円)通常税込270円

創健社(神奈川県･横浜市)　�
有機ホールトマト缶

米(国内産)� 　�
457  2本組 500㎖

×2 450円(税込486円)通常税込518円

520  1本  500㎖ 230円(税込248円)通常税込259円

国 産 米 の み を 使 用し
た、すっきりした風味の
米酢。

J

私市醸造(千葉県･鎌ケ谷市)　�
純米酢

なたね(オーストラリア)� 　�
459  2本組 300g

×2 880円(税込950円)通常税込994円

532  1本  300g 450円(税込486円)通常税込497円

国産の有精卵と圧搾一
番しぼりべに花油、菜
種 油 、醸 造 酢、ビート
糖、塩、香辛料使用。

HJ
創健社(神奈川県･横浜市)　�G180日�
有精卵マヨネーズ

大豆(国内産、アメリカ、カナダ)� 　�

529  1本  
1ℓ 950円(税込1026円)通常税込1078円

458  2本組
1ℓ×2本 1848円(税込1996円)通常税込2156円

2年間熟成丸大
豆 醤 油 に か つ
お 、昆 布 、し い
たけのだしを加
えただしの素。

KL

笛木醤油(埼玉県･川島町)　�
金笛春夏秋冬だしの素

さ すし

そ

せ

塩分8.5% 沖縄で収穫され
た シ ー ク ヮ ー
サー果汁のみを
使用しました。
レモンやライム
の代わりに。

2～3人前×2袋2～3人前×2袋2～3人前×2袋

全 特品 価

表紙で
アセロラ
ポン酢
掲載中
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乾海苔(広島県)� 　�

�� 　　462  C � 　
リアス(千葉県･船橋市)　�
熟成焼き海苔全形7枚

板のり7枚 500円(税込540円)
環境に優しい無酸処理、EM(有効微生物)
を使って丹精込めてつくられた海苔です。

乾海苔(広島県)� 　�

�� 　　463  C � 　O
リアス(千葉県･船橋市)　�
広島県産 熟成味付け海苔

板のり7枚
(8切56枚) 500円(税込540円)

瀬戸内海の内海で、種付けから摘み取り
まで丹精込めて育てました。無酸処理。

しそ(和歌山県)� 　�

�� 　　464  C � 　
大紀コープファーム(奈良県･五條市)　�G90日�
しその葉ふりかけ

50g 205円(税込221円)
大紀コープファームの生産者が栽培した農薬不使用の
しそをもみしそにし、乾燥させて細かくしたものです。

大根(愛媛県)� 　�

�� 　　465  C � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�G180日�
無茶々園切り干し大根

40g 255円(税込275円)
農薬、除草剤、化学肥料をいっさい使用しないで
育てた有機栽培の大根を天日で乾燥させました。

大根(愛媛県)� 　�

�� 　　466  C � 　
無茶々園(愛媛県･西予市)　�G180日�
無茶々園の乾燥大根葉

20g 255円(税込275円)
農薬、除草剤、化学肥料をいっさい使用しないで育てた
有機栽培の大根の葉を刻んで天日で乾燥させました。

大豆(北海道)� 　�

�� 　　471  � 　JK
だいずデイズ(兵庫県･神戸市)　�G180日�
有機蒸し大豆

100g 250円(税込270円)
北海道産有機大豆使用。大豆のおいしさと栄養
をそのままぎゅっと閉じ込めた蒸し大豆です。

しいたけ(宮崎県、他)� 　�

�� 　　570 � 　
リアス(千葉県･船橋市)　�
欠け葉干し椎茸(小さめタイプ)

50g 520円(税込562円)
原木栽培の干ししいたけ。選別した際に出る欠け葉の
部分ですが、味は形の整ったものと変わりありません。

さば(鹿児島県、熊本県、愛媛県)�　�

�� 　　561  � 　
鰹節のカネイ(兵庫県･神戸市)　�
だし削り(6種混合)

150g 430円(税込464円)
国産の削り節6種(さば、あじ、さんま、いわし、う
るめいわし、かつお)をブレンドした削り節です。

かつお(静岡県)� 　�

�� 　　567 � 　
中山水産(静岡県･裾野市)　�G180日�
かつお削りぶし(粉末)

60g 300円(税込324円)
荒節(亀節)を細かく削りました。お好
み焼き、焼そば、ふりかけ作り等に。

ひじき(千葉県)�　［放］不検出�＜4.6�＜4.1�

�� 　　587  � 　
リアス(千葉県･船橋市)　�
房州ひじき(天然 長ひじき)

25g 450円(税込486円)
房州産のひじきです。水で戻すとカサが
ふえます。油揚げや人参と炒め煮に。

昆布(北海道)� 　�

�� 　　472  � 　
コタニ(岩手県･大船渡市)　�
むすび昆布

30g 410円(税込443円)
釧路産のやわらかい棹前昆布を結び
ました。

小麦(岐阜県)� 　�

�� 　　625 � 　L
桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�
ホットケーキミックス(加糖)

400g 380円(税込410円)
岐阜県産の農林61号小麦の粉を使用。

米ぬか(国内産)�　［放］�137Cs=2.2�

�� 　　654  � 　HJ
川光商事(東京都･中央区)　�
いりぬか

500g 110円(税込119円)
蒸気を使用しているので、均一に煎ら
れています。

� 　�

�� 　　475  C � 　IL
創健社(神奈川県･横浜市)　�
コーンクリーム シチュールゥ

115g 360円(税込389円)
国産小麦粉使用。乳化剤や化学調味
料は使用していません。5皿分。

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 308円(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。

� 　�

�� 　　901  � 　JKL
創健社(神奈川県･横浜市)　�G150日�
お湯かけ麺わかめうどん 3袋

72g×3 585円(税込633円)
かつおと昆布だしを効かせ、飽きのこ
ないあっさりとした味わい。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　902  C � 　HJKL
創健社(神奈川県･横浜市)　�G180日�
味噌らーめん

104.2g×2 330円(税込356円)
化学調味料、及びチキン･ポーク･ビーフエキスを使わず
に植物素材とホタテの旨みで仕上げた味噌ラーメン。

小麦(国内産)� 　�

�� 　　903  C � 　HKL
創健社(神奈川県･横浜市)　�G180日�
醤油らーめん

99.5g×2 330円(税込356円)
国産小麦粉使用の無かんすい麺と、化学調味料･動物性
原料不使用の植物性原料で仕上げた醤油味のラーメン。

さば(長崎県、他)� 　�

904  KL

創健社(神奈川県･横浜市)　�
さば味付 2個組

576円(税込622円)通常税込644円
長崎県を中心とした西日本で水揚げされたさばを、
本醸造醤油と喜界島産粗糖のみで味付しました。

さば(西日本)� 　�

905  JK

創健社(神奈川県･横浜市)　�
さば味噌煮 2個組

550円(税込594円)通常税込648円
西日本で水揚げされた鯖、国産大豆、米を
原料にした信州の赤味噌を使用しました。

大豆(北海道)� 　�

�� 　　666  � 　K
日本生活協同組合連合会　�
大豆ドライパック

140g×3 445円(税込481円)
北海道産の粒よりの大豆をふっくら煮
上げた素材缶。サラダや五目煮等に。

とうもろこし(北海道)� 　�

�� 　　906  � 　
日本生活協同組合連合会　�
十勝スイートコーンうらごし

180g 164円(税込177円)
北海道十勝平野で収穫したスイートコーンをうらご
しにし、味と香りを逃さないよう缶詰にしました。

いわし(国内産、メキシコ)� 　�

�� 　　680  � 　JKL
日本生活協同組合連合会　�
いわし蒲焼

100g×3 498円(税込538円)
栄養豊かないわしを甘さ控えめに味付けしました。そ
のままおかずにしたり、あたたかいご飯にのせても。

サラダにして

きはだまぐろ(台湾、等)� 　�

�� 　　676  � 　
日本生活協同組合連合会　�
ライトツナフレークまぐろ油無添加

70g×3 380円(税込410円)通常税込430円
化学調味料を使用しないオイル無添加タイプのツナ缶詰。
料理の素材など幅広く使えます。

米(山形県)� 　［放］不検出�＜3.3�＜3.7�

� 　�

�� 　　778  � 　
せっけんの街(千葉県･柏市)　�
粉石けん せっけんの街

2kg 699円(税込769円)通常税込803円
廃食油のリサイクル運動の中から生まれた石け
んです。水に溶けやすく、汚れがよく落ちます。

� 　�

�� 　　908  � 　
ボーソー油脂(東京都･中央区)　�
洗濯用米ぬか粉せっけん

3kg 980円(税込1078円)
米ぬか由来の油脂を主原料にした洗浄力が豊富で
水に溶けやすい粉せっけん。蛍光増白剤不使用。

� 　�

�� 　　822  � 　
せっけんの街(千葉県･柏市)　�
固形せっけん うてなちゃん(詰替)

230g 320円(税込352円)
原料油脂のうち7割が、家庭で使用された廃食油。食
器洗い、襟や袖口の部分洗い、靴下、上履き洗いにも。

� 　�

�� 　　819  � 　
ボーソー油脂(東京都･中央区)　�
米ぬか台所用液体せっけん詰替用

400㎖ 189円(税込208円)
� 　�

�� 　　874  � 　
ボーソー油脂(東京都･中央区)　�
スクワナチュレハンドクリーム

80g 460円(税込506円)通常税込528円
スクワラン油を主体に作った手あれ防止のクリー
ム。水仕事の後に。かかとやひじのお手入れにも。

� 　�

�� 　　827  � 　
太陽油脂(神奈川県･横浜市)　�
詰替用 パックスナチュロンシャンプー

500㎖ 780円(税込858円)
� 　�

�� 　　831  C � 　
太陽油脂(神奈川県･横浜市)　�
詰替用 パックスナチュロンリンス

500㎖ 780円(税込858円)
� 　�

�� 　　858  � 　
不動化学(大阪府･大阪市)　�
美の友 浴用石けん

120g×3 450円(税込495円)
浴用から台所まで使える万能石けん
です。香料、保存料、着色料不使用。

◎芯の大きいタイプ

� 　�

�� 　　892  � 　
丸富製紙(静岡県･富士市)　�
ワンタッチコアレス(トイレットペーパー)

130m
×6ロール 499円(税込549円)通常税込580円

� 　�

�� 　　898  � 　
丸富製紙(静岡県･富士市)　�
花束吸収名人キッチンペーパー
100w
×3箱 375円(税込413円)通常税込429円

組合員から回収した牛乳パックが原料。吸湿性、弾力
性に富んでいます。エンボス加工。蛍光染料不使用。

� 　�

�� 　　909  � 　
丸富製紙(静岡県･富士市)　�
花束ペーパータオル(ハード)

200枚 130円(税込143円)
再生紙100%のハードペーパータオル。220mm×200mm
の中判サイズで、1枚でもしっかりと水分を拭きとれます。

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。

小麦(岩手県)� 　�
469  2個組 200g

×2 556円(税込600円)通常税込638円

626   1個  200g 285円(税込308円)通常税込319円

岩手県産小麦粉使用。
酸化防止 剤、ショート
ニング不使用。

L

桜井食品(岐阜県･美濃加茂市)　�G180日�
国産パン粉 

馬鈴薯(北海道)� 　�
470  2個組 400g

×2 400円(税込432円)通常税込496円

622   1個  400g 220円(税込238円)通常税込248円

北 海 道 産 馬 鈴 薯 澱 粉
100%使用。とろみが
強 く 透 明 度 が あ りま
す。

L

川光商事(東京都･中央区)　�
片栗粉

かつお(国内産)� 　�
468  2個組 (8g×10)

×2 680円(税込734円)通常税込800円

578   1個  8g
×10 350円(税込378円)通常税込400円

化 学 調味 料、合成
甘味料、保 存料 不
使用の顆粒状のだ
しの素。

IKL

創健社(神奈川県･横浜市)　�
和風だし一番 

昆布(北海道)� 　�
467  2個組 60g

×2 780円(税込842円)通常税込886円

557   1個  60g 398円(税込430円)通常税込443円

日高昆布を使いやすく
15cm位にカットしま
した。だしとりに。

リアス(千葉県･船橋市)　�
だし昆布(カット) 

655  甘口カレールゥ
� 150g 320円(税込346円)
656  中辛カレールゥ
� 150g 320円(税込346円)

組合員が意見を出しあい、非遺伝
子組み換えの素材で作ったフレー
ク状のカレールゥ。7皿分

常総生協（茨城県･守谷市）　  

7皿分

KL

L

桜えび(駿河湾)� 　［放］不検出�＜3.8�＜3.8�
474  25g� 980円(税込1058円)通常税込1080円

水揚げした桜えびをそ
のまま天日干ししたも
の。かき揚げ、お好み焼
き等に。開封後は冷蔵
庫で保管して。

473  15g� 600円(税込648円)

O

友和丸(静岡県･静岡市)　� G60日�
素干し桜えび

1缶あたり
税込160円

1缶あたり
税込137円

1食あたり
税込119円

1缶あたり
税込179円

907  CJ

日本生活協同組合連合会　�
おいしいご飯

200g×3 330円(税込356円)通常税込367円

山形産米はえぬきを
使用し、高温短時間
で殺菌した無菌化ト
レー米飯。レンジ、
湯せんで調理可能。

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。

牛乳パック40%を含む再生
紙100%のトイレットペー
パー、シングルです。ゴミに
なる紙管がありません。

ヒマ ワリ油 を 使
用した髪にやさし
い 植 物 性 石けん
シャンプーです。
シトラスフローラ
ルの香りです。

石 け ん シ ャン
プー使用後、髪
を弱酸性にしっ
とりとした質感
に戻すリンス。
シトラスフロー
ラルの香り。

米ぬか脂肪酸とヤ
シ脂肪酸を組み合
わせた、手肌にやさ
しい液体石けん。さ
わやかな柑橘系の
合成香料使用。

※
ス
プ
ー
ン
は
入
っ
て

い
ま
せ
ん　

次回から値上げ

190g(固形量
140g)×2

190g(固形量
140g)×2

全 特品 価

4月1回から値上げ
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たっぷり4袋入!

キハダまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　910  F � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　� G20日�
キハダまぐろのたたき(徳用)

40g×4 698円(税込754円)通常税込808円
クセがなくあっさりした味わいのキハダまぐろを使用。な
めらかな食感とまぐろの甘みが楽しめます。

まぐろと相性抜群のオリジナルたれ

メバチマグロ(太平洋)� 　�

�� 　　911  F � 　JKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G30日�
まぐろ漬け丼用(メバチマグロ)

70g×2 580円(税込626円)通常税込646円
鮮度の良いメバチマグロをオリジナルのタレに漬けまし
た。マグロの食感とタレの味がご飯に良く合います。

「ご飯に合う!」をコンセプトに開発しました

びんちょうまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　912  F � 　JKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G30日�
まぐろ漬け丼(胡麻ダレ)

80g×2 498円(税込538円)通常税込570円
「ご飯に合う」をコンセプトに仕上げた漬け丼です。醤油
ベースのタレに練ごま、白ごまを加えまろやかに。

たっぷり
　2サク入り!

めばちまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　913  F � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　� G20日�
めばちまぐろ短冊

2冊200g 998円(税込1078円)通常税込1166円
船内凍結の鮮度の良いめばちまぐろをサク取り。全て食べ
られるよう皮、骨、血合い除去済み。※台湾船籍船漁獲

めばちまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　914  FC � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　� G15日�
めばちまぐろ切り落としスライス

100g 538円(税込581円)通常税込599円

希少部位の腹身!

びんちょうまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　915  F � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　� G30日�
まぐろ腹身切身(焼物用)

170g(2切) 461円(税込498円)通常税込518円
魚体からわずかしか取れない腹身(ハラモ)です。生食用原
料で鮮度良く、まぐろの旨味が楽しめます。

豪快にグリルで!

めばちまぐろ(太平洋)� 　�

�� 　　916  F � 　
マストミ(徳島県･徳島市)　� G30日�
増量･めばちまぐろカマぶつ切り(焼物用)

400g 450円(税込486円)通常税込505円
めばちまぐろのカマを調理しやすい大きさにカットしまし
た。焼いて酒の肴に、またバーベキューの素材にも。

湯煎して

まぐろ(台湾、国内産)� 　�

�� 　　917  F � 　HJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
まぐろ団子甘酢ソース

280g(4個×2) 426円(税込460円)通常税込498円
栄養豊富なまぐろを団子にし、自家製ソースをからめまし
た。ソースは栽培法まで吟味したこだわり素材使用。

冷めても美味しい�ツナのメンチカツ♪

ビンチョウマグロ(太平洋)� 　�

�� 　　918  F � 　HL
マストミ(徳島県･徳島市)　�
お弁当用メンチカツ(ツナ)

120g(5個) 324円(税込350円)通常税込379円
鶏肉(徳島県)� 　�

�� 　　919  F � 　HJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　�
とり南蛮

200g 407円(税込440円)通常税込465円
徳島の神山鶏ムネ肉使用。唐揚げを甘酢に漬けました。一
口サイズでお弁当に便利。トースターやレンジで。

盛付け例

豚肉(北海道)� 　�

�� 　　920  FC � 　HJKL
マストミ(徳島県･徳島市)　� G90日�
黒酢の酢豚

330g 625円(税込675円)通常税込730円
北海道育ちの健康な豚肉と3つの野菜(玉ねぎ･ピーマン･
人参)に黒酢を加えたまろやか風味の酢豚。湯煎で。

スイーツ
� 特集

カカオ(西アフリカ、他)� 　�

�� 　　921  E � 　IK
東京フード(茨城県･つくば市)　�
クーベルチュールオーレチョコレート

400g 1150円(税込1242円)通常税込1350円
コーティングや練り込みに最適なミルクチョコレートです。

さつまいも(九州)� 　�

�� 　　922  � 　
サンコー(愛知県･豊橋市)　�G120日�
芋グラッセ

50g 250円(税込270円)通常税込281円
九州産のさつまいも(紅はるか)を使用。
しっとり、サクサクとした食感です。

紅茶(スリランカ)、桜の葉(国内産)�　�

�� 　　923  � 　
ランカスター(千葉県･千葉市)　�
さくらの紅茶(ティーバッグ)

2g
×10 480円(税込518円)通常税込540円

セイロン紅茶に、乾燥させた国内産の桜の葉をブレンド。春を感
じさせる季節限定の紅茶。和菓子等に相性抜群。香料等不使用。

カカオ豆(ドミニカ共和国、ペルー)� 　�

�� 　　739  � 　
プレス･オールターナティブ(東京都･目黒区)　�
ココア

130g 580円(税込626円)通常税込648円
砂糖、粉乳を使用していないココアパウダーです。脂肪分
を減らし、まろやかな口当たりにしました。

箱入りで贈答やおもてなしにも

卵･小麦･生乳(国内産)� 　�

924  FHIJL

弁天堂(兵庫県･淡路市)　� G60日�
カスタードクリームブッセ

3個 768円(税込829円)通常税込860円
カスタードクリームはちょっと濃い目の味に仕上げ、十分
にホイップしてフワフな生地でサンドしました。

丁寧に寝かせて作ったパイ生地は
サクサク!

りんご(国内産)� 　�

925  FHIJL

弁天堂(兵庫県･淡路市)　� G60日�
アップルパイ

1個 870円(税込940円)通常税込970円
ラム酒や香料は不使用。自然解凍(出来るだけ室温との温
度差を少なく)後トースター等で温めて。長さ約10cm

フレッシュで甘酸っぱい苺と
練乳の味がベストマッチ

生乳(北海道)･苺(高知県)� 　�

926  FI

久保田食品(高知県･南国市)　�
苺とミルクのアイスキャンデー

80㎖ 180円(税込194円)
ミルク感あふれるキャンデーに手作業で丁寧に加工した高
知県産苺をスライスして貼り付けました。

春を感じる�桜葉入りのあんです

上新粉(国内産)� 　�

�� 　　927  F � 　J
岩手阿部製粉(岩手県･花巻市)　�
芽吹き屋 さくらだんご

4本180g 375円(税込405円)通常税込430円

さつまいも(茨城県)� 　［放］不検出�＜3.6�＜3.9�

�� 　　928  � 　
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 598円(税込646円)通常税込698円
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。

埼玉県、熊本県� 　［放］不検出�＜3.9�＜4.1�

�� 　　929  � 　
井上さん(埼玉県)、岩下さん達(熊本県)　�
サラダスナップ(増量)

約200g 498円(税込538円)

皮無しで便利♪シチュー、グラタンなどに

秋鮭(国内産)� 　�

�� 　　930  F � 　
東北トクスイ(宮城県･塩釜市)　� G180日�
皮なしサーモン切身(10切)

10切500g 1098円(税込1186円)通常税込1294円
こんにゃく芋(群馬県)� 　�

�� 　　931  E � 　
グリンリーフ(群馬県･昭和村)　� G76日�
やわらかこんにゃく 2個組

120g×2 280円(税込302円)通常税込324円
噛む力が弱い方でも食べやすいやわらかいこんにゃく。こ
のままでも食べられますが、味付けしても。

鹿児島県� 　�

�� 　　932  F � 　
福永産業(福岡県･遠賀町)　� G30日�
鹿児島 坊津黒牛赤身ブロック

300g 1650円(税込1782円)通常税込1836円
ご自宅でローストビーフやタタキでどうぞ。

コリコリ食感の砂肝入り

鶏肉(山口県、他)� 　�

933  FCHJKL

秋川牧園(山口県･山口市)　�
鶏の焼きつくね

180g 366円(税込395円)通常税込409円
香ばしく焼いた大きめのつくねに、濃口醤油タレをからめ
ました。お弁当やおかずに。湯煎かレンジで温めて。

野菜と一緒に

米(国内産)� 　�

934  J
藤井養蜂場(福岡県･朝倉市)　�
食菜酢 2本組

360㎖×2 960円(税込1036円)通常税込1070円
純米酢と純粋はちみつに沖縄の塩を加えた調味酢。甘酢
漬、ドレッシング、マリネ、南蛮漬、ピクルスなどに。

� 　�

935  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) 948円(税込1024円)通常税込1078円

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。

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。

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わいど仕様のため、原材料または 
 対象の添加物について記載しています。

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

まぐろと惣菜専門まぐろと惣菜専門

マストミ特集

全品
特価

501～999（青字の注文番号）は、注文用紙の3ケタ番号欄へご記入ください。

(徳島県･徳島市)

春の

春の食卓で大活躍！

594円/100g

豊作につき「増量」企画!269円/100g

今回
のみ

2
 個組

お得
さやごと食べる甘み
の強い豆です。サッ
と茹でてマヨネーズ
等 を つ け て 。増 量
パックでお買い得。
減農薬栽培。

北海道、または三陸沖で漁
獲した秋鮭を、皮、腹骨を除
去し、切身にしました。10切
入りの徳用規格です。

自 社 製 上 新 粉 を
使用したコシのあ
る 生 地 を 紅 麹 で
ピンクに染め、白
あ ん に 桜 葉 を 加
え た 桜 あ ん を 包
みました。4本入

長芋と一緒に「やまかけ」で　89 太平洋上で漁獲
し船上で凍結し
ためばちまぐろ
です。流 水解 凍
して丼などで美
味しく召し上が
れます。

4個×2
マグロと鶏肉、キャベ
ツと玉ねぎの 絶 妙な
配合でジューシーで柔
らかいミニメンチカ
ツ。レンジで温めて。

5個入

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

商品選定基準はこちら商品選定基準はこちら


