
今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！

※このチラシに掲載している商品は、食品添加物の
　必要性・安全性に考慮し、日本生活協同組合連合会
　ＣＯ・ＯＰ商品の食品添加物基準が指定する
　不使用添加物は一切使用していません。

※原材料、全曲目はこちらをご覧ください。学校生活協同組合 https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

※商品の規格区分は、❶商品特長❷賞味期間で表記されております。(賞味期間とは、
製造年月日より美味しくいただける期間を意味しています。)❸アレルギー表示は
特定原材料品〔卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに〕を案内しています。特定原材料
品目を使用していない場合は「－」と表示します。

　　　　　　　　  ご注文は所属生協指定の申込書に必要事項をご記入ください。
ご注文いただいたときの組合員の皆様の個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
それ以外の目的では利用いたしません。
⑴ ご注文いただいた商品の発送（商品発送のために出荷元に個人情報を委託します。）
⑵ 商品代金の請求 ⑶ ご注文の確認作業 ⑷ 商品の感想をお聞きする場合の連絡先

個人情報の扱い

※書籍の帯の有無や商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。
※著作物については不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。

2022-チラシNO.6172022-チラシNO.617

学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！

おすすめ商品おすすめ商品おすすめ商品おすすめ商品担当の担当の担当の担当の

（税込993円）

本体本体

年度末号で

本体1,000円

う牛乳でつくる 
　飲むデザート アソート 6食

本体 600円（税込648円）
★規格：3種×各2食／袋
❶いちごミルクを再現した「ザク切りいちご」・2種のベリーが浮かぶ「まる
ごとベリーベリー」・サクッと食感がおもしろい「ザク切りもも」の3種セット
です。人工甘味料・香料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸－

ぃ瀬戸田八朔
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：420g／瓶
❶薄皮の無い八朔の果実1個分と、八朔を皮ごと丸々すりおろしたペースト
を配合したシロップ入り。❷常温18ヶ月間❸－

ガ瀬戸田レモン
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮ごと安
心して召し上がれます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルトやアイスのト
ッピングとしても。❷常温365日間❸－

ぅすりおろしゼリー ミックス
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：21g×40個／袋
❶果肉と果汁合わせて30％を配合した
フルーティーなゼリーです。りんご・洋
梨・ピーチの3種を詰め合わせました。
❷常温180日間❸－
※各種の個数にバラつきが
ございます。

いプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 500円（税込540円）

★規格：16g×50個／袋
❶みかんとパインの果肉入りで、つぶつぶ食感が楽しめます。❷常温180日間❸卵、乳

ぇ凍らせておいしい 国産ジュースセット
本体 2,080円（税込2,246円）

★規格：90g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

え13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食
★規格：5種（あめ色玉ねぎ・ザク切りキャベツとトマト・ねばねば野菜とたまご・根野菜と国産しょうが・野菜とたまごの具だくさん）×各2食／袋
❶スープ5種で合計13種類の野菜が食べられます。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ο今年の春搾った 日向夏
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ξ学園トマトケチャップ

κ味の逸品 手巻納豆
ιハワイアンホースト 
　マウナロア マカデミアナッツ 
　塩味 ミニパック

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、ナッツ本来の旨みを
引き出しました。❷2022年11月末以降❸－

ιハワイアンホースト 
　マウナロア マカデミアナッツ 
　塩味 ミニパック

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、ナッツ本来の旨みを
引き出しました。❷2022年11月末以降❸－

η学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ
η学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：6g×30袋／袋
❶細切りアーモンドとカリポリ小魚をミックスしました。カルシウムをたっぷり含んでいます。
❷常温180日間❸－

μカリフォルニア 
　ソフトプルーン

本体 1,030円（税込1,112円）
★規格：100g×3／袋
❶カリフォルニア産の種抜きプルーンをソフトな食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温360日間❸－

κ味の逸品 手巻納豆
本体 650円（税込702円）

★規格：55g／袋
❶納豆と砕いたあられをミックスしてマスタードをきかせ、手巻き寿司風に
海苔で巻きました。❷常温120日間❸小麦

νブルーベリーと
　クリームチーズのスプレッド

本体 500円（税込540円）
★規格：135g／瓶
❶カナダ産大粒ブルーベリーの甘さとクリームチーズの酸味が効いたコクがマッチした
スプレッドです。クラッカー・ホットケーキ・フレンチトーストなどに。❷常温1年間❸乳

ο今年の春搾った 日向夏
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

π国産りんごの アップルパイ
本体 960円（税込1,036円）

★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ヂJagatteru（じゃがってる）うす塩味
本体 1,240円（税込1,339円）

ヂJagatteru（じゃがってる）うす塩味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸－

θカリッとじゃが 
　カレー風味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。
食べやすい個包装。❷常温180日間❸小麦、乳

λ華味鳥の鶏皮揚げ 
　TORIKARI（トリカリ）

本体 500円（税込540円）
★規格：50g／袋
❶宮崎発祥の万能スパイス「マキシマムスパイス」でクセになる味付けに仕上げました。
日常のおやつにも、お酒のおつまみにもぴったりです。❷常温8ヶ月間❸小麦

ξ学園トマトケチャップ
本体 570円（税込615円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－
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×各4

牛乳を注ぐだけで果物感を味わえます牛乳を注ぐだけで果物感を味わえます

練乳風味の一口サイズ練乳風味の一口サイズ
すりおろした果肉と果汁の一口ゼリーすりおろした果肉と果汁の一口ゼリー

ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセットぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセット

調理例調理例

まるごとベリーベリー

ザク切りいちご

ザク切りもも

お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

5月号

瀬戸田町

あめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎ

ザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマト

ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご

根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが

野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん

調理例

野菜の具材感を楽しむ人気の
スープ5種セット

野菜の具材感を楽しむ人気の
スープ5種セット

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました
果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

広島県尾道市産の
八朔を使用
広島県尾道市産の
八朔を使用

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用
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ピーチ
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ハーベスト5月号

115

に掲載！に掲載！

今年の春に搾った日向夏ストレート果汁今年の春に搾った日向夏ストレート果汁

おやつで手軽にカルシウム補給おやつで手軽にカルシウム補給

マカデミアナッツ塩味の小分けタイプマカデミアナッツ塩味の小分けタイプ

ソフトな食感のカリフォルニア産プルーンソフトな食感のカリフォルニア産プルーン

あられと納豆を手巻き寿司風にあられと納豆を手巻き寿司風に

大粒ブルーベリーとクリームチーズで
ちょっと贅沢に
大粒ブルーベリーとクリームチーズで
ちょっと贅沢に

スパイシーでクセになるおいしさスパイシーでクセになるおいしさ

真っ赤に熟したトマトを濃縮真っ赤に熟したトマトを濃縮

国産りんごのフィリングを丁寧に包みました国産りんごのフィリングを丁寧に包みました

うす塩味のじゃがいもスナックうす塩味のじゃがいもスナック
カリカリ食感！カレー味の
じゃがいもフライ
カリカリ食感！カレー味の
じゃがいもフライ

×30

×3

調理例

新物

×8

塩味VSカレー味

どっちにする？

ロングライフ今年度
今回限り

調理例調理例

新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。
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ざ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツぉ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。❷常温90日間
❸小麦、卵

ぉ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。❷常温90日間
❸小麦、卵

おさわやか瀬戸内 レモンケーキ
本体 800円（税込864円）

★規格：1本×2／袋
❶しっとりしたパウンド生地に瀬戸内産レモンピールを練り込み、瀬戸内レモン使用のジュペ
（ペースト）で爽やかな風味に仕上げました。❷常温300日間❸小麦、卵

かミレーサンド 
　瀬戸内産レモン使用のジャム

本体 630円（税込680円）
★規格：10個／箱
❶適度な塩味のミレービスケットで瀬戸内産レモン使用のジャムをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦

が花園万頭 抹茶フィナンシェ
本体 900円（税込972円）

★規格：4個／箱
❶アーモンドとバターを使用した香り豊かなフィナンシェに、京都産宇治抹茶を加えて焼き
上げました。中にはたっぷりの甘納豆入り。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

き抹茶コルネッタ
本体 600円（税込648円）

★規格：10本／箱
❶京都宇治の香り高い抹茶を加え、風味を壊さないよう焼き上げた、心地よい口当たりの
クレープタイプのお菓子です。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぎ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

さミレーサンド 詰め合わせ
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：6個×4箱・5個×2箱／箱
❶ほのかな塩味のミレーに4種類の味をサンドしました。❷常温90日間❸小麦、乳

ざ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

本体 500円（税込540円）
★規格：75g（個装紙込み）／袋
❶香ばしく深煎りしたカシューナッツを直火焦がし製法でキャラメルコートしました。
❷常温180日間❸乳

ォ焦がしキャラメルナッツ アーモンド
本体 500円（税込540円）

★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしました。際立つ香ばしさと
隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさです。食べやすい個包装。❷常温180日間
❸乳

しMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャラメル
クッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

じ北海道 バターリッチ
本体 780円（税込842円）

★規格：8個／袋
❶レーズン入りクリームをバターたっぷりのクッキーでサンドしました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

すマカデミアナッツ 
　バイトサイズクッキーバッグ

本体 630円（税込680円）
★規格：85g／袋
❶ざっくり砕いたマカデミアナッツをサクサクの生地に練り込んだ、一口サイズのクッキー
です。❷2022年11月末以降❸小麦、卵

ずマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

本体 780円（税込842円）
★規格：6個／箱
❶北海道産の生クリームと練乳を使用。コクのあるバニラアイスクリーム風味の生地に、ほろ
苦いココアビスケットチップを加え焼き上げました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

せ神戸ドーナツセット
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10個（プレーン4個・珈琲3個・キャラメル3個）／箱
❶オールドファッションタイプのプレーン・ほんのりビターな後味の珈琲味・懐かしい風味
のキャラメル味が楽しめます。❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぜ大麦ダクワーズ ストロベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：8個／箱
❶栃木県産二条大麦を使用した香ばしい生地に爽やかないちご味のクリームをサンドした
ダクワーズです。❷常温60日間❸卵、乳

そチョコたっぷり 
　チョコチップケーキ

本体 800円（税込864円）
★規格：8個／箱
❶ふんわり仕上げたミルク風味の生地にキューブ型チョコチップをたっぷり練り込んだ、
食べ応え充分のカップケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぞ生チョコケーキ
本体 550円（税込594円）

★規格：1本／箱
❶チョコレート生地にチョコチップをトッピングして、しっとりと焼き上げました。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

たぷくぷくたい
本体 600円（税込648円）

★規格：10個／箱
❶1個あたり40mgのカルシウム配合。軽い食べ応えのエアインチョコレートです。
❷常温12ヶ月間❸小麦、乳

げ銀座千疋屋 フルーツラング
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそれぞれサンドしま
した。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

こ榮太樓 冷やしぜんざい
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：1個×6／箱
❶北海道産小豆使用。余分なものを加えず、和菓子職人がふっくらと炊き上げました。
❷常温181日間❸－

ご榮太樓 あんみつ
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：1個×6／箱
❶餡には北海道産小豆を、黒みつには沖縄県産黒砂糖を使用。歯切れのよい寒天を色と
りどりの果物5種と一緒にお楽しみください。❷常温181日間❸－

くミニ 水ようかん
本体 700円（税込756円）

★規格：16g×50個／袋
❶水ようかんを手軽な一口タイプにしました。❷常温180日間❸－

ぐ国産果実 ミックスゼリー
本体 840円（税込907円）

★規格：350g（個装紙込み）／袋
❶ブルーベリー・みかん・レモン・りんご・いちごの5種類の味が楽しめます。
❷常温120日間❸－

け吉野の葛餅
本体 900円（税込972円）

★規格：葛餅330g・黒みつ26g・きな粉9g／箱
❶吉野に続く旧家で食べられていた葛餅の味を再現しました。黒蜜ときな粉のやさしい味
わいです。❷常温100日間❸卵

2 3

初夏の味覚 初夏のティータイム

×6 ×6

いちご風味

マロン

ホワイト

ゆず風味
©やなせスタジオ©やなせスタジオ

瀬戸内のおいしさとドーナツ棒のコラボ瀬戸内のおいしさとドーナツ棒のコラボ 瀬戸内レモンの爽やか風味瀬戸内レモンの爽やか風味 しょっぱさ×甘さのスイーツしょっぱさ×甘さのスイーツ

創業180余年の老舗和菓子店の味わい創業180余年の老舗和菓子店の味わい 挽きたての抹茶の香りそのままに焼き上げました挽きたての抹茶の香りそのままに焼き上げました 和のほろ苦さと甘さのベストマッチ和のほろ苦さと甘さのベストマッチ

人気の味をアソート人気の味をアソート カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス
カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ

パリに本店を置く人気ブーランジェリーパリに本店を置く人気ブーランジェリー どこか懐かしい北海道生まれの焼き菓子どこか懐かしい北海道生まれの焼き菓子 八ワイを代表するクッキーです八ワイを代表するクッキーです

冷やしてもおいしい冷やしてもおいしい 3種の味のドーナツセット3種の味のドーナツセット 栃木県産二条大麦100％使用栃木県産二条大麦100％使用

キューブ型チョコチップを練り込んだ満足カップケーキキューブ型チョコチップを練り込んだ満足カップケーキ チョコチップたっぷりのしっとり生チョコケーキチョコチップたっぷりのしっとり生チョコケーキ サクッとおいしい、ふんわりチョコサクッとおいしい、ふんわりチョコほんのり甘い果実の香りと上品でやさしい味わいほんのり甘い果実の香りと上品でやさしい味わい 小豆本来のおいしさを
大切に作りました
小豆本来のおいしさを
大切に作りました

国産の小豆と黒砂糖で作りました国産の小豆と黒砂糖で作りました

涼やかな一口タイプの水ようかん涼やかな一口タイプの水ようかん 国産果汁使用のフルーツ型ゼリー国産果汁使用のフルーツ型ゼリー 本葛を入れて練り上げた艶とコシ本葛を入れて練り上げた艶とコシ

榮太樓 本店榮太樓 本店
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ざ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツぉ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。❷常温90日間
❸小麦、卵

ぉ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。❷常温90日間
❸小麦、卵

おさわやか瀬戸内 レモンケーキ
本体 800円（税込864円）

★規格：1本×2／袋
❶しっとりしたパウンド生地に瀬戸内産レモンピールを練り込み、瀬戸内レモン使用のジュペ
（ペースト）で爽やかな風味に仕上げました。❷常温300日間❸小麦、卵

かミレーサンド 
　瀬戸内産レモン使用のジャム

本体 630円（税込680円）
★規格：10個／箱
❶適度な塩味のミレービスケットで瀬戸内産レモン使用のジャムをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦

が花園万頭 抹茶フィナンシェ
本体 900円（税込972円）

★規格：4個／箱
❶アーモンドとバターを使用した香り豊かなフィナンシェに、京都産宇治抹茶を加えて焼き
上げました。中にはたっぷりの甘納豆入り。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

き抹茶コルネッタ
本体 600円（税込648円）

★規格：10本／箱
❶京都宇治の香り高い抹茶を加え、風味を壊さないよう焼き上げた、心地よい口当たりの
クレープタイプのお菓子です。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぎ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

さミレーサンド 詰め合わせ
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：6個×4箱・5個×2箱／箱
❶ほのかな塩味のミレーに4種類の味をサンドしました。❷常温90日間❸小麦、乳

ざ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

本体 500円（税込540円）
★規格：75g（個装紙込み）／袋
❶香ばしく深煎りしたカシューナッツを直火焦がし製法でキャラメルコートしました。
❷常温180日間❸乳

ォ焦がしキャラメルナッツ アーモンド
本体 500円（税込540円）

★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしました。際立つ香ばしさと
隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさです。食べやすい個包装。❷常温180日間
❸乳

しMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャラメル
クッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

じ北海道 バターリッチ
本体 780円（税込842円）

★規格：8個／袋
❶レーズン入りクリームをバターたっぷりのクッキーでサンドしました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

すマカデミアナッツ 
　バイトサイズクッキーバッグ

本体 630円（税込680円）
★規格：85g／袋
❶ざっくり砕いたマカデミアナッツをサクサクの生地に練り込んだ、一口サイズのクッキー
です。❷2022年11月末以降❸小麦、卵

ずマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

本体 780円（税込842円）
★規格：6個／箱
❶北海道産の生クリームと練乳を使用。コクのあるバニラアイスクリーム風味の生地に、ほろ
苦いココアビスケットチップを加え焼き上げました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

せ神戸ドーナツセット
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10個（プレーン4個・珈琲3個・キャラメル3個）／箱
❶オールドファッションタイプのプレーン・ほんのりビターな後味の珈琲味・懐かしい風味
のキャラメル味が楽しめます。❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぜ大麦ダクワーズ ストロベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：8個／箱
❶栃木県産二条大麦を使用した香ばしい生地に爽やかないちご味のクリームをサンドした
ダクワーズです。❷常温60日間❸卵、乳

そチョコたっぷり 
　チョコチップケーキ

本体 800円（税込864円）
★規格：8個／箱
❶ふんわり仕上げたミルク風味の生地にキューブ型チョコチップをたっぷり練り込んだ、
食べ応え充分のカップケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぞ生チョコケーキ
本体 550円（税込594円）

★規格：1本／箱
❶チョコレート生地にチョコチップをトッピングして、しっとりと焼き上げました。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

たぷくぷくたい
本体 600円（税込648円）

★規格：10個／箱
❶1個あたり40mgのカルシウム配合。軽い食べ応えのエアインチョコレートです。
❷常温12ヶ月間❸小麦、乳

げ銀座千疋屋 フルーツラング
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそれぞれサンドしま
した。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

こ榮太樓 冷やしぜんざい
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：1個×6／箱
❶北海道産小豆使用。余分なものを加えず、和菓子職人がふっくらと炊き上げました。
❷常温181日間❸－

ご榮太樓 あんみつ
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：1個×6／箱
❶餡には北海道産小豆を、黒みつには沖縄県産黒砂糖を使用。歯切れのよい寒天を色と
りどりの果物5種と一緒にお楽しみください。❷常温181日間❸－

くミニ 水ようかん
本体 700円（税込756円）

★規格：16g×50個／袋
❶水ようかんを手軽な一口タイプにしました。❷常温180日間❸－

ぐ国産果実 ミックスゼリー
本体 840円（税込907円）

★規格：350g（個装紙込み）／袋
❶ブルーベリー・みかん・レモン・りんご・いちごの5種類の味が楽しめます。
❷常温120日間❸－

け吉野の葛餅
本体 900円（税込972円）

★規格：葛餅330g・黒みつ26g・きな粉9g／箱
❶吉野に続く旧家で食べられていた葛餅の味を再現しました。黒蜜ときな粉のやさしい味
わいです。❷常温100日間❸卵
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人気の味をアソート人気の味をアソート カシューナッツの甘みにキャラメルの
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カシューナッツの甘みにキャラメルの
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大切に作りました
小豆本来のおいしさを
大切に作りました
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ねワインと愉しむアラカルト3品
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：3品（チーズ33g・サラミ35g・カシューナッツ35g）／袋
❶「スモーク焼きチーズ」「長期熟成サラミ」「トリュフカシューナッツ」をセットにしました。
❷常温120日間❸乳

ぬお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：220g／袋
❶甘口にやわらかく煮上げたまぐろ角煮とコクのあるチーズを、それぞれ一口サイズの
市松模様に組み合わせました。❷常温300日間❸小麦、乳

づちび丸 
　まめごろう

本体600円（税込648円）
★規格：14枚／箱
❶国産100％のバターを使用した生地に落花生をまるごと加えて
サクサクに焼き上げました。小袋サイズ。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳、落花生

てわさび醤油味 
　れんこんチップス

本体900円（税込972円）
★規格：30g×5／袋
❶素材感が味わえるサクサク食感のチップスを、安曇野産わさび
のパウダーと醤油で味付けしました。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳

で銀座餅 
　醤油味

本体1,350円（税込1,458円）
★規格：15枚／箱
❶カラッと揚げたうるち米せんべいを醤油だれで仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

とチーズのり巻
本体980円（税込1,058円）

★規格：200g（個装紙込み）／袋
❶もち米を原料にしたリング状の海苔巻あられに良質なチーズを
充填しました。あられ・のり・チーズクリームが一度に味わえます。
❷常温5ヶ月間❸小麦、乳

だみかど本舗 
　五三焼カステラ

本体 1,540円（税込1,663円）
★規格：10個／化粧箱
❶卵の黄身を贅沢に使用した五三焼を化粧箱に詰めて
お届けします。❷常温50日間❸小麦、卵

ぢ岩谷堂羊羹 ひとくち
本体 800円（税込864円）

★規格：6個／箱
❶6つの味が楽しめます。切り分けのいらないカットテープ付き。❷常温540日間❸－

っまるごと もっちりいも
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：100g×3袋／袋
❶60日以上の熟成で甘みを蓄えた紅はるかを蒸し、皮付きのままスライスして干しまし
た。もっちりとした食感と風味をまるごとお召し上がりください。❷常温120日間❸－

つこだわり黒糖かりんとう
本体 930円（税込1,004円）

★規格：80g×8P／箱
❶添加物や着色料を使わずに製造しました。食べ切りパック。❷常温90日間❸小麦

どもちっとプリン
本体 700円（税込756円）

★規格：2個×20袋／箱
❶やわらかいもちの中にプリンカスタードクリームがたっぷり入った、一口サイズのお菓子
です。❷常温120日間❸卵、乳

なペヤング 
　やきそば ソースカツ

本体 580円（税込626円）
★規格：50個／箱
❶駄菓子のかつに、ソースやきそばの味を再現したパウダー・紅しょうが粉末・あおさのり
をまとわせました。個包装の大きさ7×3.5cm。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

にナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：21袋／袋
❶クルミをメインに、イチジク・グリーンレーズン・クランベリー・バナナをミックスしました。
食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

ち加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

★規格：4個／袋
❶上質な小豆をじっくりと炊き上げた、品のよい甘さです。❷常温45日間❸小麦

ぱオリオン 
　ビアナッツ

本体1,800円（税込1,944円）
★規格：16g×20袋／袋
❶ノンフライ製法で仕上げました。アーモンドチーズ味・タコス島
唐辛子味・ウコンカレー味の3つの味が楽しめます。食べやすい
個包装。❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

ひ焼あご
本体1,180円（税込1,274円）

★規格：240g／袋
❶「あご」とはとび魚のこと。あごが落ちるほどおいしいことから、
そう呼ばれるようになりました。❷常温150日間❸－

びカマンベール
　チーズ入 
　チーズいか

本体1,100円（税込1,188円）
★規格：160g／袋
❶小さな国産するめいかの中にカマンベール入りのチーズを詰め
込み、香ばしく焼き上げました。レンジで軽く温めると、よりおいし
く召し上がれます。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぴやわらか食感 
　焼せせり

本体1,420円（税込1,533円）
★規格：48g×5／袋
❶鶏1羽から僅かしか取れない希少部位であるせせりを炙り、スパ
イスのきいたタレで調味しました。やわらかな食感が自慢です。
❷常温240日間❸－

ぬお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：220g／袋
❶甘口にやわらかく煮上げたまぐろ角煮とコクのあるチーズを、それぞれ一口サイズの
市松模様に組み合わせました。❷常温300日間❸小麦、乳

の食塩無添加 
　素焼きアーモンド

本体 1,190円（税込1,285円）
★規格：10g×25P／箱
❶じっくりと時間をかけたドライロースト製法で、アーモンド本来の味と風味を引き出しま
した。食べ切りサイズの個包装。❷常温180日間❸－

はキャラメルくるみ 
　チーズナッツ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×10袋／箱
❶キャラメル味に仕上げたくるみにアーモンドとフリーズドライチーズをミックスしました。
ワインや洋酒のおつまみに最適です。❷常温6ヶ月間❸乳

ば枝豆と黒豆入り カシューナッツ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶揚げた枝豆に北海道産黒豆とカシューナッツをミックスし、宮古島の雪塩でさっぱりと仕
上げました。❷常温150日間❸－

ふなんでも噛んでも
本体 850円（税込918円）

★規格：120g／ポット
❶するめいかを干し、添加物を一切使用せずにじっくりと焙り上げました。❷常温4ヶ月間
❸－

ぶやわらか いか天大王
本体 600円（税込648円）

★規格：115g／袋
❶国産するめの胴部分のみを肉厚に伸ばして口溶けのよい衣を付け、キャノーラ油100％
でフライしました。袋は便利なチャック付き。❷常温120日間❸小麦、卵

ぷ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：80g／袋
❶そのまま食べてもおいしく、水で戻して炊き込みごはんや中華料理などにもお使いいた
だけます。❷常温365日間❸－

ねワインと愉しむアラカルト3品
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：3品（チーズ33g・サラミ35g・カシューナッツ35g）／袋
❶「スモーク焼きチーズ」「長期熟成サラミ」「トリュフカシューナッツ」をセットにしました。
❷常温120日間❸乳

お好きなお菓子はどれですか？ おつまみ

4 5

包装あり

厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク 銅板で一面ずつ焼き上げました銅板で一面ずつ焼き上げました

伝統ある岩手銘菓「岩谷堂羊羹」の一口タイプ伝統ある岩手銘菓「岩谷堂羊羹」の一口タイプ そのままでもオーブントースターで軽く焼いてもOK！そのままでもオーブントースターで軽く焼いてもOK！ 職人が作る昔ながらのかりんとう職人が作る昔ながらのかりんとう

プリン味のもちもちミニ大福プリン味のもちもちミニ大福 駄菓子でやきそば味を再現駄菓子でやきそば味を再現 ナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさ

まめがごろごろ！まめがごろごろ！ 爽やかな辛さのれんこんチップス爽やかな辛さのれんこんチップス 国産うるち米で作りました国産うるち米で作りました 香ばしさとまろやかさの
おいしい組み合わせ
香ばしさとまろやかさの
おいしい組み合わせ

まぐろとチーズを市松模様に合わせましたまぐろとチーズを市松模様に合わせました ワインに合う人気のおつまみ
3品を集めました
ワインに合う人気のおつまみ
3品を集めました

油を使わずじっくりロースト油を使わずじっくりロースト くるみ・アーモンド・チーズのミックスくるみ・アーモンド・チーズのミックス 枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 国産するめを使用したワンランク上のいか天大王国産するめを使用したワンランク上のいか天大王 新鮮なほたての甘みと
旨みを凝縮
新鮮なほたての甘みと
旨みを凝縮

オリオンビール酵母入りナッツ菓子オリオンビール酵母入りナッツ菓子 甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました レンジで温めるとよりおいしくレンジで温めるとよりおいしく 鶏せせりのやわらかおつまみ鶏せせりのやわらかおつまみ

×8

商品担当 おすすめ！
まぐろの角煮と合うチーズを
メーカーと共同開発しているので、
とても美味しいです。

×3

食物繊維
たっぷり！

（製品10
0g中6.4g

含有）

×5 ×5

炊き込
み

ご飯に
も！

スモーク焼きチーズ
チェダーチーズ、クリームチ
ーズ、カマンベールチーズ
の3種をブレンドしたチーズ
をオーブンでソフトにこんが
りと焼き上げた後、ほんのり
スモークをかけました。

長期熟成サラミ
豚肉・牛肉を約45日間じっくり
乾燥熟成させ、桜のチップで燻
製しました。7種のスパイスが
肉の旨味を引き立てています。

トリュフカシューナッツ
香り高い白トリュフオイルとマイルドで
旨味のあるフランス産「ゲランドの塩」
でカシューナッツを味付けしました。優
雅な余韻が続きます。

通常のカステラより卵を多く使い、深いコクを感じる五三焼。
そんな逸品を業務用としてお求め安くしました。
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ねワインと愉しむアラカルト3品
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：3品（チーズ33g・サラミ35g・カシューナッツ35g）／袋
❶「スモーク焼きチーズ」「長期熟成サラミ」「トリュフカシューナッツ」をセットにしました。
❷常温120日間❸乳

ぬお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：220g／袋
❶甘口にやわらかく煮上げたまぐろ角煮とコクのあるチーズを、それぞれ一口サイズの
市松模様に組み合わせました。❷常温300日間❸小麦、乳

づちび丸 
　まめごろう

本体600円（税込648円）
★規格：14枚／箱
❶国産100％のバターを使用した生地に落花生をまるごと加えて
サクサクに焼き上げました。小袋サイズ。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳、落花生

てわさび醤油味 
　れんこんチップス

本体900円（税込972円）
★規格：30g×5／袋
❶素材感が味わえるサクサク食感のチップスを、安曇野産わさび
のパウダーと醤油で味付けしました。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳

で銀座餅 
　醤油味

本体1,350円（税込1,458円）
★規格：15枚／箱
❶カラッと揚げたうるち米せんべいを醤油だれで仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

とチーズのり巻
本体980円（税込1,058円）

★規格：200g（個装紙込み）／袋
❶もち米を原料にしたリング状の海苔巻あられに良質なチーズを
充填しました。あられ・のり・チーズクリームが一度に味わえます。
❷常温5ヶ月間❸小麦、乳

だみかど本舗 
　五三焼カステラ

本体 1,540円（税込1,663円）
★規格：10個／化粧箱
❶卵の黄身を贅沢に使用した五三焼を化粧箱に詰めて
お届けします。❷常温50日間❸小麦、卵

ぢ岩谷堂羊羹 ひとくち
本体 800円（税込864円）

★規格：6個／箱
❶6つの味が楽しめます。切り分けのいらないカットテープ付き。❷常温540日間❸－

っまるごと もっちりいも
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：100g×3袋／袋
❶60日以上の熟成で甘みを蓄えた紅はるかを蒸し、皮付きのままスライスして干しまし
た。もっちりとした食感と風味をまるごとお召し上がりください。❷常温120日間❸－

つこだわり黒糖かりんとう
本体 930円（税込1,004円）

★規格：80g×8P／箱
❶添加物や着色料を使わずに製造しました。食べ切りパック。❷常温90日間❸小麦

どもちっとプリン
本体 700円（税込756円）

★規格：2個×20袋／箱
❶やわらかいもちの中にプリンカスタードクリームがたっぷり入った、一口サイズのお菓子
です。❷常温120日間❸卵、乳

なペヤング 
　やきそば ソースカツ

本体 580円（税込626円）
★規格：50個／箱
❶駄菓子のかつに、ソースやきそばの味を再現したパウダー・紅しょうが粉末・あおさのり
をまとわせました。個包装の大きさ7×3.5cm。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

にナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：21袋／袋
❶クルミをメインに、イチジク・グリーンレーズン・クランベリー・バナナをミックスしました。
食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

ち加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

★規格：4個／袋
❶上質な小豆をじっくりと炊き上げた、品のよい甘さです。❷常温45日間❸小麦

ぱオリオン 
　ビアナッツ

本体1,800円（税込1,944円）
★規格：16g×20袋／袋
❶ノンフライ製法で仕上げました。アーモンドチーズ味・タコス島
唐辛子味・ウコンカレー味の3つの味が楽しめます。食べやすい
個包装。❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

ひ焼あご
本体1,180円（税込1,274円）

★規格：240g／袋
❶「あご」とはとび魚のこと。あごが落ちるほどおいしいことから、
そう呼ばれるようになりました。❷常温150日間❸－

びカマンベール
　チーズ入 
　チーズいか

本体1,100円（税込1,188円）
★規格：160g／袋
❶小さな国産するめいかの中にカマンベール入りのチーズを詰め
込み、香ばしく焼き上げました。レンジで軽く温めると、よりおいし
く召し上がれます。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぴやわらか食感 
　焼せせり

本体1,420円（税込1,533円）
★規格：48g×5／袋
❶鶏1羽から僅かしか取れない希少部位であるせせりを炙り、スパ
イスのきいたタレで調味しました。やわらかな食感が自慢です。
❷常温240日間❸－

ぬお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：220g／袋
❶甘口にやわらかく煮上げたまぐろ角煮とコクのあるチーズを、それぞれ一口サイズの
市松模様に組み合わせました。❷常温300日間❸小麦、乳

の食塩無添加 
　素焼きアーモンド

本体 1,190円（税込1,285円）
★規格：10g×25P／箱
❶じっくりと時間をかけたドライロースト製法で、アーモンド本来の味と風味を引き出しま
した。食べ切りサイズの個包装。❷常温180日間❸－

はキャラメルくるみ 
　チーズナッツ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×10袋／箱
❶キャラメル味に仕上げたくるみにアーモンドとフリーズドライチーズをミックスしました。
ワインや洋酒のおつまみに最適です。❷常温6ヶ月間❸乳

ば枝豆と黒豆入り カシューナッツ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶揚げた枝豆に北海道産黒豆とカシューナッツをミックスし、宮古島の雪塩でさっぱりと仕
上げました。❷常温150日間❸－

ふなんでも噛んでも
本体 850円（税込918円）

★規格：120g／ポット
❶するめいかを干し、添加物を一切使用せずにじっくりと焙り上げました。❷常温4ヶ月間
❸－

ぶやわらか いか天大王
本体 600円（税込648円）

★規格：115g／袋
❶国産するめの胴部分のみを肉厚に伸ばして口溶けのよい衣を付け、キャノーラ油100％
でフライしました。袋は便利なチャック付き。❷常温120日間❸小麦、卵

ぷ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：80g／袋
❶そのまま食べてもおいしく、水で戻して炊き込みごはんや中華料理などにもお使いいた
だけます。❷常温365日間❸－

ねワインと愉しむアラカルト3品
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：3品（チーズ33g・サラミ35g・カシューナッツ35g）／袋
❶「スモーク焼きチーズ」「長期熟成サラミ」「トリュフカシューナッツ」をセットにしました。
❷常温120日間❸乳

お好きなお菓子はどれですか？ おつまみ

4 5

包装あり

厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク 銅板で一面ずつ焼き上げました銅板で一面ずつ焼き上げました

伝統ある岩手銘菓「岩谷堂羊羹」の一口タイプ伝統ある岩手銘菓「岩谷堂羊羹」の一口タイプ そのままでもオーブントースターで軽く焼いてもOK！そのままでもオーブントースターで軽く焼いてもOK！ 職人が作る昔ながらのかりんとう職人が作る昔ながらのかりんとう

プリン味のもちもちミニ大福プリン味のもちもちミニ大福 駄菓子でやきそば味を再現駄菓子でやきそば味を再現 ナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさ

まめがごろごろ！まめがごろごろ！ 爽やかな辛さのれんこんチップス爽やかな辛さのれんこんチップス 国産うるち米で作りました国産うるち米で作りました 香ばしさとまろやかさの
おいしい組み合わせ
香ばしさとまろやかさの
おいしい組み合わせ

まぐろとチーズを市松模様に合わせましたまぐろとチーズを市松模様に合わせました ワインに合う人気のおつまみ
3品を集めました
ワインに合う人気のおつまみ
3品を集めました

油を使わずじっくりロースト油を使わずじっくりロースト くるみ・アーモンド・チーズのミックスくるみ・アーモンド・チーズのミックス 枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 国産するめを使用したワンランク上のいか天大王国産するめを使用したワンランク上のいか天大王 新鮮なほたての甘みと
旨みを凝縮
新鮮なほたての甘みと
旨みを凝縮

オリオンビール酵母入りナッツ菓子オリオンビール酵母入りナッツ菓子 甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました レンジで温めるとよりおいしくレンジで温めるとよりおいしく 鶏せせりのやわらかおつまみ鶏せせりのやわらかおつまみ

×8

商品担当 おすすめ！
まぐろの角煮と合うチーズを
メーカーと共同開発しているので、
とても美味しいです。

×3

食物繊維
たっぷり！

（製品10
0g中6.4g

含有）

×5 ×5

炊き込
み

ご飯に
も！

スモーク焼きチーズ
チェダーチーズ、クリームチ
ーズ、カマンベールチーズ
の3種をブレンドしたチーズ
をオーブンでソフトにこんが
りと焼き上げた後、ほんのり
スモークをかけました。

長期熟成サラミ
豚肉・牛肉を約45日間じっくり
乾燥熟成させ、桜のチップで燻
製しました。7種のスパイスが
肉の旨味を引き立てています。

トリュフカシューナッツ
香り高い白トリュフオイルとマイルドで
旨味のあるフランス産「ゲランドの塩」
でカシューナッツを味付けしました。優
雅な余韻が続きます。

通常のカステラより卵を多く使い、深いコクを感じる五三焼。
そんな逸品を業務用としてお求め安くしました。
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ゐお惣菜 
　3種セット4食

ろ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

や北海道産じゃがいものめ化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

　　　つゆ 
12本組（徳用）

　　　つゆ 
3本組

よほたて屋の
　釜めしの素

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：200g（固形量120g）×2／袋
❶ごはんに混ぜやすいよう、貝柱をほぐれやすく加工・調味しました。
1袋3合用。❷常温365日間❸小麦

ら北海道産 
　秋鮭みそ荒ほぐし

本体500円（税込540円）
★規格：90g／瓶
❶北海道産大豆で作ったみそで味付けした北海道産秋鮭の荒ほ
ぐしです。隠し味に鮭節を加え、旨みの詰まった味わいに仕上げま
した。❷常温365日間❸小麦

りお徳用 ちりめん山椒
本体850円（税込918円）

★規格：130g／袋
❶国産のちりめんを熟練の技で炊き上げました。ピリリとした山椒
の風味と爽やかな香りが味わい深い逸品です。たっぷり130gの
徳用タイプ。❷常温120日間❸小麦

ゐいぶりがっこ 
　スライス

本体500円（税込540円）
★規格：180g／袋
❶国産大根をじっくり燻煙し、食べやすくスライスしました。
❷常温180日間❸－

るお惣菜 
　3種セット4食

本体1,050円（税込1,134円）
★規格：4食（とろっと卵の親子煮×2食・五目中華あんかけ×1食・
やわらか牛肉の卵とじ×1食）／箱
❶具材の食感やだしの味が楽しめるお惣菜シリーズです。おかず
としても、ごはんにかけて丼としても食べられます。
❷常温366日間❸小麦、卵、えび

ゑ永平寺 胡麻豆腐
本体1,030円（税込1,112円）

★規格：胡麻豆腐115g・みそだれ15g×各4／箱
❶本葛粉のなめらかな舌ざわりと、胡麻の香ばしい風味をお楽し
みください。❷常温90日間❸－

め化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

本体950円（税込1,026円）
★規格：もずくスープ×3食・のりスープ×4食・あおさ入りスープ×
3食／箱
❶もずく・のり・あおさの具材が手軽に楽しめます。
❷常温366日間❸小麦、卵、乳

も日本の採れたて 
　きのこのおみそ汁です。

本体1,380円（税込1,490円）
★規格：9.2g×10食／箱
❶まいたけ・しいたけ・なめこ・えのきを、採って48時間以内に加工
しました。具材はすべて国産です。❷常温18ヶ月間❸－

ゃごぼうがいっぱい入った 
　豚汁です。

本体1,430円（税込1,544円）
★規格：14g×10食／箱
❶たっぷりのごぼうに豚肉のコクと出汁の旨みが重なった、何度も
食べたくなる味わいです。❷常温18ヶ月間❸小麦

や北海道産じゃがいもの
　冷たいスープ

本体990円（税込1,069円）
★規格：160g×5／箱
❶風味豊かで甘みがあり、なめらかな舌ざわりの北海道産じゃが
いもを限定使用しています。化学調味料無添加。❷常温13ヶ月間
❸小麦、乳

へ小豆島そうめん 島の光 1kg
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：1kg（50g×20束）／箱

べ小豆島そうめん 島の光 2kg
本体 2,500円（税込2,700円）

★規格：2kg（50g×40束）／箱

ぺ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：1080g（めん135g・スープ40g・キムチの素5g×各6）／箱
❶強い弾力が自慢の麺です。コクのある肉エキスのスープに和風だしを加えたピリ辛スープ
とどうぞ。❷常温100日間❸小麦

ゅ神戸牛 ビーフカレー
本体 750円（税込810円）

★規格：160g×3袋／袋
❶神戸ビーフにこだわって栽培したフルーツ玉ねぎを合わせ、じっくりと煮込みました。
❷常温2年間❸小麦

ゆ新宿中村屋 純欧風ビーフカリー 
　コク深いデミの芳醇リッチ

本体 998円（税込1,077円）
★規格：120g×4食／袋
❶スライスマッシュルームとやわらかビーフ入り。コク深いデミグラスソースと特製ブレン
ドスパイスの香りが芳醇な、120gの食べ切りサイズです。❷常温540日間❸小麦、卵、乳

ょ胚芽入り 十六穀（国産）
本体 980円（税込1,058円）

★規格：400g／袋
❶穀物の栄養素を効率よく豊かに摂取できるよう、米のソムリエが生み出した雑穀ブレンド
です。米胚芽配合。❷常温365日間❸－

れ4種のとろ火炊き煮豆セット
本体 880円（税込950円）

★規格：40g×8袋（紅しぼり豆・金時豆・黒豆・昆布豆×各2袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。各種2袋計8袋入り。
❷常温90日間❸小麦

ろ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,280円（税込1,382円）
★規格：1L／PET
❶国産たまねぎとバターを使用、化学調味料不使用。懐かしい味わいのナポリタンソース
です。1人前40～50ccを目安にご使用ください。❷常温10ヶ月間❸乳

ゎ豚なん骨やわらか煮 
　しょうが風味

本体 700円（税込756円）
★規格：350g／袋
❶国産豚軟骨をじっくりトロトロに煮込みました。しょうが風味が食欲をそそります。
❷常温180日間❸小麦

わだし醤油の素 かつお厚削り
本体 540円（税込583円）

★規格：12g／瓶
❶ご家庭にある醤油を注いで2時間で完成。うま味成分の異なるだし原料を使用することで
生まれる相乗効果が、醤油の味わいを一層引き立たせます。❷常温365日間❸－

わだし醤油の素 かつお厚削り
本体 540円（税込583円）

★規格：12g／瓶
❶ご家庭にある醤油を注いで2時間で完成。うま味成分の異なるだし原料を使用することで
生まれる相乗効果が、醤油の味わいを一層引き立たせます。❷常温365日間❸－

ぽ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：麺100g・スープ45g×各10／箱
❶のど越しのよい細打ちのちぢれ麺と、酸味を抑えたコクのある冷やし中華スープが相性
抜群。酸味が苦手な方にもおすすめです。❷常温60日間❸小麦、卵

ぼゆで カレーうどん
本体 520円（税込561円）

★規格：195g（めん180g・スープ15g）×3／袋
❶和風だしとスパイスの調和の取れた中辛のカレーうどんです。3食入り。❷常温180日間
❸小麦

ほなみえ焼そば
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：630g（めん170g・ソース36g・ラード4g・一味唐辛子×各3）／箱
❶B-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフード。3食入り。❷常温90日間❸小麦

むマイおつまみ 国産うずらたまご
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：4個×12袋／袋
❶黒糖とかつお風味でコクのあるまろやかな味に仕上げました。❷常温120日間
❸小麦、卵

み飛騨高山 有名人気店ラーメンセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：535g（麺100g×4・塩スープ36g×2・醤油スープ31.5g×2）／箱
❶飛騨高山の人気店「宮川中華そば」の魚介系あっさり醤油ラーメンと、「麺屋 伊吹」のすっ
きりとした塩ラーメンのセットです。各2食入り。❷常温90日間❸小麦、卵、えび

ま九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5食（博多長浜・久留米・熊本・鹿児島・長崎あごだしラーメン×各1食）／袋
❶半生めんと各ご当地のスープにこだわった本格ラーメンのセットです。❷常温90日間
❸小麦

【へ・べ共通】
❶寒の時期に造られるコシの強さが特徴の手延べそうめんです。製造時に加えた純正ゴマ油の風味もお楽しみください。❷常温3年間❸小麦

笑顔あふれる食卓 笑顔あふれる食卓

76

おいしさ抜群、
麺にはコレ！
おいしさ抜群、
麺にはコレ！

調味料（アミノ酸等）無添加

100 101

調理例：博多 長浜調理例：博多 長浜

五目中華あんかけ

とろっと卵の親子煮

やわらか牛肉の卵とじ

調理例

金時豆

黒 豆昆布豆

紅しぼり豆

に掲載！

調理例調理例

調理例

醤油　宮川中華そば

塩　麺屋伊吹

のり

もずく

あおさ

米胚芽配合

白き麺の逸品「島の光」白き麺の逸品「島の光」 本場の味をご家庭で本場の味をご家庭で 神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙

青森県陸奥湾産のほたてを使用青森県陸奥湾産のほたてを使用 北海道産原料にこだわって作りました北海道産原料にこだわって作りました ご飯のおともに、酒の肴にピッタリご飯のおともに、酒の肴にピッタリ

秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス

丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍

吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ

コク深いデミグラスソースと
特製スパイスの芳醇な香り
コク深いデミグラスソースと
特製スパイスの芳醇な香り

手軽に栄養バランスをアップ手軽に栄養バランスをアップ

国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供 かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンのできあがり
かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンのできあがり

国産豚軟骨のコラーゲンたっぷり国産豚軟骨のコラーゲンたっぷり

昔ながらの飛騨の味昔ながらの飛騨の味鍋はもちろん、電子レンジでも簡単調理のゆでうどん鍋はもちろん、電子レンジでも簡単調理のゆでうどんもっちり麺にこってり特製ソースがクセになりますもっちり麺にこってり特製ソースがクセになります

おつまみやラーメンのトッピングにおつまみやラーメンのトッピングに飛騨高山の人気店の味を
食べ比べ
飛騨高山の人気店の味を
食べ比べ

九州5都市のラーメン詰め合わせ九州5都市のラーメン詰め合わせ

フリーズドライで
栄養・おいしさそのまま
フリーズドライで
栄養・おいしさそのまま

採れたてならではの食感がおいしい採れたてならではの食感がおいしい ささがきごぼうのボリューム満点ささがきごぼうのボリューム満点 本格レストランの味本格レストランの味

×12

×10
×10

×5

×3
×4

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

調理例

調理例
調理例調理例

調理例 調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例
調理例

調理例調理例

×2

ご家庭にある醤油を注いで作る濃厚だし醤油ご家庭にある醤油を注いで作る濃厚だし醤油
商品担当 おすすめ！

国産原料
100％

（かつお・
椎茸・昆布

）

醤油にだしの旨みと
まろやかさがプラスされ、
釜玉うどんによく合います

調理例調理例

ぃご家庭の醤油を
　容器に注ぐ
い冷蔵庫で２時間
　置く
ぅ濃厚だし醤油の
　できあがり！

〈使い方〉
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ゐお惣菜 
　3種セット4食

ろ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

や北海道産じゃがいものめ化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

　　　つゆ 
12本組（徳用）

　　　つゆ 
3本組

よほたて屋の
　釜めしの素

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：200g（固形量120g）×2／袋
❶ごはんに混ぜやすいよう、貝柱をほぐれやすく加工・調味しました。
1袋3合用。❷常温365日間❸小麦

ら北海道産 
　秋鮭みそ荒ほぐし

本体500円（税込540円）
★規格：90g／瓶
❶北海道産大豆で作ったみそで味付けした北海道産秋鮭の荒ほ
ぐしです。隠し味に鮭節を加え、旨みの詰まった味わいに仕上げま
した。❷常温365日間❸小麦

りお徳用 ちりめん山椒
本体850円（税込918円）

★規格：130g／袋
❶国産のちりめんを熟練の技で炊き上げました。ピリリとした山椒
の風味と爽やかな香りが味わい深い逸品です。たっぷり130gの
徳用タイプ。❷常温120日間❸小麦

ゐいぶりがっこ 
　スライス

本体500円（税込540円）
★規格：180g／袋
❶国産大根をじっくり燻煙し、食べやすくスライスしました。
❷常温180日間❸－

るお惣菜 
　3種セット4食

本体1,050円（税込1,134円）
★規格：4食（とろっと卵の親子煮×2食・五目中華あんかけ×1食・
やわらか牛肉の卵とじ×1食）／箱
❶具材の食感やだしの味が楽しめるお惣菜シリーズです。おかず
としても、ごはんにかけて丼としても食べられます。
❷常温366日間❸小麦、卵、えび

ゑ永平寺 胡麻豆腐
本体1,030円（税込1,112円）

★規格：胡麻豆腐115g・みそだれ15g×各4／箱
❶本葛粉のなめらかな舌ざわりと、胡麻の香ばしい風味をお楽し
みください。❷常温90日間❸－

め化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

本体950円（税込1,026円）
★規格：もずくスープ×3食・のりスープ×4食・あおさ入りスープ×
3食／箱
❶もずく・のり・あおさの具材が手軽に楽しめます。
❷常温366日間❸小麦、卵、乳

も日本の採れたて 
　きのこのおみそ汁です。

本体1,380円（税込1,490円）
★規格：9.2g×10食／箱
❶まいたけ・しいたけ・なめこ・えのきを、採って48時間以内に加工
しました。具材はすべて国産です。❷常温18ヶ月間❸－

ゃごぼうがいっぱい入った 
　豚汁です。

本体1,430円（税込1,544円）
★規格：14g×10食／箱
❶たっぷりのごぼうに豚肉のコクと出汁の旨みが重なった、何度も
食べたくなる味わいです。❷常温18ヶ月間❸小麦

や北海道産じゃがいもの
　冷たいスープ

本体990円（税込1,069円）
★規格：160g×5／箱
❶風味豊かで甘みがあり、なめらかな舌ざわりの北海道産じゃが
いもを限定使用しています。化学調味料無添加。❷常温13ヶ月間
❸小麦、乳

へ小豆島そうめん 島の光 1kg
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：1kg（50g×20束）／箱

べ小豆島そうめん 島の光 2kg
本体 2,500円（税込2,700円）

★規格：2kg（50g×40束）／箱

ぺ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：1080g（めん135g・スープ40g・キムチの素5g×各6）／箱
❶強い弾力が自慢の麺です。コクのある肉エキスのスープに和風だしを加えたピリ辛スープ
とどうぞ。❷常温100日間❸小麦

ゅ神戸牛 ビーフカレー
本体 750円（税込810円）

★規格：160g×3袋／袋
❶神戸ビーフにこだわって栽培したフルーツ玉ねぎを合わせ、じっくりと煮込みました。
❷常温2年間❸小麦

ゆ新宿中村屋 純欧風ビーフカリー 
　コク深いデミの芳醇リッチ

本体 998円（税込1,077円）
★規格：120g×4食／袋
❶スライスマッシュルームとやわらかビーフ入り。コク深いデミグラスソースと特製ブレン
ドスパイスの香りが芳醇な、120gの食べ切りサイズです。❷常温540日間❸小麦、卵、乳

ょ胚芽入り 十六穀（国産）
本体 980円（税込1,058円）

★規格：400g／袋
❶穀物の栄養素を効率よく豊かに摂取できるよう、米のソムリエが生み出した雑穀ブレンド
です。米胚芽配合。❷常温365日間❸－

れ4種のとろ火炊き煮豆セット
本体 880円（税込950円）

★規格：40g×8袋（紅しぼり豆・金時豆・黒豆・昆布豆×各2袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。各種2袋計8袋入り。
❷常温90日間❸小麦

ろ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,280円（税込1,382円）
★規格：1L／PET
❶国産たまねぎとバターを使用、化学調味料不使用。懐かしい味わいのナポリタンソース
です。1人前40～50ccを目安にご使用ください。❷常温10ヶ月間❸乳

ゎ豚なん骨やわらか煮 
　しょうが風味

本体 700円（税込756円）
★規格：350g／袋
❶国産豚軟骨をじっくりトロトロに煮込みました。しょうが風味が食欲をそそります。
❷常温180日間❸小麦

わだし醤油の素 かつお厚削り
本体 540円（税込583円）

★規格：12g／瓶
❶ご家庭にある醤油を注いで2時間で完成。うま味成分の異なるだし原料を使用することで
生まれる相乗効果が、醤油の味わいを一層引き立たせます。❷常温365日間❸－

わだし醤油の素 かつお厚削り
本体 540円（税込583円）

★規格：12g／瓶
❶ご家庭にある醤油を注いで2時間で完成。うま味成分の異なるだし原料を使用することで
生まれる相乗効果が、醤油の味わいを一層引き立たせます。❷常温365日間❸－

ぽ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：麺100g・スープ45g×各10／箱
❶のど越しのよい細打ちのちぢれ麺と、酸味を抑えたコクのある冷やし中華スープが相性
抜群。酸味が苦手な方にもおすすめです。❷常温60日間❸小麦、卵

ぼゆで カレーうどん
本体 520円（税込561円）

★規格：195g（めん180g・スープ15g）×3／袋
❶和風だしとスパイスの調和の取れた中辛のカレーうどんです。3食入り。❷常温180日間
❸小麦

ほなみえ焼そば
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：630g（めん170g・ソース36g・ラード4g・一味唐辛子×各3）／箱
❶B-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフード。3食入り。❷常温90日間❸小麦

むマイおつまみ 国産うずらたまご
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：4個×12袋／袋
❶黒糖とかつお風味でコクのあるまろやかな味に仕上げました。❷常温120日間
❸小麦、卵

み飛騨高山 有名人気店ラーメンセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：535g（麺100g×4・塩スープ36g×2・醤油スープ31.5g×2）／箱
❶飛騨高山の人気店「宮川中華そば」の魚介系あっさり醤油ラーメンと、「麺屋 伊吹」のすっ
きりとした塩ラーメンのセットです。各2食入り。❷常温90日間❸小麦、卵、えび

ま九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5食（博多長浜・久留米・熊本・鹿児島・長崎あごだしラーメン×各1食）／袋
❶半生めんと各ご当地のスープにこだわった本格ラーメンのセットです。❷常温90日間
❸小麦

【へ・べ共通】
❶寒の時期に造られるコシの強さが特徴の手延べそうめんです。製造時に加えた純正ゴマ油の風味もお楽しみください。❷常温3年間❸小麦

笑顔あふれる食卓 笑顔あふれる食卓

76

おいしさ抜群、
麺にはコレ！
おいしさ抜群、
麺にはコレ！

調味料（アミノ酸等）無添加
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調理例：博多 長浜調理例：博多 長浜

五目中華あんかけ

とろっと卵の親子煮

やわらか牛肉の卵とじ

調理例

金時豆

黒 豆昆布豆

紅しぼり豆

に掲載！

調理例調理例

調理例

醤油　宮川中華そば

塩　麺屋伊吹

のり

もずく

あおさ

米胚芽配合

白き麺の逸品「島の光」白き麺の逸品「島の光」 本場の味をご家庭で本場の味をご家庭で 神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙

青森県陸奥湾産のほたてを使用青森県陸奥湾産のほたてを使用 北海道産原料にこだわって作りました北海道産原料にこだわって作りました ご飯のおともに、酒の肴にピッタリご飯のおともに、酒の肴にピッタリ

秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス

丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍

吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ

コク深いデミグラスソースと
特製スパイスの芳醇な香り
コク深いデミグラスソースと
特製スパイスの芳醇な香り

手軽に栄養バランスをアップ手軽に栄養バランスをアップ

国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供 かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンのできあがり
かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンのできあがり

国産豚軟骨のコラーゲンたっぷり国産豚軟骨のコラーゲンたっぷり

昔ながらの飛騨の味昔ながらの飛騨の味鍋はもちろん、電子レンジでも簡単調理のゆでうどん鍋はもちろん、電子レンジでも簡単調理のゆでうどんもっちり麺にこってり特製ソースがクセになりますもっちり麺にこってり特製ソースがクセになります

おつまみやラーメンのトッピングにおつまみやラーメンのトッピングに飛騨高山の人気店の味を
食べ比べ
飛騨高山の人気店の味を
食べ比べ

九州5都市のラーメン詰め合わせ九州5都市のラーメン詰め合わせ

フリーズドライで
栄養・おいしさそのまま
フリーズドライで
栄養・おいしさそのまま

採れたてならではの食感がおいしい採れたてならではの食感がおいしい ささがきごぼうのボリューム満点ささがきごぼうのボリューム満点 本格レストランの味本格レストランの味
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ご家庭にある醤油を注いで作る濃厚だし醤油ご家庭にある醤油を注いで作る濃厚だし醤油
商品担当 おすすめ！

国産原料
100％

（かつお・
椎茸・昆布

）

醤油にだしの旨みと
まろやかさがプラスされ、
釜玉うどんによく合います

調理例調理例

ぃご家庭の醤油を
　容器に注ぐ
い冷蔵庫で２時間
　置く
ぅ濃厚だし醤油の
　できあがり！
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キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

〈ケ・ゲ共通〉❶旨みの荒節・コクの宗田節・香りの本枯節と北海道産真昆布を粉砕し、
最適な分量でブレンドしました。❷常温1年間❸－

ザ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい
深く仕上げました。❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

ス一杯の贅沢 
　完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×8食／箱
❶完熟トマトと野菜をじっくり煮込み、玉ねぎの甘みとチーズで濃厚
な味わいに仕上げました。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

ッちりめんとひじきの
　混ぜご飯

本体 780円（税込842円）
★規格：70g×2袋／袋
❶風味豊かに炊き上げたちりめんとひじきをバランスよくブレンドし
た、簡単・便利な混ぜごはんの素です。1袋70gに炊いた米2合が目安
です。❷常温3ヶ月間❸小麦

ソらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶鰹の出汁と鶏ガラをきかせた和風しょうゆ味。チャーシュー・コーン・
刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、乳

ゾうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機柄
のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳

タそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：34g×15個／箱
❶焼津で加工した鰹節の出汁をきかせた関東風そば。ねぎ・天かす・
椎茸・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、えび、そば

ダちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：39g×15個／箱
❶コクのある海鮮スープの旨みをきかせた野菜ちゃんぽん。キャベ
ツ・いか・人参・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、乳

イカレーカシュー イカレーカシュー 
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（約66袋入り）
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした衣で包みました。
❷常温150日間❸小麦、乳
※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じることがございます。

ゥミレーサンド MIXゥミレーサンド MIX
本体 750円（税込810円）

★規格：20個（キャラメル・ホワイト・いちご風味・抹茶・黒糖きなこ風
味×各4個）／箱
❶懐かしい味わいのミレービスケットが、クリームとの絶妙なハーモ
ニーで少し贅沢なお菓子に生まれ変わりました。❷常温90日間
❸小麦、乳

ィおばあちゃんの焼こあじ 32枚
本体 500円（税込540円）

★規格：32枚／フードパック
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔ら
かく香ばしくなります。1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

ガ瀬戸田レモン
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮
ごと安心して召し上がれます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルト
やアイスのトッピングとしても。❷常温365日間❸－

オおいしい大豆で作った きなこ棒オおいしい大豆で作った きなこ棒
本体 600円（税込648円）

★規格：30個／箱
❶昔懐かしいきな粉と水飴を練り上げた駄菓子です。表面にもきな粉
をたっぷりとまぶしました。食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

ェチーズ イン スナック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10g×30袋／袋
❶チェダー・カマンベール・ゴルゴンゾーラの3種を配合したチーズク
リームをスナック生地に注入しました。❷常温180日間❸小麦、乳

チ塩ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶沖縄の海で育まれた天然塩「ぬちまーす」の雑味のない塩味が黒糖
のコクを引き立てています。❷常温90日間❸小麦、卵

ヂJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
ヂJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸－

キ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー
キ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,798円（税込1,941円）
★規格：300g（10g×30袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のある
ふくよかな味わいの「コーヒーショップブレンド」の、2つの味が楽しめ
る大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

ァ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ

本体 930円（税込1,004円）
★規格：27袋／袋
❶バナナは食べやすいよう細切りのバー状にしました。甘酸っぱくて
おいしいクランベリー入り。❷常温150日間❸－

エごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：16g×20袋／袋
❶野菜由来の食物繊維「イヌリン」を配合した、サクサク食感のごぼう
風味スナックです。便利な食べ切りサイズ。❷常温150日間
❸小麦、卵、乳

ォ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

ォ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

本体 500円（税込540円）
★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしまし
た。際立つ香ばしさと隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさで
す。食べやすい個包装。❷常温180日間❸乳

ア黒糖ドーナツ棒 40本ア黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：40本／箱
❶沖縄産サトウキビをしぼった含蜜黒糖を使用しています。
❷常温120日間❸小麦、卵

ん食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ん食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：13g×25P／箱
❶アーモンド・ピーナッツ・カシューナッツを油を使わずローストし、素材
の味を引き出しました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸落花生

ウさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶瀬戸内海産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜い
たピーナッツをミックス。ビタミンDを配合しました。カルシウム・マグ
ネシウムも補給できます。❷常温180日間❸落花生

サお徳用 
　三陸産カットわかめ
サお徳用 
　三陸産カットわかめ

本体 980円（税込1,058円）
★規格：70g／袋
❶みそ汁・お吸い物・サラダなど、手軽にお楽しみいただけます。
❷常温365日間❸－

ゼ有明産のり 朝一番ゼ有明産のり 朝一番
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：板のり8枚分（8切64枚）×2本／袋
❶佐賀県有明産原料を独自のたれで味付けしました。❷常温11ヶ月間
❸小麦、えび

セ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
セ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

本体 1,780円（税込1,922円）
★規格：400g（使用原料B級品・サイズ3L）／ポリ容器
❶多少の斑点はありますが、おいしさは通常品と同じです。
❷常温6ヶ月間❸－
※梅の実から液が出ることがありますが、品質には問題ありません。

ケだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ケだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ギ横浜ロイヤルパークホテル監修 
　角切りミルクゼリー入り 
　コーヒーゼリーセット

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：150g×3個／箱
❶とろける食感のコーヒーゼリーに角切りミルクゼリーを加えました。コーヒー
は香り高く上品な苦みと程よい酸味が特徴のキリマンジャロを使用、ミルクゼリ
ーは少し硬めの心地よい食べ応えに仕上げました。❷常温180日間❸乳

ギ横浜ロイヤルパークホテル監修 
　角切りミルクゼリー入り 
　コーヒーゼリーセット

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：150g×3個／箱
❶とろける食感のコーヒーゼリーに角切りミルクゼリーを加えました。コーヒー
は香り高く上品な苦みと程よい酸味が特徴のキリマンジャロを使用、ミルクゼリ
ーは少し硬めの心地よい食べ応えに仕上げました。❷常温180日間❸乳

ゴ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱
〈コ・ゴ共通〉❶学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品。組合員様の声が、この一本に濃縮されています。❷常温18ヶ月間❸小麦

コ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ズ
　仕込みそ「完成品」

本体 2,250円（税込2,430円）
★規格：1kg×4／箱
❶国産大豆100％で仕込んだ学校生協のみそは発酵菌が生きてい
ます。発酵菌がみその香りを作るので、開封したら冷蔵庫には入れず
清潔な容器に移し替え、室温でご利用ください。
❷常温6ヶ月間❸－

ゲだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

シいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット
シいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・赤だし・野菜・なめこ×各2食）／袋
❶「いつものおみそ汁」シリーズで人気の5種を2食ずつセットにしまし
た。味のバリエーションが手軽に楽しめます。❷常温1年間❸小麦、乳

ジ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1 

ジ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：規格：11食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし×各2食＋
減塩なす汁1食）／箱
❶減塩みそ汁5種セットに人気のなす汁を1食プラスした、お得な商品
です。❷常温1年間❸小麦、乳

カ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
カ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれ
ています。❷常温180日間❸えび

ク夕張メロン 
　ひとくちゼリー
ク夕張メロン 
　ひとくちゼリー

本体 500円（税込540円）
★規格：21g×15個／箱
❶冷やしてゼリーとして、凍らせてシャーベットとして楽しめます。　　
一口サイズ。❷常温180日間❸乳

グゆずのまんま 大袋
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：190g／袋
❶九州産ゆず皮をそのまま砂糖漬けにしました。ゆずの爽やかな香り
と甘酸っぱい味が口の中に広がります。❷常温240日間❸－

ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）
★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などに
もアレンジいただけます。❷常温2年間❸－

ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）
★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などに
もアレンジいただけます。❷常温2年間❸－

を野菜チーズナッツ
本体 560円（税込604円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、
焼きチーズとアーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳

を野菜チーズナッツ
本体 560円（税込604円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、
焼きチーズとアーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳
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調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

沖縄塩を使ったまろやかな
甘じょっぱさ
沖縄塩を使ったまろやかな
甘じょっぱさ

うす塩味の
じゃがいもスナック
うす塩味の
じゃがいもスナック

有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり

×20

味付け小魚とナッツをミックス！味付け小魚とナッツをミックス！

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ

三陸の荒波で育った
厚みと弾力
三陸の荒波で育った
厚みと弾力

小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　

3種のチーズを配合した
濃厚スナック
3種のチーズを配合した
濃厚スナック

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました
果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

ミレービスケットで
クリーム5種をサンド
ミレービスケットで
クリーム5種をサンド

ナッツ・ドライフルーツ・
かぼちゃの種の計6種をミックス
ナッツ・ドライフルーツ・
かぼちゃの種の計6種をミックス

磯の風味豊かなソフトタイプ磯の風味豊かなソフトタイプ 幅広く使える水煮ツナフレーク幅広く使える水煮ツナフレーク

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現
ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協定番のティーバッグ式だしパック 学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆ学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆ

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ
2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

30杯分

×15×15
調理例調理例調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

×15×15

×8

調理例調理例

大粒の紀州南高梅を漬け込みました大粒の紀州南高梅を漬け込みました

塩分
約4％

スパイシーなカレー味の
カシューナッツ
スパイシーなカレー味の
カシューナッツ

ごぼうの風味が弾けるサクサク食感ごぼうの風味が弾けるサクサク食感 直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ

それぞれのナッツに適した
焙煎方法で焼き上げました
それぞれのナッツに適した
焙煎方法で焼き上げました

人気の味を詰め合わせました人気の味を詰め合わせました 人気のなす汁が1食プラスでお得！人気のなす汁が1食プラスでお得！

野菜クラッカーに
チーズとアーモンドをプラス

野菜クラッカーに
チーズとアーモンドをプラス

は、全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です学
校 生 協

学
校 生 協 学

校 生 協
学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

9

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ

調味料（アミノ酸等）無添加

調理例調理例

とうふ とうふ

赤だし 赤だし
野 菜

ほうれん草

なめこ
なめこ

な す

な す

カシューナッツ

アーモンド
カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

ピーナッツ

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

組合員
さんの

広島県
学校生協
広島県
学校生協

クラッカーとアーモンドそしてチー
ズの焼き菓子のバランスが絶妙。
いつも届くと食べ始め、あっという
間になくなってしまいます。 098申込
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099申込
番号

116申込
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キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

〈ケ・ゲ共通〉❶旨みの荒節・コクの宗田節・香りの本枯節と北海道産真昆布を粉砕し、
最適な分量でブレンドしました。❷常温1年間❸－

ザ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい
深く仕上げました。❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

ス一杯の贅沢 
　完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×8食／箱
❶完熟トマトと野菜をじっくり煮込み、玉ねぎの甘みとチーズで濃厚
な味わいに仕上げました。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

ッちりめんとひじきの
　混ぜご飯

本体 780円（税込842円）
★規格：70g×2袋／袋
❶風味豊かに炊き上げたちりめんとひじきをバランスよくブレンドし
た、簡単・便利な混ぜごはんの素です。1袋70gに炊いた米2合が目安
です。❷常温3ヶ月間❸小麦

ソらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶鰹の出汁と鶏ガラをきかせた和風しょうゆ味。チャーシュー・コーン・
刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、乳

ゾうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機柄
のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳

タそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：34g×15個／箱
❶焼津で加工した鰹節の出汁をきかせた関東風そば。ねぎ・天かす・
椎茸・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、えび、そば

ダちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：39g×15個／箱
❶コクのある海鮮スープの旨みをきかせた野菜ちゃんぽん。キャベ
ツ・いか・人参・飛行機柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。
❷常温180日間❸小麦、乳

イカレーカシュー イカレーカシュー 
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（約66袋入り）
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした衣で包みました。
❷常温150日間❸小麦、乳
※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じることがございます。

ゥミレーサンド MIXゥミレーサンド MIX
本体 750円（税込810円）

★規格：20個（キャラメル・ホワイト・いちご風味・抹茶・黒糖きなこ風
味×各4個）／箱
❶懐かしい味わいのミレービスケットが、クリームとの絶妙なハーモ
ニーで少し贅沢なお菓子に生まれ変わりました。❷常温90日間
❸小麦、乳

ィおばあちゃんの焼こあじ 32枚
本体 500円（税込540円）

★規格：32枚／フードパック
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔ら
かく香ばしくなります。1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

ガ瀬戸田レモン
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮
ごと安心して召し上がれます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルト
やアイスのトッピングとしても。❷常温365日間❸－

オおいしい大豆で作った きなこ棒オおいしい大豆で作った きなこ棒
本体 600円（税込648円）

★規格：30個／箱
❶昔懐かしいきな粉と水飴を練り上げた駄菓子です。表面にもきな粉
をたっぷりとまぶしました。食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

ェチーズ イン スナック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10g×30袋／袋
❶チェダー・カマンベール・ゴルゴンゾーラの3種を配合したチーズク
リームをスナック生地に注入しました。❷常温180日間❸小麦、乳

チ塩ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶沖縄の海で育まれた天然塩「ぬちまーす」の雑味のない塩味が黒糖
のコクを引き立てています。❷常温90日間❸小麦、卵

ヂJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
ヂJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸－

キ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー
キ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,798円（税込1,941円）
★規格：300g（10g×30袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のある
ふくよかな味わいの「コーヒーショップブレンド」の、2つの味が楽しめ
る大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

ァ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ

本体 930円（税込1,004円）
★規格：27袋／袋
❶バナナは食べやすいよう細切りのバー状にしました。甘酸っぱくて
おいしいクランベリー入り。❷常温150日間❸－

エごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：16g×20袋／袋
❶野菜由来の食物繊維「イヌリン」を配合した、サクサク食感のごぼう
風味スナックです。便利な食べ切りサイズ。❷常温150日間
❸小麦、卵、乳

ォ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

ォ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

本体 500円（税込540円）
★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしまし
た。際立つ香ばしさと隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさで
す。食べやすい個包装。❷常温180日間❸乳

ア黒糖ドーナツ棒 40本ア黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：40本／箱
❶沖縄産サトウキビをしぼった含蜜黒糖を使用しています。
❷常温120日間❸小麦、卵

ん食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ん食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：13g×25P／箱
❶アーモンド・ピーナッツ・カシューナッツを油を使わずローストし、素材
の味を引き出しました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸落花生

ウさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶瀬戸内海産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜い
たピーナッツをミックス。ビタミンDを配合しました。カルシウム・マグ
ネシウムも補給できます。❷常温180日間❸落花生

サお徳用 
　三陸産カットわかめ
サお徳用 
　三陸産カットわかめ

本体 980円（税込1,058円）
★規格：70g／袋
❶みそ汁・お吸い物・サラダなど、手軽にお楽しみいただけます。
❷常温365日間❸－

ゼ有明産のり 朝一番ゼ有明産のり 朝一番
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：板のり8枚分（8切64枚）×2本／袋
❶佐賀県有明産原料を独自のたれで味付けしました。❷常温11ヶ月間
❸小麦、えび

セ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
セ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

本体 1,780円（税込1,922円）
★規格：400g（使用原料B級品・サイズ3L）／ポリ容器
❶多少の斑点はありますが、おいしさは通常品と同じです。
❷常温6ヶ月間❸－
※梅の実から液が出ることがありますが、品質には問題ありません。

ケだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ケだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ギ横浜ロイヤルパークホテル監修 
　角切りミルクゼリー入り 
　コーヒーゼリーセット

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：150g×3個／箱
❶とろける食感のコーヒーゼリーに角切りミルクゼリーを加えました。コーヒー
は香り高く上品な苦みと程よい酸味が特徴のキリマンジャロを使用、ミルクゼリ
ーは少し硬めの心地よい食べ応えに仕上げました。❷常温180日間❸乳

ギ横浜ロイヤルパークホテル監修 
　角切りミルクゼリー入り 
　コーヒーゼリーセット

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：150g×3個／箱
❶とろける食感のコーヒーゼリーに角切りミルクゼリーを加えました。コーヒー
は香り高く上品な苦みと程よい酸味が特徴のキリマンジャロを使用、ミルクゼリ
ーは少し硬めの心地よい食べ応えに仕上げました。❷常温180日間❸乳

ゴ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱
〈コ・ゴ共通〉❶学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品。組合員様の声が、この一本に濃縮されています。❷常温18ヶ月間❸小麦

コ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ズ
　仕込みそ「完成品」

本体 2,250円（税込2,430円）
★規格：1kg×4／箱
❶国産大豆100％で仕込んだ学校生協のみそは発酵菌が生きてい
ます。発酵菌がみその香りを作るので、開封したら冷蔵庫には入れず
清潔な容器に移し替え、室温でご利用ください。
❷常温6ヶ月間❸－

ゲだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

シいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット
シいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・赤だし・野菜・なめこ×各2食）／袋
❶「いつものおみそ汁」シリーズで人気の5種を2食ずつセットにしまし
た。味のバリエーションが手軽に楽しめます。❷常温1年間❸小麦、乳

ジ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1 

ジ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：規格：11食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし×各2食＋
減塩なす汁1食）／箱
❶減塩みそ汁5種セットに人気のなす汁を1食プラスした、お得な商品
です。❷常温1年間❸小麦、乳

カ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
カ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれ
ています。❷常温180日間❸えび

ク夕張メロン 
　ひとくちゼリー
ク夕張メロン 
　ひとくちゼリー

本体 500円（税込540円）
★規格：21g×15個／箱
❶冷やしてゼリーとして、凍らせてシャーベットとして楽しめます。　　
一口サイズ。❷常温180日間❸乳

グゆずのまんま 大袋
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：190g／袋
❶九州産ゆず皮をそのまま砂糖漬けにしました。ゆずの爽やかな香り
と甘酸っぱい味が口の中に広がります。❷常温240日間❸－

ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）
★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などに
もアレンジいただけます。❷常温2年間❸－

ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ツツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）
★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などに
もアレンジいただけます。❷常温2年間❸－

を野菜チーズナッツ
本体 560円（税込604円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、
焼きチーズとアーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳

を野菜チーズナッツ
本体 560円（税込604円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、
焼きチーズとアーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳
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調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

沖縄塩を使ったまろやかな
甘じょっぱさ
沖縄塩を使ったまろやかな
甘じょっぱさ

うす塩味の
じゃがいもスナック
うす塩味の
じゃがいもスナック

有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり

×20

味付け小魚とナッツをミックス！味付け小魚とナッツをミックス！

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ

三陸の荒波で育った
厚みと弾力
三陸の荒波で育った
厚みと弾力

小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　

3種のチーズを配合した
濃厚スナック
3種のチーズを配合した
濃厚スナック

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました
果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

ミレービスケットで
クリーム5種をサンド
ミレービスケットで
クリーム5種をサンド

ナッツ・ドライフルーツ・
かぼちゃの種の計6種をミックス
ナッツ・ドライフルーツ・
かぼちゃの種の計6種をミックス

磯の風味豊かなソフトタイプ磯の風味豊かなソフトタイプ 幅広く使える水煮ツナフレーク幅広く使える水煮ツナフレーク

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現
ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協定番のティーバッグ式だしパック 学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆ学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆ

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ
2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

30杯分

×15×15
調理例調理例調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

×15×15

×8

調理例調理例

大粒の紀州南高梅を漬け込みました大粒の紀州南高梅を漬け込みました

塩分
約4％

スパイシーなカレー味の
カシューナッツ
スパイシーなカレー味の
カシューナッツ

ごぼうの風味が弾けるサクサク食感ごぼうの風味が弾けるサクサク食感 直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ

それぞれのナッツに適した
焙煎方法で焼き上げました
それぞれのナッツに適した
焙煎方法で焼き上げました

人気の味を詰め合わせました人気の味を詰め合わせました 人気のなす汁が1食プラスでお得！人気のなす汁が1食プラスでお得！

野菜クラッカーに
チーズとアーモンドをプラス

野菜クラッカーに
チーズとアーモンドをプラス

は、全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です学
校 生 協

学
校 生 協 学

校 生 協
学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

9

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ

調味料（アミノ酸等）無添加

調理例調理例

とうふ とうふ

赤だし 赤だし
野 菜

ほうれん草

なめこ
なめこ

な す

な す

カシューナッツ

アーモンド
カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

ピーナッツ

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

組合員
さんの

広島県
学校生協
広島県
学校生協

クラッカーとアーモンドそしてチー
ズの焼き菓子のバランスが絶妙。
いつも届くと食べ始め、あっという
間になくなってしまいます。 098申込
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ボコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

ペゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

ニチーズおやつ 
　カマンベール入り

本体 520円（税込561円）

ナドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

ト黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,000円（税込1,080円）

ヅおばあちゃんの焼こあじ 100枚
本体 1,420円（税込1,533円）

★規格：100枚／袋
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔らかく香ばしくなります。
1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

テかむかむレモン（個包装）
本体 980円（税込1,058円）

★規格：4g×50袋／袋
❶瀬戸内産レモン果汁使用の、噛んで食べるチューイングキャンディー。
個包装1袋に2粒入り（4g）です。❷常温365日間❸乳

デじゃり豆 
　濃厚チーズ味

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：300g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドに衣を巻いて焼き、濃厚チーズをたっぷりと絡め
ました。お得な大容量タイプ。❷常温300日間❸小麦、乳

ヒべっぴんさん 
　コーヒーレーズンサンド

本体 800円（税込864円）
★規格：35g×5個／箱
❶華やかな香りのモカを焙煎し、砕いた粉末をクッキー生地に練り込みました。コーヒーの
ほのかな苦みとラムレーズンクリームのハーモニーが魅力です。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳

ビ黄金かわらけ かりんとう
本体 700円（税込756円）

★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ピ亀の子 せんべい
本体 600円（税込648円）

★規格：9枚／箱
❶亀の甲羅を象った瓦煎餅にごまの蜜をかけて仕上げました。❷常温60日間❸小麦、卵

フ国産果実の寒天ゼリー
本体 700円（税込756円）

★規格：500g／袋
❶国産果汁（長野県産シャインマスカット果汁・山形県産ふじりんご果汁・山梨県産もも果
汁・長野県産巨峰果汁）を使用した、4種のフルーツの味わいと香り豊かな砂糖掛けの寒天
ゼリーです。❷常温180日間❸－

ベKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,308円（税込1,412円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶まろやかなコクが特長の無糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ヘKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

本体 1,308円（税込1,412円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶キレのよい控えめな甘さが特長の微糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間
❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ブお醤油屋さんのつけやき
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：55枚／箱
❶国産米100％使用のひねり生地をじっくり堅焼きにし、更にしょうゆを付けて焼き上げま
した。❷常温180日間❸小麦

プねばねば野菜の
　おみそ汁です。

本体 1,270円（税込1,371円）
★規格：10.4g×10食／箱
❶具材にモロヘイヤ・ながいも・おくら入りです。
❷常温18ヶ月間❸－

ドアーモンドフロランタン（不揃い）
本体 2,840円（税込3,067円）

★規格：1kg（約23枚）／箱
❶少し型崩れした規格外品ですが、味は通常品と同じです。約23枚入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ト黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20g×20袋／袋
❶胡麻をたくさん手軽に摂取できる、さっくりとしたお菓子です。
❷常温180日間❸落花生

ヌのり佃煮
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：10g×60P／袋
❶有明産のりを使用。お弁当に最適な常温保存品です。❷常温365日間❸小麦

ニチーズおやつ 
　カマンベール入り

本体 520円（税込561円）
★規格：48本／箱
❶人気のカマンベールを配合したチーズを使用。濃厚な旨みです。
❷常温120日間❸小麦、乳

ネなめ茸 ミニパック
本体 1,430円（税込1,544円）

★規格：15g×50／箱
❶信州産えのき茸使用。お弁当のおともに、食卓のおかずに。❷常温730日間❸小麦

ノミレー ピローギフト
本体 3,000円（税込3,240円）

★規格：1kg（個包装込み）／箱
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘くてちょっぴり塩味の、後を
引くおいしさです。❷常温210日間❸小麦

ナドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

★規格：320g／袋
❶1袋でグリーンレーズン・クランベリー・ワイルドブルーベリーと、
ダイスカットされたパイナップル・パパイヤ・マンゴーの計6種類が楽しめます。
おやつやヨーグルトに。保存に便利なファスナー付き。❷常温240日間❸－

ハ即席みそ汁 
　こうじみそ

本体 2,980円（税込3,218円）
★規格：50食／箱
❶素材別にフリーズドライ。いつでもできたての味です。❷常温365日間❸小麦、乳

バ辻利 
　三種の茶あわせ（スティック）

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：0.8g×100本（煎茶40本・ほうじ茶30本・玄米茶30本）／箱
❶宇治の老舗・辻利が厳選した国産茶葉を100％使用。お湯にも水にもすぐ溶けます。
❷常温12ヶ月間❸－

パ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

★規格：75g（1.5g×50包）／袋
❶ごぼう本来の甘みと香りを引き出しました。ノンカフェイン、水出し・お湯出し共用。
抽出しやすい三角ティーバッグ入り。❷常温730日間❸－

マTOKYO 
　クラフトコーラシリーズ 
　ギフトセット

本体 2,300円（税込2,484円）
★規格：200ml×3／箱
❶オリジナルブレンドのスパイスをバランスよく合わせました。着色料・保存料不使用。
❷常温365日間❸－

ペゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

★規格：500ml／箱
❶種から育てた香り高いゆず・砂糖・はちみつで作った、ゆず原液
飲料です。8～10倍に薄めてお飲みください。❷常温6ヶ月間❸－

ホパインアップルジュース
本体3,700円（税込3,996円）

★規格：160g6缶×5パック／箱
❶酸味と甘みのバランスが絶妙な、パインアップル果汁100％の
ジュースです。❷常温24ヶ月間❸－

ポ信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体3,580円（税込3,866円）
★規格：（160g缶×6P）×5種／箱
❶長野県産サンふじ・シナノスイート・シナノゴールド・秋映・サンつ
がるを搾った、酸化防止剤無添加・ストレート果汁100％のジュース
セットです。❷常温24ヶ月間❸－

ボコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

本体1,560円（税込1,684円）
★規格：8g×30袋／箱
❶お気に入りのマイボトルにコーヒーバッグとお湯を入れるだけ。
アラビカコーヒー豆100％の香り高くまろやかなコクのある味わ
いです。❷常温12ヶ月間❸－

組合員さんから掲載してほしい！のお声いただきました
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ソースメーカーが作るクラフトコーラシリーズソースメーカーが作るクラフトコーラシリーズ

遠赤外線焙焼機でじっくり
焼き上げました
遠赤外線焙焼機でじっくり
焼き上げました

1粒にビタミンCレモン
10個分（200mg）を配合
1粒にビタミンCレモン
10個分（200mg）を配合

チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子
チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

黒ゴマに黒糖ときな粉を
加えたやさしい甘み
黒ゴマに黒糖ときな粉を
加えたやさしい甘み

手軽で便利な使い切りタイプ手軽で便利な使い切りタイプ 個包装でムダなく便利！個包装でムダなく便利！

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング
サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

6種のフルーツをおやつや
ヨーグルトに
6種のフルーツをおやつや
ヨーグルトに

昔懐かしい味わい昔懐かしい味わい
チーズがかわいい
一口サイズになりました
チーズがかわいい
一口サイズになりました

フリーズドライだから作りたてのおいしさフリーズドライだから作りたてのおいしさ 1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ 国産ごぼうを皮付きのままじっくり焙煎国産ごぼうを皮付きのままじっくり焙煎

6060

世田谷みやげ認定メーカー同士の
コラボ商品

世田谷みやげ認定メーカー同士の
コラボ商品

あん入り黒蜜を絡めた
サクサクの食感
あん入り黒蜜を絡めた
サクサクの食感

ごまの風味豊かなほんのりした
甘さのせんべい
ごまの風味豊かなほんのりした
甘さのせんべい

国産果汁を使用した4種類のフルーツ味の
寒天ゼリーです
国産果汁を使用した4種類のフルーツ味の
寒天ゼリーです

お米の風味を引き出した焼きしょうゆ味お米の風味を引き出した焼きしょうゆ味 とろとろ食感のおみそ汁とろとろ食感のおみそ汁

甘さを控えたすっきりした
味わいのアイスコーヒー
甘さを控えたすっきりした
味わいのアイスコーヒー

まろやかな味と香りまろやかな味と香り 沖縄県産パインアップルの
ストレートジュース
沖縄県産パインアップルの
ストレートジュース

マイボトルにお湯を注いで30分マイボトルにお湯を注いで30分
長野県産りんごジュース5種セット長野県産りんごジュース5種セット

白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい
白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい

×10

商品担当 おすすめ！

調理例調理例 調理例調理例

調理例

50杯分

調理例

×30

×各6

レーズンサンドは
たくさんあるけど、

コーヒー風味はな
いので珍しい。
レーズンとの組み
合わせが絶妙で
おいしい。

近所のスーパーでは

すぐに売り切れて
しまうので、
販売してほしい。

とてもおいしい。ぜひ販売してほしい。

×60

組合員さんの声 組合員さんの声 組合員さんの声

ソースメーカーが厳選
したスパイスを使用し
た本格クラフトコーラ
シリーズ。コーラシロッ
プ、チャイ風シロップ、
ラッシーシロップの3本
セット。炭酸水、牛乳、の
むヨーグルトに混ぜた
り、かき氷にも。

チャイ風シロップ
コーラシロップ
ラッシーシロップ
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ボコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

ペゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

ニチーズおやつ 
　カマンベール入り

本体 520円（税込561円）

ナドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

ト黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,000円（税込1,080円）

ヅおばあちゃんの焼こあじ 100枚
本体 1,420円（税込1,533円）

★規格：100枚／袋
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔らかく香ばしくなります。
1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

テかむかむレモン（個包装）
本体 980円（税込1,058円）

★規格：4g×50袋／袋
❶瀬戸内産レモン果汁使用の、噛んで食べるチューイングキャンディー。
個包装1袋に2粒入り（4g）です。❷常温365日間❸乳

デじゃり豆 
　濃厚チーズ味

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：300g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドに衣を巻いて焼き、濃厚チーズをたっぷりと絡め
ました。お得な大容量タイプ。❷常温300日間❸小麦、乳

ヒべっぴんさん 
　コーヒーレーズンサンド

本体 800円（税込864円）
★規格：35g×5個／箱
❶華やかな香りのモカを焙煎し、砕いた粉末をクッキー生地に練り込みました。コーヒーの
ほのかな苦みとラムレーズンクリームのハーモニーが魅力です。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳

ビ黄金かわらけ かりんとう
本体 700円（税込756円）

★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ピ亀の子 せんべい
本体 600円（税込648円）

★規格：9枚／箱
❶亀の甲羅を象った瓦煎餅にごまの蜜をかけて仕上げました。❷常温60日間❸小麦、卵

フ国産果実の寒天ゼリー
本体 700円（税込756円）

★規格：500g／袋
❶国産果汁（長野県産シャインマスカット果汁・山形県産ふじりんご果汁・山梨県産もも果
汁・長野県産巨峰果汁）を使用した、4種のフルーツの味わいと香り豊かな砂糖掛けの寒天
ゼリーです。❷常温180日間❸－

ベKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,308円（税込1,412円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶まろやかなコクが特長の無糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ヘKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

本体 1,308円（税込1,412円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶キレのよい控えめな甘さが特長の微糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間
❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ブお醤油屋さんのつけやき
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：55枚／箱
❶国産米100％使用のひねり生地をじっくり堅焼きにし、更にしょうゆを付けて焼き上げま
した。❷常温180日間❸小麦

プねばねば野菜の
　おみそ汁です。

本体 1,270円（税込1,371円）
★規格：10.4g×10食／箱
❶具材にモロヘイヤ・ながいも・おくら入りです。
❷常温18ヶ月間❸－

ドアーモンドフロランタン（不揃い）
本体 2,840円（税込3,067円）

★規格：1kg（約23枚）／箱
❶少し型崩れした規格外品ですが、味は通常品と同じです。約23枚入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ト黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20g×20袋／袋
❶胡麻をたくさん手軽に摂取できる、さっくりとしたお菓子です。
❷常温180日間❸落花生

ヌのり佃煮
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：10g×60P／袋
❶有明産のりを使用。お弁当に最適な常温保存品です。❷常温365日間❸小麦

ニチーズおやつ 
　カマンベール入り

本体 520円（税込561円）
★規格：48本／箱
❶人気のカマンベールを配合したチーズを使用。濃厚な旨みです。
❷常温120日間❸小麦、乳

ネなめ茸 ミニパック
本体 1,430円（税込1,544円）

★規格：15g×50／箱
❶信州産えのき茸使用。お弁当のおともに、食卓のおかずに。❷常温730日間❸小麦

ノミレー ピローギフト
本体 3,000円（税込3,240円）

★規格：1kg（個包装込み）／箱
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘くてちょっぴり塩味の、後を
引くおいしさです。❷常温210日間❸小麦

ナドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

★規格：320g／袋
❶1袋でグリーンレーズン・クランベリー・ワイルドブルーベリーと、
ダイスカットされたパイナップル・パパイヤ・マンゴーの計6種類が楽しめます。
おやつやヨーグルトに。保存に便利なファスナー付き。❷常温240日間❸－

ハ即席みそ汁 
　こうじみそ

本体 2,980円（税込3,218円）
★規格：50食／箱
❶素材別にフリーズドライ。いつでもできたての味です。❷常温365日間❸小麦、乳

バ辻利 
　三種の茶あわせ（スティック）

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：0.8g×100本（煎茶40本・ほうじ茶30本・玄米茶30本）／箱
❶宇治の老舗・辻利が厳選した国産茶葉を100％使用。お湯にも水にもすぐ溶けます。
❷常温12ヶ月間❸－

パ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

★規格：75g（1.5g×50包）／袋
❶ごぼう本来の甘みと香りを引き出しました。ノンカフェイン、水出し・お湯出し共用。
抽出しやすい三角ティーバッグ入り。❷常温730日間❸－

マTOKYO 
　クラフトコーラシリーズ 
　ギフトセット

本体 2,300円（税込2,484円）
★規格：200ml×3／箱
❶オリジナルブレンドのスパイスをバランスよく合わせました。着色料・保存料不使用。
❷常温365日間❸－

ペゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

★規格：500ml／箱
❶種から育てた香り高いゆず・砂糖・はちみつで作った、ゆず原液
飲料です。8～10倍に薄めてお飲みください。❷常温6ヶ月間❸－

ホパインアップルジュース
本体3,700円（税込3,996円）

★規格：160g6缶×5パック／箱
❶酸味と甘みのバランスが絶妙な、パインアップル果汁100％の
ジュースです。❷常温24ヶ月間❸－

ポ信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体3,580円（税込3,866円）
★規格：（160g缶×6P）×5種／箱
❶長野県産サンふじ・シナノスイート・シナノゴールド・秋映・サンつ
がるを搾った、酸化防止剤無添加・ストレート果汁100％のジュース
セットです。❷常温24ヶ月間❸－

ボコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

本体1,560円（税込1,684円）
★規格：8g×30袋／箱
❶お気に入りのマイボトルにコーヒーバッグとお湯を入れるだけ。
アラビカコーヒー豆100％の香り高くまろやかなコクのある味わ
いです。❷常温12ヶ月間❸－

組合員さんから掲載してほしい！のお声いただきました
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ソースメーカーが作るクラフトコーラシリーズソースメーカーが作るクラフトコーラシリーズ

遠赤外線焙焼機でじっくり
焼き上げました
遠赤外線焙焼機でじっくり
焼き上げました

1粒にビタミンCレモン
10個分（200mg）を配合
1粒にビタミンCレモン
10個分（200mg）を配合

チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子
チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

黒ゴマに黒糖ときな粉を
加えたやさしい甘み
黒ゴマに黒糖ときな粉を
加えたやさしい甘み

手軽で便利な使い切りタイプ手軽で便利な使い切りタイプ 個包装でムダなく便利！個包装でムダなく便利！

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング
サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

6種のフルーツをおやつや
ヨーグルトに
6種のフルーツをおやつや
ヨーグルトに

昔懐かしい味わい昔懐かしい味わい
チーズがかわいい
一口サイズになりました
チーズがかわいい
一口サイズになりました

フリーズドライだから作りたてのおいしさフリーズドライだから作りたてのおいしさ 1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ 国産ごぼうを皮付きのままじっくり焙煎国産ごぼうを皮付きのままじっくり焙煎
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世田谷みやげ認定メーカー同士の
コラボ商品

世田谷みやげ認定メーカー同士の
コラボ商品

あん入り黒蜜を絡めた
サクサクの食感
あん入り黒蜜を絡めた
サクサクの食感

ごまの風味豊かなほんのりした
甘さのせんべい
ごまの風味豊かなほんのりした
甘さのせんべい

国産果汁を使用した4種類のフルーツ味の
寒天ゼリーです
国産果汁を使用した4種類のフルーツ味の
寒天ゼリーです

お米の風味を引き出した焼きしょうゆ味お米の風味を引き出した焼きしょうゆ味 とろとろ食感のおみそ汁とろとろ食感のおみそ汁

甘さを控えたすっきりした
味わいのアイスコーヒー
甘さを控えたすっきりした
味わいのアイスコーヒー

まろやかな味と香りまろやかな味と香り 沖縄県産パインアップルの
ストレートジュース
沖縄県産パインアップルの
ストレートジュース

マイボトルにお湯を注いで30分マイボトルにお湯を注いで30分
長野県産りんごジュース5種セット長野県産りんごジュース5種セット

白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい
白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい

×10

商品担当 おすすめ！

調理例調理例 調理例調理例

調理例

50杯分

調理例

×30

×各6

レーズンサンドは
たくさんあるけど、

コーヒー風味はな
いので珍しい。
レーズンとの組み
合わせが絶妙で
おいしい。

近所のスーパーでは

すぐに売り切れて
しまうので、
販売してほしい。

とてもおいしい。ぜひ販売してほしい。

×60

組合員さんの声 組合員さんの声 組合員さんの声

ソースメーカーが厳選
したスパイスを使用し
た本格クラフトコーラ
シリーズ。コーラシロッ
プ、チャイ風シロップ、
ラッシーシロップの3本
セット。炭酸水、牛乳、の
むヨーグルトに混ぜた
り、かき氷にも。

チャイ風シロップ
コーラシロップ
ラッシーシロップ
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※イメージ図

〈メ・モ・ャ共通〉★重量（片足）：S=（約）２００g、M=（約）２１０g、L=（約）２２０g　　
★材質：甲＝合成皮革、底＝合成底（ポリウレタン）、中敷＝合成皮革★生産国：日本

番号 品名（適応サイズ）

S （約22.0～22.5cm）
M （約23.0～23.5cm）
L （約24.0～24.5cm）

メ

モ

ャ

申込番号

フィットソフトサンダル
本体 2,480円（税込2,728円）

〈ヤ・ュ・ユ共通〉★サイズ：約17×11.8×0.4cm
★重量：約40g★材質：ポリエステル★生産国：日本
※商品によって柄の出方が異なります。

番号 種類

花つる草
夢二椿
青い銀杏

ヤ

ュ

ユ

申込番号

保温マグ GO MUG S
本体 1,100円（税込1,210円）
番号 色 申込番号

ライトブルー
ベージュ

ョ

ヨ
〈ョ・ヨ共通〉
★容量：約300ml★サイズ：約径７.６×９.７cm
★材質：ステンレス鋼★生産国：中国

ムUVカット 抗菌防臭アームカバー
本体 980円（税込1,078円）

★内容：1組（2枚）★色：ブラック★適応サイズ：上腕周り22～30cm★材質：綿、ポリエステル、その他
★洗濯ネット使用で洗濯機可★生産国：日本

ミ国産 岡山児島デニムの
　おでかけ帽子 インディゴ

本体 4,580円（税込5,038円）
★サイズ：頭囲＝56.5～58.5cm、つば最大長さ＝前約9cm・後ろ約6.5cm★材質：綿100％
★生産国：日本

竹久夢二 
お薬手帳カードケース
本体 1,800円（税込1,980円）

ルCellsh ほほあごエステローラー
本体 2,980円（税込3,278円）

★材質：ローラー素地部＝亜鉛合金、ローラーメッキ表層＝チタ
ンメッキ、ローラー側面部＝ポリアセタール、持ち手＝ABS樹
脂、持ち手・アーム部メッキ表層＝ニッケルメッキ、アーム表地部
＝ポリプロピレン★生産国：中国
※お肌の弱い方（アレルギー体質の方）や痛みに敏感な方は商
品のご購入をお控えください。また、ご使用中お肌に痛みや違
和感を覚えた場合はご使用を中止してください。

ラ電子レンジ専用 
　フレンチトーストメーカー 
　スヌーピー やさい

本体 1,180円（税込1,298円）
★満水容量：1000ml★耐熱温度：140℃★サイズ：17×15×高さ7.5cm★材質：ポリプロピレン★生産国：日本 ※食洗器不可

リパーセントプレート
本体 1,200円（税込1,320円）

★内容：イエロー（10％）、ネイビー（20％）、ピンク（30％）、ライトブルー（40％）、ベージュ（50％）★耐熱温度：
各140℃★サイズ：10％＝13.5×8.5×2.2cm、20％＝13.9×16.3×2.2cm、30％＝13.9×22.5×2.2cm、40
％＝14×26.5×2.2cm、50％＝28×14×2.2cm★材質：ポリプロピレン★生産国：日本

初夏の快適便利雑貨
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足の傾斜が
少なく、
疲れにくい

京都の職人が
ひとつずつ
手作りして
います

美しい
風合いが楽しめ、
使うほどに味わいが

増します

接合も
１つ１つ
手作業です 約

5.5
cm

そり上がった
つま先で歩きやすい
つまづき防止にも

約
3.5
cm

中敷がソフトで
肌触りがよい

地面との
接触面が広く、
安定性があります

足にフィットして歩きやすい厚底サンダル 大正ロマンを感じる
竹久夢二の木版画デザイン

コンビニのレギュラー
サイズのコーヒーが
すっぽり収まります

コンビニのレギュラー
サイズのコーヒーが
すっぽり収まります

結露を防ぎ、
そのまま飲み物を
入れても使えます

結露を防ぎ、
そのまま飲み物を
入れても使えます

（約）

9.7
cm

152 153

149 150 151

ホットも
アイスも
OK！

基本レシピ
＋6種の

アレンジレシピ
付き

自由な用途で
カラフルな
食卓を演出
します

11 22

コンビニコーヒーがすっぽり入るステンレス保温マグ 電子レンジで手軽にフレンチトースト電子レンジで手軽にフレンチトースト

ホームパーティーやアウトドアで大活躍ホームパーティーやアウトドアで大活躍

日本製ジーンズの原点・岡山県
児島のデニム生地を使用
先端部分がへり状のつばは好みで位置を
上下に調節できます

らせん状に入ったジーンズのようなステッチで
小顔効果も抜群
らせん状に入ったジーンズのようなステッチで
小顔効果も抜群

内
側
は
ゴ
ム
付
き
で

適
度
に
フ
ィッ
ト

コ
ン
パ
ク
ト
に
し
ま
え
て

持
ち
運
び
も
ラ
ク
ラ
ク
！

1冊にまとまる
ゴムバンド付き

着物の生地でしっとりした手ざわり

左ポケットは
保険証・診察券が
5枚入るカード入れ

右ポケットは
お薬手帳入れ竹久夢二（1884～1934）：「夢二式美人画」で人気を博した、明治末期～昭和初期を代表する詩画人

あご

フェイスライン

ほほ

2つのローラーがほほ•あごをはさみ
ながらコロコロと回転。一度で左右対
称にアプローチします。

イタ気持ちいい
美顔ローラー
気になるフェイスラインを
集中的にケア！
フェイスラインを左右対称に
引き上げ※1ながら、お肌を刺激

たる型ヘッドがお肌の曲線にピッタリとフィット。
お肌に吸いつくように転がり、684個の三角錐の
鍼がお肌を適度に刺激します。

ほほを挟みながら
引き上げるローラー

※イメージ写真

684個
の三角錐の鍼が
お肌を刺激！
※ローラー2個合わせた本数

※図は鍼の形が分かりやすいように色をつけています。

できあがり時間目安は
500Wで約4分

加熱／保存
切替弁付き

パーセントの異なるお皿を
組み合わせると1枚の円になります

電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機 可

ムレにくくサラッとした着け心地で汗ばむ季節も快適

10％ 20％

40％ 50％

30％

UVカット率90％以上

2WAY

ジーンズの
原点
岡山県の
児島デニム 9cm

※1.使用中の効果です。　
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今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！

※このチラシに掲載している商品は、食品添加物の
　必要性・安全性に考慮し、日本生活協同組合連合会
　ＣＯ・ＯＰ商品の食品添加物基準が指定する
　不使用添加物は一切使用していません。

※原材料、全曲目はこちらをご覧ください。学校生活協同組合 https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

※商品の規格区分は、❶商品特長❷賞味期間で表記されております。(賞味期間とは、
製造年月日より美味しくいただける期間を意味しています。)❸アレルギー表示は
特定原材料品〔卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに〕を案内しています。特定原材料
品目を使用していない場合は「－」と表示します。

　　　　　　　　  ご注文は所属生協指定の申込書に必要事項をご記入ください。
ご注文いただいたときの組合員の皆様の個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
それ以外の目的では利用いたしません。
⑴ ご注文いただいた商品の発送（商品発送のために出荷元に個人情報を委託します。）
⑵ 商品代金の請求 ⑶ ご注文の確認作業 ⑷ 商品の感想をお聞きする場合の連絡先

個人情報の扱い

※書籍の帯の有無や商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。
※著作物については不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。
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学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！

おすすめ商品おすすめ商品おすすめ商品おすすめ商品担当の担当の担当の担当の

（税込993円）

本体本体

年度末号で

本体1,000円

う牛乳でつくる 
　飲むデザート アソート 6食

本体 600円（税込648円）
★規格：3種×各2食／袋
❶いちごミルクを再現した「ザク切りいちご」・2種のベリーが浮かぶ「まる
ごとベリーベリー」・サクッと食感がおもしろい「ザク切りもも」の3種セット
です。人工甘味料・香料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸－

ぃ瀬戸田八朔
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：420g／瓶
❶薄皮の無い八朔の果実1個分と、八朔を皮ごと丸々すりおろしたペースト
を配合したシロップ入り。❷常温18ヶ月間❸－

ガ瀬戸田レモン
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮ごと安
心して召し上がれます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルトやアイスのト
ッピングとしても。❷常温365日間❸－

ぅすりおろしゼリー ミックス
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：21g×40個／袋
❶果肉と果汁合わせて30％を配合した
フルーティーなゼリーです。りんご・洋
梨・ピーチの3種を詰め合わせました。
❷常温180日間❸－
※各種の個数にバラつきが
ございます。

いプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 500円（税込540円）

★規格：16g×50個／袋
❶みかんとパインの果肉入りで、つぶつぶ食感が楽しめます。❷常温180日間❸卵、乳

ぇ凍らせておいしい 国産ジュースセット
本体 2,080円（税込2,246円）

★規格：90g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

え13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食
★規格：5種（あめ色玉ねぎ・ザク切りキャベツとトマト・ねばねば野菜とたまご・根野菜と国産しょうが・野菜とたまごの具だくさん）×各2食／袋
❶スープ5種で合計13種類の野菜が食べられます。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ο今年の春搾った 日向夏
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ξ学園トマトケチャップ

κ味の逸品 手巻納豆
ιハワイアンホースト 
　マウナロア マカデミアナッツ 
　塩味 ミニパック

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、ナッツ本来の旨みを
引き出しました。❷2022年11月末以降❸－

ιハワイアンホースト 
　マウナロア マカデミアナッツ 
　塩味 ミニパック

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、ナッツ本来の旨みを
引き出しました。❷2022年11月末以降❸－

η学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ
η学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：6g×30袋／袋
❶細切りアーモンドとカリポリ小魚をミックスしました。カルシウムをたっぷり含んでいます。
❷常温180日間❸－

μカリフォルニア 
　ソフトプルーン

本体 1,030円（税込1,112円）
★規格：100g×3／袋
❶カリフォルニア産の種抜きプルーンをソフトな食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温360日間❸－

κ味の逸品 手巻納豆
本体 650円（税込702円）

★規格：55g／袋
❶納豆と砕いたあられをミックスしてマスタードをきかせ、手巻き寿司風に
海苔で巻きました。❷常温120日間❸小麦

νブルーベリーと
　クリームチーズのスプレッド

本体 500円（税込540円）
★規格：135g／瓶
❶カナダ産大粒ブルーベリーの甘さとクリームチーズの酸味が効いたコクがマッチした
スプレッドです。クラッカー・ホットケーキ・フレンチトーストなどに。❷常温1年間❸乳

ο今年の春搾った 日向夏
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

π国産りんごの アップルパイ
本体 960円（税込1,036円）

★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ヂJagatteru（じゃがってる）うす塩味
本体 1,240円（税込1,339円）

ヂJagatteru（じゃがってる）うす塩味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸－

θカリッとじゃが 
　カレー風味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。
食べやすい個包装。❷常温180日間❸小麦、乳

λ華味鳥の鶏皮揚げ 
　TORIKARI（トリカリ）

本体 500円（税込540円）
★規格：50g／袋
❶宮崎発祥の万能スパイス「マキシマムスパイス」でクセになる味付けに仕上げました。
日常のおやつにも、お酒のおつまみにもぴったりです。❷常温8ヶ月間❸小麦

ξ学園トマトケチャップ
本体 570円（税込615円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－

1

共同購入 音楽

ハーベスト

学校・職域生協食品 雑貨 書籍

×各4

牛乳を注ぐだけで果物感を味わえます牛乳を注ぐだけで果物感を味わえます

練乳風味の一口サイズ練乳風味の一口サイズ
すりおろした果肉と果汁の一口ゼリーすりおろした果肉と果汁の一口ゼリー

ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセットぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセット

調理例調理例

まるごとベリーベリー

ザク切りいちご

ザク切りもも

お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

5月号

瀬戸田町

あめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎ

ザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマトザク切りキャベツとトマト

ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご

根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが

野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん

調理例

野菜の具材感を楽しむ人気の
スープ5種セット

野菜の具材感を楽しむ人気の
スープ5種セット

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました
果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

広島県尾道市産の
八朔を使用
広島県尾道市産の
八朔を使用

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用

93

に掲載！に掲載！

果実はサラダ
・

ヨーグルト・ケ
ーキ

のトッピングな
どに、

シロップは炭
酸や

お酒の割材
などに。

P8

炭酸で

割ったり紅茶に

おすすめ

りんご
洋 梨
ピーチ

16
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共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト5月号

115

に掲載！に掲載！

今年の春に搾った日向夏ストレート果汁今年の春に搾った日向夏ストレート果汁

おやつで手軽にカルシウム補給おやつで手軽にカルシウム補給

マカデミアナッツ塩味の小分けタイプマカデミアナッツ塩味の小分けタイプ

ソフトな食感のカリフォルニア産プルーンソフトな食感のカリフォルニア産プルーン

あられと納豆を手巻き寿司風にあられと納豆を手巻き寿司風に

大粒ブルーベリーとクリームチーズで
ちょっと贅沢に
大粒ブルーベリーとクリームチーズで
ちょっと贅沢に

スパイシーでクセになるおいしさスパイシーでクセになるおいしさ

真っ赤に熟したトマトを濃縮真っ赤に熟したトマトを濃縮

国産りんごのフィリングを丁寧に包みました国産りんごのフィリングを丁寧に包みました

うす塩味のじゃがいもスナックうす塩味のじゃがいもスナック
カリカリ食感！カレー味の
じゃがいもフライ
カリカリ食感！カレー味の
じゃがいもフライ

×30

×3

調理例

新物

×8

塩味VSカレー味

どっちにする？

ロングライフ今年度
今回限り

調理例調理例

新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。

NO.617チラシ

002申込
番号

005申込
番号

004申込
番号

001申込
番号

093申込
番号

003申込
番号

006申込
番号

198申込
番号

200申込
番号

203申込
番号

201申込
番号

204申込
番号

206申込
番号

207申込
番号

115申込
番号

199申込
番号

202申込
番号

205申込
番号

115申込
番号

申込締切日およびお届け日については
ご所属の生協のご案内をご確認ください


