
2021-チラシNO.6182021-チラシNO.618

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）

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

16

※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

※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。

ぉ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υまるごと搾った シークヮーサー果汁

本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：500ml／袋
❶大宜味村産限定の

シークヮーサー果汁1
00％。苦みが少なく、

ソフトドリンク

や調味料としてお召し
上がりいただけます。

❷常温180日間❸－
τ石神邑 梅搾り

本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：490ml／箱
❶名産地・和歌山県石

神地域の完熟南高梅
と砂糖のみで作りまし

た。梅は農薬

の量を通常の半分に
減らし、化学肥料も一

切使わず栽培。お召し
上がりは2～4

倍に薄めてどうぞ。❷
常温210日間❸－

σやわらか食感 焼せせり
1,533

σ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－

1,533
ο俺の贅沢 やわらか 炙りいか軟骨

本体 1,420円（税込1,533円）
★規格：40g×5／袋
❶肉厚の国内産アカイカの軟骨を、いか魚醤で味わい深いピリ辛味に仕上げま
した。やわらかい食感です。❷常温240日間❸小麦

753
π海の幸 珍味MIX

本体 698円（税込753円）
★規格：60g／袋
❶5つの海の幸をパリッ・ポリッとした食感に仕上げました。❷常温120日間
❸小麦、えび

ρおつまみあわび
1,080

ρおつまみあわび
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：10粒／袋
❶セネガル産の天然あわびを甲州名産あわび煮貝のたれで味付けしました。　
❷常温180日間❸－

918
μ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－

1,080
ν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

ξひとくち チーズサンド
1,080

ξひとくち チーズサンド
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20g×10袋／袋
❶クリーミーなチーズをたらシートで挟み、一口サイズにカットしました。食べ切りサ
イズ。❷常温120日間❸小麦、乳

2,160

ιアサヒテング 
　ビーフジャーキー味 じゃがスティック 

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：42g×12袋／袋
❶カリッとした食感のじゃがいもスティックをアサヒテング印のビーフジャーキー
味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦

ぃNIPPON フルーツバー アソート
本体 2,200円（税込2,376円）

★規格：90g×20本（4種類×5本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとしてお召し上がりいた
だけます。❷常温10ヶ月間❸－

ぅ信州 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－

う日向夏ジュース
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12／箱
❶宮崎県特産の日向夏使用。独特の芳香とさわやかな酸味がおいしいジュース
です。❷常温180日間❸－

ぇすりおろしゼリー ミックスぇすりおろしゼリー ミックス
本体 980円（税込1,058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。

え冷やしぜんざい
本体 600円（税込648円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。上品な味わいです。❷常温90日間❸－

え冷やしぜんざい
本体 600円（税込648円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。上品な味わいです。❷常温90日間❸－

（税込1,857円）

本体本体

★規格：140g（14g×10袋）／箱
❶10日間じっくり乾燥させ、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ました。❷常温360日間❸－

1,512
κネジ∞ネジ 旨味トマト味

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：30g×12袋／箱
❶デュラム小麦のセモリナ粉100％使用。トマトにオニオンとポークの旨
みをプラスし、カリッとした食感に仕上げました。❷常温180日間
❸小麦、乳

1,512
λネジ∞ネジ 香ばしえび塩味

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：30g×12袋／箱
❶デュラム小麦のセモリナ粉100％使
用。香ばしいえびの風味と旨みをプラス
し、カリッとした食感に仕上げました。　
❷常温180日間❸小麦、乳、えび

い北海道トマト100％い北海道トマト100％

本体 2,480円（税込2,678円）
★規格：160g×20缶／箱
❶血圧が気になる方に、高めの血圧を下げるGABAを含んだ
機能性表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－
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共同購入 音楽

ハーベスト

学校・職域生協食品 雑貨 書籍

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

おいしさギュッと！
フライドパスタ
スナック

おいしさギュッと！
フライドパスタ
スナック

今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！ お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽
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沖縄の拠点産地・大
宜味村

産のストレート果汁
沖縄の拠点産地・大

宜味村

産のストレート果汁南高梅の完熟梅ジュ
ース

南高梅の完熟梅ジュ
ース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

やわらか食感のピリ辛いか軟骨やわらか食感のピリ辛いか軟骨

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る

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

ビーフジャーキー味の珍しいポテトスナックビーフジャーキー味の珍しいポテトスナック

クリーミーなチーズを
たらシートで挟みました
クリーミーなチーズを
たらシートで挟みました

5種類の珍味が1袋にたっぷり5種類の珍味が1袋にたっぷり

あわびが個包装のおつまみになりましたあわびが個包装のおつまみになりました

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

宮崎県特産日向夏

ストレート果汁100
％宮崎県特産日向夏

ストレート果汁100
％

北海道産トマトの

ストレートジュース
北海道産トマトの

ストレートジュース

すりおろした果肉と
果汁の

ひとくちゼリー
すりおろした果肉と

果汁の

ひとくちゼリー

北海道産小豆の自然
な風味と甘み

北海道産小豆の自然
な風味と甘み

まるごと焼きえび

さくさく梅わかめ

きす骨せんべい

ごまいりこ

いわしせんべい

　
　

　　　
国産
フル
ーツ
デザートのアソート　　　　

　

　
　

　　　
国産
フル
ーツ
デザートのアソート　　　　
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夏の
味覚

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

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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がKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,134円（税込1,224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10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。

かKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

本体 1,134円（税込1,224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10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。

け国産ごぼう茶
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。
お得な大容量タイプ。❷常温730日間❸－

こレモン香る煎茶 水出しTEABAG
本体 630円（税込680円）

★規格：60g（3g×20包）／袋
❶静岡県産茶葉とレモンマートルというハーブをブレンドした、爽やかなフレーバーティー
です。レモンの果肉も加えたすっきりとした味わいです。❷常温365日間❸－

お牛乳でつくる 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－

き伊賀の天然水 
　強炭酸水

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱

ぎ伊賀の天然水 
　強炭酸水 レモン

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱

ぎ伊賀の天然水 
　強炭酸水 レモン

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱
【き・ぎ共通】
❶三重県伊賀市で採取した天然水に、ガスボリューム5.0（充填時）の
炭酸を加えました。❷常温6ヶ月間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用して
います。人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぐPOM 
　塩と夏みかん

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：200ml（テトラスリム）×12本／箱
❶一般的なスポーツ飲料と同じ、人間の体液と浸透圧がほぼ等しい
アイソトニック飲料。カロリーが気になる人にも飲みやすいカロリー
オフです。❷常温6ヶ月間❸－

げ山形さくらんぼサイダー

本体 3,480円（税込3,758円）
★規格：200ml×30缶／箱
❶山形県産さくらんぼ・佐藤錦の果汁を10％使用。爽やかな甘酸
っぱさと華やかな香りが広がります。❷常温10ヶ月間❸－

ご辻利 
　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－

さポーション 
　宇治抹茶ラテ き釈用

本体 470円（税込507円）
★規格：18g×10P／袋
❶希釈用の抹茶飲料です。ほどよい甘さの抹茶ラテが手軽に楽しめます。
人工甘味料不使用。❷常温1年間❸－

ぞチアシード 
　蒟蒻ゼリー 3種セット

本体 908円（税込980円）
★規格：ぶどう味・もも味・瀬戸内レモン味×各10個入り1袋／袋
❶甜菜糖使用、フルーツ果汁入り。蒟蒻ゼリーのぷるぷる感とチアシードのプチプチ感が
楽しめます。❷常温365日間❸－

た京都 大文字飴本舗 
　ひんやりわらび

本体 740円（税込799円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

ぜ夕張メロン 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

ざ信州・安曇野 
　野菜ジュース（食塩無添加）

本体 3,150円（税込3,402円）
★規格：190g×30缶／箱
❶トマトをはじめ、8種の野菜のおいしさを閉じ込めました。❷常温24ヶ月間❸－

し富良野にんじん100
本体 3,700円（税込3,996円）

★規格：160g×30缶／箱
❶富良野で育ち富良野で搾ったにんじんをギュッと閉じ込めました。えぐ味がなく、
自然な甘みのあるジュースです。❷常温540日間❸－

ずピーチ
　ジュース
　（ストレート）

本体 2,840円（税込3,067円）
★規格：160g×20缶／箱
❶山梨県産の桃を贅沢に搾った、のど越しのよい爽やかな甘さです。❷常温18ヶ月間❸－

じ豆乳でつくった 
　のむ豆乳ヨーグルト 
　博多あまおう

じ豆乳でつくった 
　のむ豆乳ヨーグルト 
　博多あまおう

本体 2,580円（税込2,786円）
★規格：200ml×24本／箱
❶九州産ふくゆたか大豆と福岡県産ブランドいちご「博多あまおう」を使
用。　コレステロールはゼロ。乳アレルギーの方も安心してお飲みいた
だけます。❷常温180日間❸－

せくだもの習慣 みかん
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：160g×12個／箱
❶甘酸っぱいみかん果肉を使用し、ゼリー部分はうんしゅうみかん果汁を加えてジュー
シーな味わいに仕上げました。❷常温180日間❸－

そプチ 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

ちくずきり 6個セットちくずきり 6個セット

本体 1,248円（税込1,347円）
★規格：170g×6個／箱
❶歯応えのあるくずきりとさっぱりとした果汁がのど越し
よく通ります。3種計6個入り。❷常温90日間❸－

だ涼菓 せせらぎ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：250g（50g×5個）／箱
❶北海道産小豆と岡山産白小豆に柚子羊羹の風味が調
和した、爽やかな味わいです。❷常温30日間（お届け後、
お早めにお召し上がりください）❸－

す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
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伯方の塩と国産夏みかん使用の
暑さ対策飲料
伯方の塩と国産夏みかん使用の
暑さ対策飲料

ストレート
果汁100％・
無加糖・無香料
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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

京都宇治の老舗茶問屋
「北川半兵衛商店」の厳選抹茶
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旬の野菜をおいしくブレンド

甘味豊かなにんじんジュース

みかんのジュージーな味わいが楽しめます

スーパーフード「チアシード」入り蒟蒻ゼリー

豆乳を乳酸菌で発酵させました

練乳風味の一口サイズ

果肉も入った和のデザート果肉も入った和のデザート桂川の水面を表現した夏の逸品桂川の水面を表現した夏の逸品

人気のザク切りシリーズにアソートが新登場人気のザク切りシリーズにアソートが新登場

つるんとなめらか、のど越しひんやり

夏におすすめの 飲料・お菓子
有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー

夕張メロンそのままのおいしさを閉じ込めました
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がKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,134円（税込1,224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10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。

かKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

本体 1,134円（税込1,224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10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。

け国産ごぼう茶
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。
お得な大容量タイプ。❷常温730日間❸－

こレモン香る煎茶 水出しTEABAG
本体 630円（税込680円）

★規格：60g（3g×20包）／袋
❶静岡県産茶葉とレモンマートルというハーブをブレンドした、爽やかなフレーバーティー
です。レモンの果肉も加えたすっきりとした味わいです。❷常温365日間❸－

お牛乳でつくる 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－

き伊賀の天然水 
　強炭酸水

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱

ぎ伊賀の天然水 
　強炭酸水 レモン

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱

ぎ伊賀の天然水 
　強炭酸水 レモン

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：500ml×24本／箱
【き・ぎ共通】
❶三重県伊賀市で採取した天然水に、ガスボリューム5.0（充填時）の
炭酸を加えました。❷常温6ヶ月間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用して
います。人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぐPOM 
　塩と夏みかん

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：200ml（テトラスリム）×12本／箱
❶一般的なスポーツ飲料と同じ、人間の体液と浸透圧がほぼ等しい
アイソトニック飲料。カロリーが気になる人にも飲みやすいカロリー
オフです。❷常温6ヶ月間❸－

げ山形さくらんぼサイダー

本体 3,480円（税込3,758円）
★規格：200ml×30缶／箱
❶山形県産さくらんぼ・佐藤錦の果汁を10％使用。爽やかな甘酸
っぱさと華やかな香りが広がります。❷常温10ヶ月間❸－

ご辻利 
　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－

さポーション 
　宇治抹茶ラテ き釈用

本体 470円（税込507円）
★規格：18g×10P／袋
❶希釈用の抹茶飲料です。ほどよい甘さの抹茶ラテが手軽に楽しめます。
人工甘味料不使用。❷常温1年間❸－

ぞチアシード 
　蒟蒻ゼリー 3種セット

本体 908円（税込980円）
★規格：ぶどう味・もも味・瀬戸内レモン味×各10個入り1袋／袋
❶甜菜糖使用、フルーツ果汁入り。蒟蒻ゼリーのぷるぷる感とチアシードのプチプチ感が
楽しめます。❷常温365日間❸－

た京都 大文字飴本舗 
　ひんやりわらび

本体 740円（税込799円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

ぜ夕張メロン 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

ざ信州・安曇野 
　野菜ジュース（食塩無添加）

本体 3,150円（税込3,402円）
★規格：190g×30缶／箱
❶トマトをはじめ、8種の野菜のおいしさを閉じ込めました。❷常温24ヶ月間❸－

し富良野にんじん100
本体 3,700円（税込3,996円）

★規格：160g×30缶／箱
❶富良野で育ち富良野で搾ったにんじんをギュッと閉じ込めました。えぐ味がなく、
自然な甘みのあるジュースです。❷常温540日間❸－

ずピーチ
　ジュース
　（ストレート）

本体 2,840円（税込3,067円）
★規格：160g×20缶／箱
❶山梨県産の桃を贅沢に搾った、のど越しのよい爽やかな甘さです。❷常温18ヶ月間❸－

じ豆乳でつくった 
　のむ豆乳ヨーグルト 
　博多あまおう

じ豆乳でつくった 
　のむ豆乳ヨーグルト 
　博多あまおう

本体 2,580円（税込2,786円）
★規格：200ml×24本／箱
❶九州産ふくゆたか大豆と福岡県産ブランドいちご「博多あまおう」を使
用。　コレステロールはゼロ。乳アレルギーの方も安心してお飲みいた
だけます。❷常温180日間❸－

せくだもの習慣 みかん
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：160g×12個／箱
❶甘酸っぱいみかん果肉を使用し、ゼリー部分はうんしゅうみかん果汁を加えてジュー
シーな味わいに仕上げました。❷常温180日間❸－

そプチ 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
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本体 1,248円（税込1,347円）
★規格：170g×6個／箱
❶歯応えのあるくずきりとさっぱりとした果汁がのど越し
よく通ります。3種計6個入り。❷常温90日間❸－

だ涼菓 せせらぎ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：250g（50g×5個）／箱
❶北海道産小豆と岡山産白小豆に柚子羊羹の風味が調
和した、爽やかな味わいです。❷常温30日間（お届け後、
お早めにお召し上がりください）❸－

す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
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初夏のティータイムを お好きなお菓子と共に

ぢ森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）

ばもっちりたい焼き 

はオリオンのおかしばこ
本体 600円（税込648円）

★規格：15個／箱
❶オリオン社の人気商品15個を詰め合わせました。
購入記念のキーホルダー付き。❷常温12ヶ月間❸乳

ぬ銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にメロン果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンです。
直径約13cm。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

つ雪塩ちんすこう
本体540円（税込583円）

★規格：24個（2×12袋）／箱
❶宮古島の地下海水を汲み上げて精製したミネラル豊富な「雪
塩」を生地に練り込みました。甘さ控えめ、ほんのり塩味。
❷常温70日間❸小麦

づ瀬戸内れもん もなか
本体480円（税込518円）

★規格：6個／箱
❶瀬戸内産レモンの蜜漬けピールを上質な白餡に練り込みました。
酸味の中にほどよい甘さの爽やかな味わいです。
❷常温120日間❸－

てえだまめあられ 塩味
本体700円（税込756円）

★規格：184g／箱
❶国産米で製造した小粒のあられです。練り込んだ枝豆の風味を
活かすため、シンプルな塩味に仕上げました。ピーナッツ入り。
❷常温150日間❸乳、落花生

でロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体630円（税込680円）
★規格：312.5g（個包装・約50枚入り）／袋
❶ベルギーでビスケット一筋80年余年・ロータス社のシナモン風
味ビスケットです。❷常温365日間❸小麦

と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60日間
❸小麦、卵、乳

どマネケン 
　白桃ワッフル

本体780円（税込842円）
★規格：6個／箱
❶白桃の砂糖漬けダイスとあら川の桃ピューレ入り。桃のやさし
い甘さがふわっと広がるワッフルです。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

なポンデドーナツ 
　スイートタイム

本体500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶生地にでん粉を多めに加え、もちっとした食感を出しました。揚
げたてに蜜をかけて仕上げています。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

にウォーカー 
　アソートパック

本体600円（税込648円）
★規格：168g（3種×4袋）／袋
❶ショートブレッド3種（フィンガー・チョコチップ・ラウンド）各4袋入
り。食べやすい個包装。❷常温15ヶ月間❸小麦、乳

び永平寺 ごまくるみ
本体700円（税込756円）

★規格：130g／袋
❶オメガ3を含むくるみにごまをまぶした、甘くて食べやすいお菓
子です。❷常温120日間❸小麦、乳

ぴ味の逸品 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

ふわさび醤油味 
　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

ぶしょうゆ揚げもち
本体540円（税込583円）

★規格：17g×10／箱
❶国産米100％の生地に鰹・昆布・椎茸の天然だしがきいた醤油
をしみ込ませた、濃厚な味わいです。食べ切りサイズ。
❷常温120日間❸小麦

ぢ森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶森永ミルクキャラメルとドーナツ棒がコラボしました。
ミルクのやさしいキャラメル味が際立つ、ほどよい甘さです。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

はオリオンのおかしばこ
本体 600円（税込648円）

★規格：15個／箱
❶オリオン社の人気商品15個を詰め合わせました。
購入記念のキーホルダー付き。❷常温12ヶ月間❸乳

の日光つつみ餅 とちおとめ餡
本体 600円（税込648円）

★規格：8個／箱
❶栃木県のブランドいちご・とちおとめを使用した餡を求肥餅で包みました。
とちおとめのみずみずしい酸味と甘みが口の中に広がります。❷常温80日間❸－

っ塩ドーナツ棒
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

ぬ銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にメロン果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンです。
直径約13cm。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

ね京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

本体 980円（税込1,058円）
★規格：1個／箱
❶宇治抹茶と丹波黒種黒豆の風味が上品に調和したパウンドケーキです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

べ杏仁豆腐
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：300g×12／箱
❶杏仁豆腐に黄桃・みかん・パインを加えました。甘さ控えめ。ソフトでなめらかな食感です。
❷常温90日間❸乳
※さくらんぼは入っておりません。

へみかんもち 2袋セット
本体 600円（税込648円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶一口サイズのおもちに、みかんの果汁といよかんの果皮を練り込みました。便利な個包
装。2袋組。❷常温150日間❸乳

ぷ国産小麦使用 
　南部クッキーせんべい 4種詰め合わせ

本体 630円（税込680円）
★規格：12枚（ピーナッツ・アーモンド・白ごま・黒ごま×各3枚）／袋
❶南部せんべいをクッキー風に仕上げた香ばしい焼菓子です。国産小麦を使用しています。
❷常温90日間❸小麦、卵、落花生

ひ岩谷堂羊羹 
　無選別栗だくさん

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：410g／化粧箱
❶伝統の技術で製造した、無選別栗がたっぷりの岩手銘菓です。❷常温240日間❸－

ぱこだわり黒糖かりんとう 
　詰め合わせ

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

ばもっちりたい焼き 
　クリーム

本体 500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶タピオカ由来の原料を生地に用いて、もっちりした感触に焼き上げました。中のクリーム
は甘過ぎないやさしい甘さです。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

食品 食品
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森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ 駄菓子屋で人気の
オリオン製品セット
駄菓子屋で人気の
オリオン製品セット

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

銀座千疋屋が厳選したメロン果汁使用銀座千疋屋が厳選したメロン果汁使用 コーヒーに合う！和のスイーツコーヒーに合う！和のスイーツ

琉球の伝統菓子に
宮古島の塩「雪塩」をプラス
琉球の伝統菓子に
宮古島の塩「雪塩」をプラス

柑橘系の爽やか和菓子柑橘系の爽やか和菓子 しっかりとした枝豆の味わいしっかりとした枝豆の味わい パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り
パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

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

和歌山県のブランド桃
「あら川の桃」ピューレ入り
和歌山県のブランド桃
「あら川の桃」ピューレ入り

しっとり・もちっとした食感しっとり・もちっとした食感 ショートブレッド3種のアソートパックショートブレッド3種のアソートパック
香ばしいくるみとごまを絡めました香ばしいくるみとごまを絡めました

定番の粒入りピーナッツにおいしい3種類をプラス定番の粒入りピーナッツにおいしい3種類をプラス たっぷり300gたっぷり300gみかんをやわらかいおもちに練り込みましたみかんをやわらかいおもちに練り込みました

もっちり生地にクリームを包んで焼き上げましたもっちり生地にクリームを包んで焼き上げました 栗がぎっしり！栗がぎっしり！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

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 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 サクッと軽い一口サイズサクッと軽い一口サイズ

とちおとめ使用の餡を羽二重餅で包みましたとちおとめ使用の餡を羽二重餅で包みました
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15周年
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で

お届け

期間限定

•ココアシガレット
•コーラシガレット
•サワーシガレット
•オレンジシガレット
•ミニコーラ
•ミニサワー
•ミニビタC
•ウメミンツ
•ミニビタミンツ
•ミルク味チョコ
•コーヒー味チョコ
•イチゴ de Eカラ
•クレヨンしんちゃん 
 カラーラムネ
•お薬ラムネ
•ラムネチョコビ ココア味
　

※一部商品およびキーホ
ルダーが変更になる場合
がございます。

購入記念の
キーホルダー
付き

×8

ピーナッツ
白ごま
黒ごま
アーモンド

愛媛県のゆるキャラ
「みきゃん」が

袋にプリントされています。
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初夏のティータイムを お好きなお菓子と共に

ぢ森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）

ばもっちりたい焼き 

はオリオンのおかしばこ
本体 600円（税込648円）

★規格：15個／箱
❶オリオン社の人気商品15個を詰め合わせました。
購入記念のキーホルダー付き。❷常温12ヶ月間❸乳

ぬ銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にメロン果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンです。
直径約13cm。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

つ雪塩ちんすこう
本体540円（税込583円）

★規格：24個（2×12袋）／箱
❶宮古島の地下海水を汲み上げて精製したミネラル豊富な「雪
塩」を生地に練り込みました。甘さ控えめ、ほんのり塩味。
❷常温70日間❸小麦

づ瀬戸内れもん もなか
本体480円（税込518円）

★規格：6個／箱
❶瀬戸内産レモンの蜜漬けピールを上質な白餡に練り込みました。
酸味の中にほどよい甘さの爽やかな味わいです。
❷常温120日間❸－

てえだまめあられ 塩味
本体700円（税込756円）

★規格：184g／箱
❶国産米で製造した小粒のあられです。練り込んだ枝豆の風味を
活かすため、シンプルな塩味に仕上げました。ピーナッツ入り。
❷常温150日間❸乳、落花生

でロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体630円（税込680円）
★規格：312.5g（個包装・約50枚入り）／袋
❶ベルギーでビスケット一筋80年余年・ロータス社のシナモン風
味ビスケットです。❷常温365日間❸小麦

と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60日間
❸小麦、卵、乳

どマネケン 
　白桃ワッフル

本体780円（税込842円）
★規格：6個／箱
❶白桃の砂糖漬けダイスとあら川の桃ピューレ入り。桃のやさし
い甘さがふわっと広がるワッフルです。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

なポンデドーナツ 
　スイートタイム

本体500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶生地にでん粉を多めに加え、もちっとした食感を出しました。揚
げたてに蜜をかけて仕上げています。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

にウォーカー 
　アソートパック

本体600円（税込648円）
★規格：168g（3種×4袋）／袋
❶ショートブレッド3種（フィンガー・チョコチップ・ラウンド）各4袋入
り。食べやすい個包装。❷常温15ヶ月間❸小麦、乳

び永平寺 ごまくるみ
本体700円（税込756円）

★規格：130g／袋
❶オメガ3を含むくるみにごまをまぶした、甘くて食べやすいお菓
子です。❷常温120日間❸小麦、乳

ぴ味の逸品 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

ふわさび醤油味 
　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

ぶしょうゆ揚げもち
本体540円（税込583円）

★規格：17g×10／箱
❶国産米100％の生地に鰹・昆布・椎茸の天然だしがきいた醤油
をしみ込ませた、濃厚な味わいです。食べ切りサイズ。
❷常温120日間❸小麦

ぢ森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶森永ミルクキャラメルとドーナツ棒がコラボしました。
ミルクのやさしいキャラメル味が際立つ、ほどよい甘さです。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

はオリオンのおかしばこ
本体 600円（税込648円）

★規格：15個／箱
❶オリオン社の人気商品15個を詰め合わせました。
購入記念のキーホルダー付き。❷常温12ヶ月間❸乳

の日光つつみ餅 とちおとめ餡
本体 600円（税込648円）

★規格：8個／箱
❶栃木県のブランドいちご・とちおとめを使用した餡を求肥餅で包みました。
とちおとめのみずみずしい酸味と甘みが口の中に広がります。❷常温80日間❸－

っ塩ドーナツ棒
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

ぬ銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にメロン果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンです。
直径約13cm。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

ね京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

本体 980円（税込1,058円）
★規格：1個／箱
❶宇治抹茶と丹波黒種黒豆の風味が上品に調和したパウンドケーキです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

べ杏仁豆腐
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：300g×12／箱
❶杏仁豆腐に黄桃・みかん・パインを加えました。甘さ控えめ。ソフトでなめらかな食感です。
❷常温90日間❸乳
※さくらんぼは入っておりません。

へみかんもち 2袋セット
本体 600円（税込648円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶一口サイズのおもちに、みかんの果汁といよかんの果皮を練り込みました。便利な個包
装。2袋組。❷常温150日間❸乳

ぷ国産小麦使用 
　南部クッキーせんべい 4種詰め合わせ

本体 630円（税込680円）
★規格：12枚（ピーナッツ・アーモンド・白ごま・黒ごま×各3枚）／袋
❶南部せんべいをクッキー風に仕上げた香ばしい焼菓子です。国産小麦を使用しています。
❷常温90日間❸小麦、卵、落花生

ひ岩谷堂羊羹 
　無選別栗だくさん

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：410g／化粧箱
❶伝統の技術で製造した、無選別栗がたっぷりの岩手銘菓です。❷常温240日間❸－

ぱこだわり黒糖かりんとう 
　詰め合わせ

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

ばもっちりたい焼き 
　クリーム

本体 500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶タピオカ由来の原料を生地に用いて、もっちりした感触に焼き上げました。中のクリーム
は甘過ぎないやさしい甘さです。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

食品 食品
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森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ 駄菓子屋で人気の
オリオン製品セット
駄菓子屋で人気の
オリオン製品セット

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

銀座千疋屋が厳選したメロン果汁使用銀座千疋屋が厳選したメロン果汁使用 コーヒーに合う！和のスイーツコーヒーに合う！和のスイーツ

琉球の伝統菓子に
宮古島の塩「雪塩」をプラス
琉球の伝統菓子に
宮古島の塩「雪塩」をプラス

柑橘系の爽やか和菓子柑橘系の爽やか和菓子 しっかりとした枝豆の味わいしっかりとした枝豆の味わい パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り
パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

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

和歌山県のブランド桃
「あら川の桃」ピューレ入り
和歌山県のブランド桃
「あら川の桃」ピューレ入り

しっとり・もちっとした食感しっとり・もちっとした食感 ショートブレッド3種のアソートパックショートブレッド3種のアソートパック
香ばしいくるみとごまを絡めました香ばしいくるみとごまを絡めました

定番の粒入りピーナッツにおいしい3種類をプラス定番の粒入りピーナッツにおいしい3種類をプラス たっぷり300gたっぷり300gみかんをやわらかいおもちに練り込みましたみかんをやわらかいおもちに練り込みました

もっちり生地にクリームを包んで焼き上げましたもっちり生地にクリームを包んで焼き上げました 栗がぎっしり！栗がぎっしり！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

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 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 サクッと軽い一口サイズサクッと軽い一口サイズ

とちおとめ使用の餡を羽二重餅で包みましたとちおとめ使用の餡を羽二重餅で包みました
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で
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•ココアシガレット
•コーラシガレット
•サワーシガレット
•オレンジシガレット
•ミニコーラ
•ミニサワー
•ミニビタC
•ウメミンツ
•ミニビタミンツ
•ミルク味チョコ
•コーヒー味チョコ
•イチゴ de Eカラ
•クレヨンしんちゃん 
 カラーラムネ
•お薬ラムネ
•ラムネチョコビ ココア味
　

※一部商品およびキーホ
ルダーが変更になる場合
がございます。

購入記念の
キーホルダー
付き

×8

ピーナッツ
白ごま
黒ごま
アーモンド

愛媛県のゆるキャラ
「みきゃん」が

袋にプリントされています。

×8
×10

×12

032申込
番号

045申込
番号

044申込
番号033申込

番号

042申込
番号 043申込

番号

055申込
番号

054申込
番号053申込

番号

048申込
番号

047申込
番号

046申込
番号

034申込
番号 035申込

番号 036申込
番号

037申込
番号

038申込
番号

039申込
番号 040申込

番号
041申込

番号

049申込
番号 050申込

番号

051申込
番号 052申込

番号
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簡単！便利！ 笑顔あふれる食卓

ゎにゅうめん 
　4種セット4食

やツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

む化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

ほ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし 三つ葉入り×各2袋）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

ました。

1,080円）

ぼいろいろ うちのおみそ汁 
　3種セット15食

本体1,050円（税込1,134円）
★規格：15食／袋
❶具材に合わせたみそとだしで仕上げました。なす・野菜・わかめ
と油揚げの各5食入り。❷常温1年間❸－

ぽ一杯の贅沢 
　ほうれん草とキャベツのみそ汁

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：11g×8食／箱
❶色鮮やかなほうれん草とキャベツがたっぷり。シャキシャキの食
感が楽しいみそ汁です。❷常温12ヶ月間❸－

ま一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：54g（5.4g×10食）／箱
❶国産の生姜・まいたけ・エリンギ・ねぎを使用。さっぱりした風味
で食欲をそそります。❷常温360日間❸小麦、乳

みしじみスープ
本体1,120円（税込1,209円）

★規格：120g（4g×30袋）／袋
❶個包装1パックあたりしじみ約75個分のオルニチンを配合。
お湯を注ぐだけでしじみの旨みが楽しめます。❷常温365日間
❸小麦、乳

む化学調味料無添加 
　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

め冷製 とうもろこしのスープ
本体1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶とうもろこし本来の甘みを味わえる、クリーミーな冷製スープです。
❷常温1年間❸乳

も冷製 かぼちゃのスープ
本体1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶かぼちゃ本来の甘みだけで仕上げました。❷常温1年間❸乳

ゃカレーうどんの素
本体1,150円（税込1,242円）

★規格：24.2g×5食／箱
❶お腹が空いた時にお湯を注ぐだけで、本格的なカレーうどんが
楽しめます。ご自宅のうどんと合わせてお召し上がりください。
❷常温12ヶ月間❸小麦
※うどんは入っておりません。

ろ小さなおうどん 梅じそ
本体1,830円（税込1,976円）

★規格：86g×12／箱
❶国内産小麦を使用した本格生タイプ麺に、かつお節・昆布だし・
梅酢を加えた上品なつゆを合わせました。具材に梅・かき玉子・オ
クラ・赤しそ・ねぎ入り。❷常温6ヶ月間❸小麦、卵、乳

ゑしじみ入り わかめ
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：96g／袋
❶フリーズドライ加工のしじみと乾燥カットわかめをブレンドしま
した。保存に便利なチャック付き。❷常温365日間❸－

ゎにゅうめん 
　4種セット4食

本体880円（税込950円）
★規格：4食（とろみ醤油・すまし柚子・五種の野菜・まろやか鶏だし
×各1食）／箱
❶あっさりとした和風めん4種をセットでお届けします。国産具材
使用。化学調味料無添加。❷常温366日間❸小麦、卵、乳

わ小さめどんぶり 
　3種セット4食

本体930円（税込1,004円）
★規格：4食（親子丼×2食・中華丼×1食・牛とじ丼×1食）／箱
❶「小さめどんぶり」シリーズの親子丼・中華丼・牛とじ丼を詰め合
わせました。❷常温366日間❸小麦、卵、えび

ゐ金ごま 胡麻とうふ
本体1,100円（税込1,188円）

★規格：50g×8P／箱
❶香味豊かな金ごまを主に使用。マイルドな味わいに、とてもなめ
らかな食感です。そのままか、わさび醤油でお召し上がりくださ
い。食べ切りサイズ。❷常温90日間❸－

ぺいつものおみそ汁 
　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袋）／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

やツナフレーク 
　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－

ゅお徳用 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

ゆ鹿児島 黒豚みそ
本体 550円（税込594円）

★規格：200g／瓶
❶鹿児島産黒豚肉と甘口麦みそを使った、ごはんに最適なおかずみそです。
野菜といっしょにお酒のお供にも。❷常温180日間❸－

を新宿中村屋 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袋／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

ん名店カレーセット
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：200g×3食・180g×2食／箱
❶カレー激戦区・東京神田神保町の欧風カレー専門店「ガヴィアル」、厳選した材
料のみを使い味に妥協しない老舗「エチオピア」、異国情緒あふれる神戸で高級
インド料理を提供する「ゲイロード」。各店のシェフが監修した自信作ばかりを集
めました。❷常温2年間❸小麦、乳

り九州の旅 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

る信州そば 
　味くらべセット 3種

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：信州本場雪んこそば200g・つゆ付きうまい信州そば315g・雄山火口そば160g×
各1／箱
❶のど越しのよさが抜群の「信州本場雪んこそば」、つゆ付きの「うまい信州そば」、独特な
歯ごたえの「雄山火口（オヤマボクチ）そば」の詰め合わせです。❷常温365日間
❸小麦、そば

れ飛騨高山 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

ほ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし 三つ葉入り×各2袋）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

ょすみれ 札幌 乾麺 醤油味
本体 880円（税込950円）

★規格：192g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の生麺を
熟成乾燥し、濃厚スープと相性のよいたまり正油で仕上げました。メンマ付き。2袋セット。
❷常温180日間❸小麦、卵

よすみれ 札幌 乾麺 味噌味
本体 880円（税込950円）

★規格：193g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の生麺を
熟成乾燥し、濃厚かつ重厚なスープを合わせました。メンマ付き。2袋セット。
❷常温180日間❸小麦、卵

らすみれ 札幌 乾麺 しお味
本体 880円（税込950円）

★規格：177g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の
生麺を熟成乾燥し、まろやかでスープの風味がより伝わる塩味に仕上げました。
メンマ付き。2袋セット。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

食品 食品

76

とうふ

ほうれん草

なめこ
赤だし

なす

調理例

調理例

なす

なす

なめこ

わかめと油揚げ

あおさ

もずく

の り

野菜

野菜

赤だし

とうふ

調理例：
長浜ラーメン
調理例：
長浜ラーメン

×12

とろみ醤油

ガヴィアル 欧風チキンカレー
ガヴィアル 欧風ビーフカレー
エチオピア ビーフカリー
ゲイロード ビーフカレー
ゲイロード チキンカレー

調理例：
ゲイロード ビーフカレー
調理例：
ゲイロード ビーフカレー

すまし柚子

中華丼

親子丼

牛とじ丼

五種の野菜

まろやか鶏だし

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

「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ
5種詰め合わせ

「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ
5種詰め合わせ

たまり正油で仕上げた醤油ラーメンたまり正油で仕上げた醤油ラーメン

人気の「うちのおみそ汁」シリーズ
3種詰め合わせ
人気の「うちのおみそ汁」シリーズ
3種詰め合わせ

野菜の鮮やかな色とシャキシャキ感野菜の鮮やかな色とシャキシャキ感 生姜で身体の芯から温まる！生姜で身体の芯から温まる！ しじみ・わかめ・ねぎの具材入りしじみ・わかめ・ねぎの具材入り

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 厳選したとうもろこしの豊かな甘み厳選したとうもろこしの豊かな甘み かぼちゃの味が生きた、
のど越しのよいスープです
かぼちゃの味が生きた、
のど越しのよいスープです

こだわりの本格だしこだわりの本格だし 紀州梅肉が香るすっきりした
味わいのミニうどん
紀州梅肉が香るすっきりした
味わいのミニうどん

国産手延べにゅうめん4種の詰め合わせ国産手延べにゅうめん4種の詰め合わせ 「ちょっと食べたい」にちょうどいい「ちょっと食べたい」にちょうどいい 胡麻の旨みが楽しめる
マイルドな味わい
胡麻の旨みが楽しめる
マイルドな味わい

濃厚かつ重厚なスープの
味噌ラーメン
濃厚かつ重厚なスープの
味噌ラーメン

まろやかスープのこだわりの
塩ラーメン
まろやかスープのこだわりの
塩ラーメン

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 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 明治20年創業の老舗が作ったこだわり肉みそ明治20年創業の老舗が作ったこだわり肉みそ みそ汁やスープにそのまま入れてみそ汁やスープにそのまま入れて 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

人気店のシェフが監修した
レトルトカレーセット
人気店のシェフが監修した
レトルトカレーセット

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 信州桝田屋の人気そば詰め合わせ信州桝田屋の人気そば詰め合わせ 昔ながらの飛騨の味昔ながらの飛騨の味

×5

×8

×4
調理例調理例

調理例

調理例
調理例

調理例

調理例

×10 ×10

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
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×2
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075申込
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076申込
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077申込
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078申込
番号
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簡単！便利！ 笑顔あふれる食卓

ゎにゅうめん 
　4種セット4食

やツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

む化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット

ほ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし 三つ葉入り×各2袋）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

ました。

1,080円）

ぼいろいろ うちのおみそ汁 
　3種セット15食

本体1,050円（税込1,134円）
★規格：15食／袋
❶具材に合わせたみそとだしで仕上げました。なす・野菜・わかめ
と油揚げの各5食入り。❷常温1年間❸－

ぽ一杯の贅沢 
　ほうれん草とキャベツのみそ汁

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：11g×8食／箱
❶色鮮やかなほうれん草とキャベツがたっぷり。シャキシャキの食
感が楽しいみそ汁です。❷常温12ヶ月間❸－

ま一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：54g（5.4g×10食）／箱
❶国産の生姜・まいたけ・エリンギ・ねぎを使用。さっぱりした風味
で食欲をそそります。❷常温360日間❸小麦、乳

みしじみスープ
本体1,120円（税込1,209円）

★規格：120g（4g×30袋）／袋
❶個包装1パックあたりしじみ約75個分のオルニチンを配合。
お湯を注ぐだけでしじみの旨みが楽しめます。❷常温365日間
❸小麦、乳

む化学調味料無添加 
　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

め冷製 とうもろこしのスープ
本体1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶とうもろこし本来の甘みを味わえる、クリーミーな冷製スープです。
❷常温1年間❸乳

も冷製 かぼちゃのスープ
本体1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶かぼちゃ本来の甘みだけで仕上げました。❷常温1年間❸乳

ゃカレーうどんの素
本体1,150円（税込1,242円）

★規格：24.2g×5食／箱
❶お腹が空いた時にお湯を注ぐだけで、本格的なカレーうどんが
楽しめます。ご自宅のうどんと合わせてお召し上がりください。
❷常温12ヶ月間❸小麦
※うどんは入っておりません。

ろ小さなおうどん 梅じそ
本体1,830円（税込1,976円）

★規格：86g×12／箱
❶国内産小麦を使用した本格生タイプ麺に、かつお節・昆布だし・
梅酢を加えた上品なつゆを合わせました。具材に梅・かき玉子・オ
クラ・赤しそ・ねぎ入り。❷常温6ヶ月間❸小麦、卵、乳

ゑしじみ入り わかめ
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：96g／袋
❶フリーズドライ加工のしじみと乾燥カットわかめをブレンドしま
した。保存に便利なチャック付き。❷常温365日間❸－

ゎにゅうめん 
　4種セット4食

本体880円（税込950円）
★規格：4食（とろみ醤油・すまし柚子・五種の野菜・まろやか鶏だし
×各1食）／箱
❶あっさりとした和風めん4種をセットでお届けします。国産具材
使用。化学調味料無添加。❷常温366日間❸小麦、卵、乳

わ小さめどんぶり 
　3種セット4食

本体930円（税込1,004円）
★規格：4食（親子丼×2食・中華丼×1食・牛とじ丼×1食）／箱
❶「小さめどんぶり」シリーズの親子丼・中華丼・牛とじ丼を詰め合
わせました。❷常温366日間❸小麦、卵、えび

ゐ金ごま 胡麻とうふ
本体1,100円（税込1,188円）

★規格：50g×8P／箱
❶香味豊かな金ごまを主に使用。マイルドな味わいに、とてもなめ
らかな食感です。そのままか、わさび醤油でお召し上がりくださ
い。食べ切りサイズ。❷常温90日間❸－

ぺいつものおみそ汁 
　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袋）／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

やツナフレーク 
　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－

ゅお徳用 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

ゆ鹿児島 黒豚みそ
本体 550円（税込594円）

★規格：200g／瓶
❶鹿児島産黒豚肉と甘口麦みそを使った、ごはんに最適なおかずみそです。
野菜といっしょにお酒のお供にも。❷常温180日間❸－

を新宿中村屋 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袋／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

ん名店カレーセット
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：200g×3食・180g×2食／箱
❶カレー激戦区・東京神田神保町の欧風カレー専門店「ガヴィアル」、厳選した材
料のみを使い味に妥協しない老舗「エチオピア」、異国情緒あふれる神戸で高級
インド料理を提供する「ゲイロード」。各店のシェフが監修した自信作ばかりを集
めました。❷常温2年間❸小麦、乳

り九州の旅 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

る信州そば 
　味くらべセット 3種

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：信州本場雪んこそば200g・つゆ付きうまい信州そば315g・雄山火口そば160g×
各1／箱
❶のど越しのよさが抜群の「信州本場雪んこそば」、つゆ付きの「うまい信州そば」、独特な
歯ごたえの「雄山火口（オヤマボクチ）そば」の詰め合わせです。❷常温365日間
❸小麦、そば

れ飛騨高山 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

ほ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし 三つ葉入り×各2袋）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

ょすみれ 札幌 乾麺 醤油味
本体 880円（税込950円）

★規格：192g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の生麺を
熟成乾燥し、濃厚スープと相性のよいたまり正油で仕上げました。メンマ付き。2袋セット。
❷常温180日間❸小麦、卵

よすみれ 札幌 乾麺 味噌味
本体 880円（税込950円）

★規格：193g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の生麺を
熟成乾燥し、濃厚かつ重厚なスープを合わせました。メンマ付き。2袋セット。
❷常温180日間❸小麦、卵

らすみれ 札幌 乾麺 しお味
本体 880円（税込950円）

★規格：177g（麺の重量90g）×2／袋
❶札幌ラーメンの有名店「すみれ」の乾麺タイプです。北海道産小麦100％使用の
生麺を熟成乾燥し、まろやかでスープの風味がより伝わる塩味に仕上げました。
メンマ付き。2袋セット。❷常温180日間❸小麦、卵、乳
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シだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱
〈ザ・シ共通〉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－

ソ本格派 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

セ一杯の贅沢 
　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
に仕上げました。❷常温540日間❸小麦、乳

ゾ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

タ胚芽入り 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。❷常温365日間❸－
※パッケージがリニューアルされました。

ゼ化学調味料無添加 
　いろいろみそ汁セット

本体 930円（税込1,004円）
★規格：8食（赤だしなめこ汁・なす汁・豚汁・こまつ菜×各2食）／箱
❶自然の味わいを閉じ込めた、みそ汁4種詰め合わせです。
❷常温1年間❸小麦、乳

ジゆずの香味
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－

ス瀬戸田レモンス瀬戸田レモン
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－

グらーめんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：37g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ケうどんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：37g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ゲそばですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：34g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、卵、乳、えび、そば

コちゃんぽんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：39g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ィ焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド
ィ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

イカレーカシュー 190g

本体 900円（税込972円）
★規格：190g（個装紙込み）／ポット

ゥカレーカシュー 345g

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：345g（個装紙込み）／袋

〈イ・ゥ共通〉
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。

オおばあちゃんの焼こあじ
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－

ァ琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩
「ぬちまーす」で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。
❷常温60日間❸小麦、落花生

ァ琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩
「ぬちまーす」で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。
❷常温60日間❸小麦、落花生

ガごぼうスティック
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：16g×20袋／袋
❶独自の製造方法でごぼうを練り込み、パリッとフライにしました。
❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ギおいしい大豆で作った きなこ棒ギ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－

クかむかむレモン（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。
❷常温365日間❸乳

キチーズ 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

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

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：300g（10g×30個）／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－

テ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

〈ヅ・テ共通〉❶学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品です。
自然な風味とすっきりした後味が特長。料理にも重宝します。
❷常温18ヶ月間❸小麦

ヅ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ツ
　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りますので、
開封したら冷蔵庫には入れずに、清潔な容器に移し替えて室温でご利用ください。❷常温6ヶ月間❸－

ウ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ
ウ大地の恵み 
　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－

ェ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ェ食塩無添加 
　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油を使わずローストし、素材の味を引き出しました。❷常温180日間
❸落花生

エ野菜チーズナッツエ野菜チーズナッツ
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

ォさかなっつハイ！
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と、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

カ黒糖ドーナツ棒カ黒糖ドーナツ棒
本体 1,250円（税込1,350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

ゴまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

★規格：125ml×24本／箱
❶カルシウムと鉄を含んだ、ココア味の豆乳飲料です。飲み切りサイズ。
❷常温180日間❸－

アかりかり梅入り 
　ソフト赤しそ

本体 600円（税込648円）
★規格：50g×2袋／袋
❶かりかり梅とごまを加えた、ウェットタイプのふりかけです。
❷常温6ヶ月間❸－

サまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

サまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜると、ブルーベリーとラズベリーの果肉たっ
ぷりのミックスベリーミルクができあがります。酸味を利かせた、甘す
ぎない爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッ
ピングにしても。❷常温12ヶ月間❸－

チお徳用 
　三陸産カットわかめ
チお徳用 
　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－

ダ有明産のり 朝一番ダ有明産のり 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

ヂ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ヂ三陸産 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

ッ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ッ紀州産南高梅 
　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。

ザだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ザだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
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食品

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：筍炊き込みご飯調理例：筍炊き込みご飯

ふわっとした喉ごしの
溶きたまごを再現
ふわっとした喉ごしの
溶きたまごを再現

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

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

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

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！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

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

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　　

まろやかな味と香りまろやかな味と香り 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

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

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり 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
しっかりとしたごぼうの風味しっかりとしたごぼうの風味

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

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 米のソムリエが
栄養価に注目・監修しました
米のソムリエが
栄養価に注目・監修しました

朝の食卓にぴったり！朝の食卓にぴったり！

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

素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます

調理例：赤だしなめこ汁調理例：赤だしなめこ汁

×20

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

米胚芽配合

30杯分

×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例調理例調理例 調理例調理例 ×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例

塩分
約4％

学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

個包装
1袋に2粒入り
（4g）です

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 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

ココア味の飲みやすい
豆乳飲料
ココア味の飲みやすい
豆乳飲料

直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ

落花生を原料とした
もっちり濃厚な沖縄豆腐
落花生を原料とした
もっちり濃厚な沖縄豆腐

牛乳でつくる果肉入り
ミックスベリーミルク
牛乳でつくる果肉入り
ミックスベリーミルク

190g190g

345g345g

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 協ごはんが進む香りと食感ごはんが進む香りと食感

調理例調理例

じーまーみとは

琉球のことばで落花
生のこと。

漢字で書くと「地豆」

9

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

調理例調理例

おいしさ抜群！おいしさ抜群！

×24

調理例調理例

103申込
番号

104申込
番号

113申込
番号

112申込
番号111申込

番号

116申込
番号

115申込
番号

110申込
番号

108申込
番号

109申込
番号

090申込
番号089申込

番号
092申込

番号

105申込
番号

106申込
番号 107申込

番号

095申込
番号094申込

番号 096申込
番号093申込

番号

098申込
番号097申込

番号 100申込
番号099申込

番号

114申込
番号

084申込
番号

083申込
番号 101申込

番号

082申込
番号 102申込

番号

091申込
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087申込
番号 088申込
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番号

118申込
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番号

117申込
番号
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シだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱
〈ザ・シ共通〉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－

ソ本格派 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

セ一杯の贅沢 
　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
に仕上げました。❷常温540日間❸小麦、乳

ゾ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

タ胚芽入り 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。❷常温365日間❸－
※パッケージがリニューアルされました。

ゼ化学調味料無添加 
　いろいろみそ汁セット

本体 930円（税込1,004円）
★規格：8食（赤だしなめこ汁・なす汁・豚汁・こまつ菜×各2食）／箱
❶自然の味わいを閉じ込めた、みそ汁4種詰め合わせです。
❷常温1年間❸小麦、乳

ジゆずの香味
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－

ス瀬戸田レモンス瀬戸田レモン
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－

グらーめんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：37g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ケうどんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：37g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ゲそばですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：34g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、卵、乳、えび、そば

コちゃんぽんですかい
本体 1,900円（税込2,052円）

★規格：39g×15個／箱
❶飛行機の機内用に開発しました。85℃の湯でも戻りやすくのびに
くい麺を採用しています。❷常温180日間❸小麦、乳

ィ焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド
ィ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

イカレーカシュー 190g

本体 900円（税込972円）
★規格：190g（個装紙込み）／ポット

ゥカレーカシュー 345g

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：345g（個装紙込み）／袋

〈イ・ゥ共通〉
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。

オおばあちゃんの焼こあじ
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－

ァ琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩
「ぬちまーす」で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。
❷常温60日間❸小麦、落花生

ァ琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩
「ぬちまーす」で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。
❷常温60日間❸小麦、落花生

ガごぼうスティック
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：16g×20袋／袋
❶独自の製造方法でごぼうを練り込み、パリッとフライにしました。
❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ギおいしい大豆で作った きなこ棒ギ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－

クかむかむレモン（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。
❷常温365日間❸乳

キチーズ 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

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

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：300g（10g×30個）／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－

テ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

〈ヅ・テ共通〉❶学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品です。
自然な風味とすっきりした後味が特長。料理にも重宝します。
❷常温18ヶ月間❸小麦

ヅ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ツ
　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りますので、
開封したら冷蔵庫には入れずに、清潔な容器に移し替えて室温でご利用ください。❷常温6ヶ月間❸－

ウ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ
ウ大地の恵み 
　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－

ェ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ェ食塩無添加 
　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油を使わずローストし、素材の味を引き出しました。❷常温180日間
❸落花生

エ野菜チーズナッツエ野菜チーズナッツ
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

ォさかなっつハイ！
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と、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

カ黒糖ドーナツ棒カ黒糖ドーナツ棒
本体 1,250円（税込1,350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

ゴまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

★規格：125ml×24本／箱
❶カルシウムと鉄を含んだ、ココア味の豆乳飲料です。飲み切りサイズ。
❷常温180日間❸－

アかりかり梅入り 
　ソフト赤しそ

本体 600円（税込648円）
★規格：50g×2袋／袋
❶かりかり梅とごまを加えた、ウェットタイプのふりかけです。
❷常温6ヶ月間❸－

サまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

サまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜると、ブルーベリーとラズベリーの果肉たっ
ぷりのミックスベリーミルクができあがります。酸味を利かせた、甘す
ぎない爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッ
ピングにしても。❷常温12ヶ月間❸－

チお徳用 
　三陸産カットわかめ
チお徳用 
　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－

ダ有明産のり 朝一番ダ有明産のり 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

ヂ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ヂ三陸産 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

ッ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ッ紀州産南高梅 
　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。

ザだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ザだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
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食品

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：筍炊き込みご飯調理例：筍炊き込みご飯

ふわっとした喉ごしの
溶きたまごを再現
ふわっとした喉ごしの
溶きたまごを再現

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

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

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

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！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

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

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　　

まろやかな味と香りまろやかな味と香り 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

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

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり 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
しっかりとしたごぼうの風味しっかりとしたごぼうの風味

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

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 米のソムリエが
栄養価に注目・監修しました
米のソムリエが
栄養価に注目・監修しました

朝の食卓にぴったり！朝の食卓にぴったり！

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

素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます

調理例：赤だしなめこ汁調理例：赤だしなめこ汁

×20

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

米胚芽配合

30杯分

×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例調理例調理例 調理例調理例 ×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例

塩分
約4％

学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

個包装
1袋に2粒入り
（4g）です

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 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

ココア味の飲みやすい
豆乳飲料
ココア味の飲みやすい
豆乳飲料

直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ

落花生を原料とした
もっちり濃厚な沖縄豆腐
落花生を原料とした
もっちり濃厚な沖縄豆腐

牛乳でつくる果肉入り
ミックスベリーミルク
牛乳でつくる果肉入り
ミックスベリーミルク

190g190g

345g345g

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 協ごはんが進む香りと食感ごはんが進む香りと食感

調理例調理例

じーまーみとは

琉球のことばで落花
生のこと。

漢字で書くと「地豆」

9

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

調理例調理例

おいしさ抜群！おいしさ抜群！

×24

調理例調理例

103申込
番号
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番号089申込
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番号 107申込
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番号097申込

番号 100申込
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084申込
番号
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ミJagatteru（じゃがってる）
　うす塩味

1,339円）

ポ十勝カマンベール

ボ荒挽きえびせん ミニ
本体 880円（税込950円）

ホ三陸産 茎めかぶ 
　うす塩味 BIGサイズ

プ学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

ベナッツスナッキングブ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

ハ無選別 徳用大袋 
　北海たこせんべいネチーズおやつ 

　カマンベール入り

ヌドライフルーツミックス 6種ナ食塩無添加 クラッシー 
　ミックスナッツドプレミアム カルパス

デ喫茶店の銀皿 ナポリタンソース

ドプレミアム カルパス
本体950円（税込1,026円）

★規格：3.5g×50個／袋
❶豚肉をふんだんに使い、桜チップで燻煙しました。甘めのスモー
キーな香りが楽しめます。❷常温120日間❸小麦

ナ食塩無添加 クラッシー 
　ミックスナッツ

本体1,480円（税込1,598円）
★規格：360g／缶
❶6種類のナッツを贅沢にブレンド。ピーナッツは配合しておりま
せん。❷常温450日間❸－

ニピスタチオ（業務用）
本体950円（税込1,026円）

★規格：210g／袋
❶殻を割ってお召し上がりください。保存に便利なファスナー付き。
❷常温120日間❸－

ヌ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－

ブ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：20個／箱
❶砂糖やはちみつをかけず、甘さを抑えました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

プ黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：400g（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

ヘじゃり豆 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

ベ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－

ネチーズおやつ 
　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

ノお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体1,290円（税込1,393円）
★規格：55枚／箱
❶国内産100％のうるち米を粗挽きにして生地を造り、堅焼きにし
て岩塩とオリーブ油で味付けしました。❷常温120日間❸－

ハ無選別 徳用大袋 
　北海たこせんべい

本体600円（税込648円）
★規格：300g／袋
❶北海道産のたこを生地に練り込み、日高昆布エキス・かつお節
粉末で味を整えました。噛むほどに旨みが広がります。
❷常温90日間❸小麦、乳

バゆずのまんま 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－

デ喫茶店の銀皿 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

パドリップオン 
　スペシャルブレンド

本体 2,360円（税込2,548円）
★規格：（8g×10杯分）×6袋／箱
❶カップに乗せてお湯を注ぐだけの簡易抽出型。苦みと酸味のバランスがよい味わいで
す。豊かな香りもお楽しみください。❷常温18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。

ポ十勝カマンベール
　チーズあられ

本体 810円（税込874円）
★規格：210g（個装紙込み）／袋
❶もち米を原料にしたリング状のあられに良質のチーズクリームを充填しました。
❷常温150日間❸小麦、乳

マ唐辛子入 
　焼き小鯛

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：110g（個装紙込み）／袋
❶カルシウムやマグネシウムの豊富な小鯛を唐辛子で調味して焼き、胡麻を
まぶしました。❷常温6ヶ月間❸－

ヒ即席みそ汁 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

ビお徳用 焼きずのり
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：板のり50枚分（板のり10枚×5袋）／袋
❶僅かなきず（折れ・縮み・穴）があるものを集めました。味・風味には全く問題ありません。
❷常温365日間❸－

ミ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－

ト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

ピミレーサンド いちご風味
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶いちご風味のクリームをサンドしました。ほんのり甘くてちょっぴり
塩味の、昔懐かしい味わいです。❷常温90日間❸小麦、乳

ペ学校給食使用食品 
　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－

ホ三陸産 茎めかぶ 
　うす塩味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩であっさり味付けし、シャキシャキした食感に仕上げました。❷常温180日間
❸えび

ボ荒挽きえびせん ミニ
本体 880円（税込950円）

★規格：135g（9g×15袋）／袋
❶カルシウムは1個（約9g）当たり34mgと豊富に含まれています（※生の状態に戻した乾
燥えび含め、生換算で30％に相当するようにえびを配合しています）。❷常温120日間
❸えび

フミレーサンド 黒糖きなこ風味
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶黒糖きなこ風味のクリームをサンドしました。ほんのり甘くてちょっぴり
塩味の、昔懐かしい味わいです。❷常温90日間❸小麦、乳
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ミJagatteru（じゃがってる）
　うす塩味

1,339円）

ポ十勝カマンベール

ボ荒挽きえびせん ミニ
本体 880円（税込950円）

ホ三陸産 茎めかぶ 
　うす塩味 BIGサイズ

プ学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

ベナッツスナッキングブ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

ハ無選別 徳用大袋 
　北海たこせんべいネチーズおやつ 

　カマンベール入り

ヌドライフルーツミックス 6種ナ食塩無添加 クラッシー 
　ミックスナッツドプレミアム カルパス

デ喫茶店の銀皿 ナポリタンソース

ドプレミアム カルパス
本体950円（税込1,026円）

★規格：3.5g×50個／袋
❶豚肉をふんだんに使い、桜チップで燻煙しました。甘めのスモー
キーな香りが楽しめます。❷常温120日間❸小麦

ナ食塩無添加 クラッシー 
　ミックスナッツ

本体1,480円（税込1,598円）
★規格：360g／缶
❶6種類のナッツを贅沢にブレンド。ピーナッツは配合しておりま
せん。❷常温450日間❸－

ニピスタチオ（業務用）
本体950円（税込1,026円）

★規格：210g／袋
❶殻を割ってお召し上がりください。保存に便利なファスナー付き。
❷常温120日間❸－

ヌ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－

ブ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：20個／箱
❶砂糖やはちみつをかけず、甘さを抑えました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

プ黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：400g（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

ヘじゃり豆 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

ベ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－

ネチーズおやつ 
　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

ノお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体1,290円（税込1,393円）
★規格：55枚／箱
❶国内産100％のうるち米を粗挽きにして生地を造り、堅焼きにし
て岩塩とオリーブ油で味付けしました。❷常温120日間❸－

ハ無選別 徳用大袋 
　北海たこせんべい

本体600円（税込648円）
★規格：300g／袋
❶北海道産のたこを生地に練り込み、日高昆布エキス・かつお節
粉末で味を整えました。噛むほどに旨みが広がります。
❷常温90日間❸小麦、乳

バゆずのまんま 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－

デ喫茶店の銀皿 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

パドリップオン 
　スペシャルブレンド

本体 2,360円（税込2,548円）
★規格：（8g×10杯分）×6袋／箱
❶カップに乗せてお湯を注ぐだけの簡易抽出型。苦みと酸味のバランスがよい味わいで
す。豊かな香りもお楽しみください。❷常温18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。

ポ十勝カマンベール
　チーズあられ

本体 810円（税込874円）
★規格：210g（個装紙込み）／袋
❶もち米を原料にしたリング状のあられに良質のチーズクリームを充填しました。
❷常温150日間❸小麦、乳

マ唐辛子入 
　焼き小鯛

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：110g（個装紙込み）／袋
❶カルシウムやマグネシウムの豊富な小鯛を唐辛子で調味して焼き、胡麻を
まぶしました。❷常温6ヶ月間❸－

ヒ即席みそ汁 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

ビお徳用 焼きずのり
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：板のり50枚分（板のり10枚×5袋）／袋
❶僅かなきず（折れ・縮み・穴）があるものを集めました。味・風味には全く問題ありません。
❷常温365日間❸－

ミ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－

ト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

ピミレーサンド いちご風味
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶いちご風味のクリームをサンドしました。ほんのり甘くてちょっぴり
塩味の、昔懐かしい味わいです。❷常温90日間❸小麦、乳

ペ学校給食使用食品 
　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－

ホ三陸産 茎めかぶ 
　うす塩味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩であっさり味付けし、シャキシャキした食感に仕上げました。❷常温180日間
❸えび

ボ荒挽きえびせん ミニ
本体 880円（税込950円）

★規格：135g（9g×15袋）／袋
❶カルシウムは1個（約9g）当たり34mgと豊富に含まれています（※生の状態に戻した乾
燥えび含め、生換算で30％に相当するようにえびを配合しています）。❷常温120日間
❸えび

フミレーサンド 黒糖きなこ風味
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶黒糖きなこ風味のクリームをサンドしました。ほんのり甘くてちょっぴり
塩味の、昔懐かしい味わいです。❷常温90日間❸小麦、乳

食品 食品
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気になるところに

最近太ったかな・・・

夏準備！

梅雨のお洗濯

衛生グッズ

ノドガ
カワイタヨ～

ゴキブリ
通り

ラゴキブリキャップ 15個入
本体 1,380円（税込1,518円）

★有効期限：開封後1年★内容量：10g×15個★サイズ（1個）：約径3.5×高2.3cm★成分：ホウ酸、小
麦粉、粉末油脂、粉末タマネギ、砂糖、タルク★販売名：ゴキブリキャップ C1a★生産国：日本

玉ねぎの香りに
誘われてパクパク

有効成分の作用で
脱水状態になります

水を求めて家の外に
出て死んでいきます

ゴキブリの通りそうな
場所にセット

防除用医薬部外品

誤食防止
収容ケース入り

モデンタアパトー 
　プレミアムタイプ 110g

本体 1,600円（税込1,760円）
★内容量：110g★薬用歯みがき★医薬部外品★人口甘味料・発泡剤無配合
★薬用成分：薬用ハイドロキシアパタイト、マクロゴール400（PEG）、ゼオライ
ト、ポリビニルピロリドン、塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸ジカリウ
ム、キシリトール★生産国：日本

ャタニタ 電子体温計 
　BT-473 アイボリー

本体 2,280円（税込2,508円）
★サイズ：２.９×１.５×全長１３.６cm★重量：約23g（電池含む）★材質：
測温部＝ステンレス鋼、プローブ部＝熱可塑性エラストマー、本体カ
バー＝ABS★セット内容：取扱説明書、収納ケース、お試し用電池

（CR2032×1個）★生産国：中国
※人の体温測定以外に使用しないでください。
※わきでの測定専用です。※水洗いはできません。

ルピンクのふんばるカビとり110番 100g
本体 980円（税込1,078円）

★正味量：100g★使用量目安：1mあたり7～10g（幅0.3cmの場合）★成分：次亜塩素酸塩、
水酸化カリウム（1％）、ゲル化剤★液性：アルカリ性★生産国：日本

メひんやり 
　猛暑対策タオル

本体 580円（税込638円）
★サイズ：約22×80cm★材質：ポリエステル90％、麻10％★生産国：中国

リニュー ダニ捕獲シート 5枚組
本体 3,791円（税込4,170円）

★サイズ：26×17.5cm★材質：生地＝コットン100％、誘引剤＝
食品添加物、粘着剤＝スフ・ゴム系粘着剤★生産国：日本
※使用効果は1枚あたり3畳が目安（開封後約3ヶ月効果が持続）。

ヨらくらく洗濯槽 
　まるごと泡スプレー

本体 980円（税込1,078円）
★内容量：約２２０㎖★使用量の目安：5ヶ所噴射（1
ヶ所あたり約14秒）★成分：界面活性剤［１５％純石
けん分（脂肪酸カリウム）］、除菌剤（エタノール）、
発泡噴射剤（LPガス）、アルカリ剤、水軟化剤、安定
化剤、pH調整剤、酵素、香料★生産国：日本
※銅・アルミ製、穴なし槽洗濯機、ドラム式洗濯機
には使用できません。

ム冬も夏も使える！
　保温・遮熱レースカーテン 90×178cm

本体 1,980円（税込2,178円）
★サイズ（1枚）：約幅90×長さ178cm★重量：約340g★材質：ポリエステル★生産国：日本
※洗濯可。フックを取り外し、洗濯ネットに入れてお洗いください。
※乾燥機は使用しないでください。

ヤDr.BEAVER
　ビーバー先生の
　フロス＆ピック S 200本入り

本体 980円（税込1,078円）
★内容：200本入り★サイズ（1本）：全長7.8cm★材質：柄＝ABS樹
脂、フロス（糸）＝ポリエステル★生産国：台湾

ユカロリージャンプ
本体 2,280円（税込2,508円）

★色：グリーン★サイズ：約3.0×2.6×幅18.5cm（ロープ除く）★材質：ABS、AS、
EVA、シリコーンゴム★電源：CR2032コイン形リチウム電池1個★付属品：取扱
説明書（保証書付き）、室外用ロープ（約2.7m）1本、玉付き室内用ロープ（約
0.33m）2本、お試し用電池1個★生産国：中国
※周囲に人や物、照明等がないか確認し、十分なスペースを確保してください。
※使用中はグリップをしっかりにぎり、離さないでください。

ュTou Tool（糖トール）
本体 1,980円（税込2,178円）

★サイズ：20×16×高3.5cm★材質：シリコーンゴム★生産国：日本
※蒸気炊飯器・無水鍋・糖質カット炊飯器・業務用炊飯器には使えません。
※釜の内径が20cm以上の炊飯器でご使用ください。

ョスリムくるくるハンガー
本体 1,280円（税込1,408円）

★内容：本体、フック、キャップ★サイズ：約33.5×35cm（キャップ取り付け時）★耐荷
重：約4kg★材質：本体＝ステンレス、フック・キャップ＝ポリプロピレン★生産国：中国
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● 製品の特長です。
● 歯周病は、歯肉炎・歯槽膿漏の総称です。

歯を
白く

むし歯
予防

歯周病
予防

着色汚れ
ヤニ除去

口臭
予防

キシリトール（甘味料）を配合
人口甘味料不使用
医薬部外品発泡剤無配合

デンタ
アパトーに配合！

　

デンタ
アパトーに配合！

　

さらに
！プレミアムには　さらに
！プレミアムには　

　PVP：ポリビニルピロリドン
PEG:ポリエチレングリコール

デ

ンタアパトーシリーズ比

デ

ンタアパトーシリーズ比

発泡剤
なし

ペパーミント

やわらかい先端で
わきにフィット
やわらかい先端で
わきにフィット

★測定方式：予測（20秒）、実測（10分）
★測定場所：わき専用
★体温表示：3桁表示、最小表示単位０.１℃
★医療機器認証番号：２２９AFBZX０００２７０００
★販売名：タニタ電子体温計 BT-47X

測りやすさと
見やすさに
こだわりました

文字高約14mmの
大型表示

収納ケース付き

暗くても
見やすい

バックライトを
搭載

簡単装着で
巻きやすい

付属の
カーテンフック
（5個）で簡単

取り付け

3層
レースで
UVカット

ミラー
レースタイプで
目隠し効果

ピックは
つまようじ

として

室外
から

室内
から

水に濡らして振るだけでひんやり！

目隠し・断熱・UVカットの3役をこなす
オールシーズンエコカーテン

気化冷却でひんやり

※効果には個人差があります。

生地拡大

水分が蒸発する時、周囲から熱を奪
う気化冷却の原理で、本品に触れて
いる部分がひんやり感じられます。

熱

蒸発

ル
ー
プ

ガーデニングに スポーツに

バーベキューに ウォーキングに

子供に

UV
加工

消臭
加工

男女
兼用

抗菌
加工

いつの間にかいなくなっている
「ゴキブリキャップの仕組み」
いつの間にかいなくなっている
「ゴキブリキャップの仕組み」

ゴキブリの死骸を見ないで退治できますゴキブリの死骸を見ないで退治できます

跳んだ回数と消費カロリーがわかるなわとび跳んだ回数と消費カロリーがわかるなわとび

いつもの炊飯器に入れるだけいつもの炊飯器に入れるだけ

消費カロリー・なわとびを
した回数が1回単位で
計測できます

消費カロリー・なわとびを
した回数が1回単位で
計測できます

特殊誘引剤がダニを引き寄せ、
強力粘着剤で一網打尽に。
死骸も残らず清潔。
オールシーズン使用可能。

特殊誘引剤がダニを引き寄せ、
強力粘着剤で一網打尽に。
死骸も残らず清潔。
オールシーズン使用可能。5枚組5枚組

使用開始日が
書き込めます

気になる所に敷くだけで
簡単ダニ捕獲！
気になる所に敷くだけで
簡単ダニ捕獲！

ペット用クッションに

使い
終わったら

燃えるゴミへ！
死骸も残らず

清潔です

カーシートに

カーペットの下に

液だれしにくく、
垂直面のカビもしっかり

包んで落とします

液だれしにくく、
垂直面のカビもしっかり

包んで落とします

塗ったところを流すだけ！塗ったところを流すだけ！
タイル目地やシャワーカーテン、ゴムパッキンな
ど、発生したカビに。塗ったところが一目瞭然、
ピンクのジェルがカビにアタック。

タイル目地やシャワーカーテン、ゴムパッキンな
ど、発生したカビに。塗ったところが一目瞭然、
ピンクのジェルがカビにアタック。

カビに長～く
とどまる！
カビに長～く
とどまる！

使用後

浴室のゴムパッキン浴室のゴムパッキン タイル目地タイル目地

浴室の棚と壁の間浴室の棚と壁の間 シャワーフックと壁の間シャワーフックと壁の間

使用前

泡が裏側に
行き渡り、
汚れに密着

一番上の
穴からスプレー

するだけ

洗浄・除菌・消臭が
1度でOK
洗浄・除菌・消臭が
1度でOK

ぬるくなっても、水に濡らすと
涼感がよみがえる！
ぬるくなっても、水に濡らすと
涼感がよみがえる！

遮熱・保温に優れた
テイジン「エコリエ®」を使用

断熱効果
約8.1℃

保温効果
約3.4℃

奥歯まで届きやすい
小さめサイズ
たっぷり

200本
入り

たっぷり

200本
入り

7.8
cm

室内用と室外用の
2種類のロープ付き

ロープの
長さを調節

できる

糖分を
含んだ水を
捨てるだけ

晴天時は
外で通常の
なわとびとして

晴天時は
外で通常の
なわとびとして

※室外用ロープ使用時※室外用ロープ使用時

いつもの水の量に
プラス80mlを加える
いつもの水の量に
プラス80mlを加える

炊く前に本品を水に沈めてスイッチオン炊く前に本品を水に沈めてスイッチオン

炊飯後、本品に溜まった水を捨てるだけ！炊飯後、本品に溜まった水を捨てるだけ！

室内で手軽に
有酸素運動が

できます

バスタオル
なら2枚
干せる

セミダブル
シーツまで

干せる

カーテン
ベッドカバー

にも

風が
吹いても

飛びにくい

室内用ロープは
壁やインテリアに
当たる心配のない
短いサイズ

室内用ロープは
壁やインテリアに
当たる心配のない
短いサイズ

弾性シリコーン素材「タフシロン®」使用

糖質を低減糖質を低減

ご飯の美味しさは
そのまま！
ご飯の美味しさは
そのまま！

洗濯物を
傷付けない
キャップ付き

洗濯物を
傷付けない
キャップ付き

空
気
の
通
り
が
い
い
か
ら

乾
き
や
す
い
！

空
気
の
通
り
が
い
い
か
ら

乾
き
や
す
い
！

使い方
動画サイト
使い方
動画サイト

中心に向かって
くるくる廻して使います
中心に向かって
くるくる廻して使います

お風呂干しや
室内干しにも便利！
お風呂干しや
室内干しにも便利！

余ったスペースで
他の洗濯物が干せる
余ったスペースで

他の洗濯物が干せる

広いスペースが必要広いスペースが必要

スペースを確保！スペースを確保！

洗濯槽の掃除が約30分でできる！洗濯槽の掃除が約30分でできる！

くるくる通すだけで
シーツやバスタオルが
省スペースで干せる

くるくる通すだけで
シーツやバスタオルが
省スペースで干せる

花粉時
雨天時

UVカット率
約83.9％

遮光率
約87.6％

147申込
番号

145申込
番号

148申込
番号

149申込
番号

156申込
番号

155申込
番号

153申込
番号

151申込
番号

150申込
番号

152申込
番号

146申込
番号

154申込
番号
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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）

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

16

※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

※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。

ぉ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υまるごと搾った シークヮーサー果汁

本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：500ml／袋
❶大宜味村産限定の

シークヮーサー果汁1
00％。苦みが少なく、

ソフトドリンク

や調味料としてお召し
上がりいただけます。

❷常温180日間❸－
τ石神邑 梅搾り

本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：490ml／箱
❶名産地・和歌山県石

神地域の完熟南高梅
と砂糖のみで作りまし

た。梅は農薬

の量を通常の半分に
減らし、化学肥料も一

切使わず栽培。お召し
上がりは2～4

倍に薄めてどうぞ。❷
常温210日間❸－

σやわらか食感 焼せせり
1,533

σ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－

1,533
ο俺の贅沢 やわらか 炙りいか軟骨

本体 1,420円（税込1,533円）
★規格：40g×5／袋
❶肉厚の国内産アカイカの軟骨を、いか魚醤で味わい深いピリ辛味に仕上げま
した。やわらかい食感です。❷常温240日間❸小麦

753
π海の幸 珍味MIX

本体 698円（税込753円）
★規格：60g／袋
❶5つの海の幸をパリッ・ポリッとした食感に仕上げました。❷常温120日間
❸小麦、えび

ρおつまみあわび
1,080

ρおつまみあわび
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：10粒／袋
❶セネガル産の天然あわびを甲州名産あわび煮貝のたれで味付けしました。　
❷常温180日間❸－

918
μ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－

1,080
ν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

ξひとくち チーズサンド
1,080

ξひとくち チーズサンド
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20g×10袋／袋
❶クリーミーなチーズをたらシートで挟み、一口サイズにカットしました。食べ切りサ
イズ。❷常温120日間❸小麦、乳

2,160

ιアサヒテング 
　ビーフジャーキー味 じゃがスティック 

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：42g×12袋／袋
❶カリッとした食感のじゃがいもスティックをアサヒテング印のビーフジャーキー
味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦

ぃNIPPON フルーツバー アソート
本体 2,200円（税込2,376円）

★規格：90g×20本（4種類×5本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとしてお召し上がりいた
だけます。❷常温10ヶ月間❸－

ぅ信州 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－

う日向夏ジュース
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12／箱
❶宮崎県特産の日向夏使用。独特の芳香とさわやかな酸味がおいしいジュース
です。❷常温180日間❸－

ぇすりおろしゼリー ミックスぇすりおろしゼリー ミックス
本体 980円（税込1,058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。

え冷やしぜんざい
本体 600円（税込648円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。上品な味わいです。❷常温90日間❸－

え冷やしぜんざい
本体 600円（税込648円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。上品な味わいです。❷常温90日間❸－

（税込1,857円）

本体本体

★規格：140g（14g×10袋）／箱
❶10日間じっくり乾燥させ、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ました。❷常温360日間❸－

1,512
κネジ∞ネジ 旨味トマト味

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：30g×12袋／箱
❶デュラム小麦のセモリナ粉100％使用。トマトにオニオンとポークの旨
みをプラスし、カリッとした食感に仕上げました。❷常温180日間
❸小麦、乳

1,512
λネジ∞ネジ 香ばしえび塩味

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：30g×12袋／箱
❶デュラム小麦のセモリナ粉100％使
用。香ばしいえびの風味と旨みをプラス
し、カリッとした食感に仕上げました。　
❷常温180日間❸小麦、乳、えび

い北海道トマト100％い北海道トマト100％

本体 2,480円（税込2,678円）
★規格：160g×20缶／箱
❶血圧が気になる方に、高めの血圧を下げるGABAを含んだ
機能性表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－
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共同購入 音楽

ハーベスト

学校・職域生協食品 雑貨 書籍

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

おいしさギュッと！
フライドパスタ
スナック

おいしさギュッと！
フライドパスタ
スナック

今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！ お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト6月号
6月号

×各6

×各5

サ
ン
ふ
じ

サ
ン
ふ
じ

サ
ン
つ
が
る

サ
ン
つ
が
る

シ
ナ
ノ
ゴ
ー
ル
ド

シ
ナ
ノ
ゴ
ー
ル
ド

シ
ナ
ノ
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イ
ー
ト

シ
ナ
ノ
ス
イ
ー
ト

秋
映（
あ
き
ば
え
）

秋
映（
あ
き
ば
え
）

沖縄の拠点産地・大
宜味村

産のストレート果汁
沖縄の拠点産地・大

宜味村

産のストレート果汁南高梅の完熟梅ジュ
ース

南高梅の完熟梅ジュ
ース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

やわらか食感のピリ辛いか軟骨やわらか食感のピリ辛いか軟骨

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る

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

ビーフジャーキー味の珍しいポテトスナックビーフジャーキー味の珍しいポテトスナック

クリーミーなチーズを
たらシートで挟みました
クリーミーなチーズを
たらシートで挟みました

5種類の珍味が1袋にたっぷり5種類の珍味が1袋にたっぷり

あわびが個包装のおつまみになりましたあわびが個包装のおつまみになりました

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

宮崎県特産日向夏

ストレート果汁100
％宮崎県特産日向夏

ストレート果汁100
％

北海道産トマトの

ストレートジュース
北海道産トマトの

ストレートジュース

すりおろした果肉と
果汁の

ひとくちゼリー
すりおろした果肉と

果汁の

ひとくちゼリー

北海道産小豆の自然
な風味と甘み

北海道産小豆の自然
な風味と甘み

まるごと焼きえび

さくさく梅わかめ

きす骨せんべい

ごまいりこ

いわしせんべい

　
　

　　　
国産
フル
ーツ
デザートのアソート　　　　

　

　
　

　　　
国産
フル
ーツ
デザートのアソート　　　　

　

×12

×12

×12

×10

×20

×12

×5

×5

夏の
味覚

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

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.618チラシ
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番号
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番号
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209申込
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番号
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番号

207申込
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208申込
番号
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番号

006申込
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003申込
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004申込
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