
※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。
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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！
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いパーティーアイデアルチョコ
　（ディズニー）ハロウィン

本体 1,050円（税込1,134円）
★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶パラソル型チョコ25本入りのパーティーサイズです。❷常温365日間❸乳

ぉじゃり豆

★規格：340g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドにさくさくの衣を付け、焙煎して仕上げました。
大容量、食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

ぃハロウィン ナボナ 
　ロングライフ チョコレート

本体 550円（税込594円）
★規格：5個／箱
❶チョコチップ入りのコクのある「チョコレート」が5個入った、ハロウィン限定パッケージ品です。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぅハロウィン 
　ラムネ テトラ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：60個／袋
❶ハロウィン柄のテトラパックにオレンジ味とグレープ味のラムネを詰めました。❷常温365日間❸－

うミニゴーフル 
　ミニオン・モンスターズ

本体 840円（税込907円）
★規格：6枚×2缶／プラ箱
❶ミニオンのキャラクターがかわいいミニ
ゴーフルです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぇフォンダン 
　ビスキュイ アソート袋

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：252g（個装紙込み）／袋
❶チョコをたっぷり練り込んで、クローバーの形に焼き上げました。キャラメルサレ・
ショコラオランジュ・ミルクの3種詰め合わせです。❷常温90日間❸小麦、乳

え北海道産 
　かぼちゃのスープ

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：160g×10／箱
❶北海道産かぼちゃをベースに、生クリームと牛乳で仕上げたリッチな味わいです。
❷常温1年間❸乳

本体 1,000円（税込1,080円）

本体 1,250円

υ13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★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

σTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶粒コーンとダイスカットのポテトがおいしいコーンポタージュです。❷常温1年間❸乳

σTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶粒コーンとダイスカットのポテトがおいしいコーンポタージュです。❷常温1年間❸乳

ο即席みそ汁 こうじみそ

μいつものおみそ汁 
　贅沢 あさり

ιいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

τ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

ρ北海道 インカのめざめ ポタージュ

πZENTAの金のポタージュ

ξ美味しい瞬間 みそ汁 10食セット

λ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

κいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

ιいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,300円（税込1,404円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

μいつものおみそ汁 
　贅沢 あさり

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：10食／箱
❶熟成合わせみその豊かな風味があさりの旨みを引き立てます。
あさりは殻付きです。❷常温1年間❸－

ο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

πZENTAの金のポタージュ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：224.4g（18.7g×12包）／袋
❶ブルーチーズとチェダーチーズの2種類を使用。淡路島フルーツ玉ねぎを1食に
1/3個も加えた、甘くて濃厚な贅沢スープです。❷常温1年間❸小麦、乳

ν美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食

本体 960円（税込1,036円）
★規格：5食／袋
❶味のバリエーションを手軽にお楽しみいただけます。❷常温1年間❸小麦、卵、乳、えび、かに

λ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×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

ξ美味しい瞬間 みそ汁 10食セット
本体 1,170円（税込1,263円）

★規格：10食（なす・とうふ・ほうれん草・ごぼう・なめこ（赤だし）・野菜・贅沢焼なす・贅沢なめこ・
贅沢豚汁・贅沢かに汁）／袋
❶人気のフリーズドライみそ汁10種を揃えたバラエティーセットです。❷常温1年間❸小麦、乳、かに

ρ北海道 インカのめざめ ポタージュ
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：20g×15袋／袋
❶北海道のブランドポテト「インカのめざめ」で作りました。栗やさつまいものようなやさしい甘さです。
❷常温365日間❸小麦、乳

υ13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★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

τ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

κ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
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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

10月号

油を使わない焙煎種スナック！油を使わない焙煎種スナック！
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

（税込1,209円）

本体本体

ハロウィン限定の
オリジナルパッケージ！
ハロウィン限定の
オリジナルパッケージ！

たっぷり25本たっぷり25本

ミニゴーフルに人気の
キャラクターをデザイン

濃厚でとろけるような
味わいをたっぷりと！
濃厚でとろけるような
味わいをたっぷりと！

カットかぼちゃ入りの
ほっこりスープ
カットかぼちゃ入りの
ほっこりスープ

TM＆©Universal Studios

ハロウィン
パーティーにも

みそ汁＆
スープ特集 !

調理例調理例

シェアしやすい大容量

×10

ハロウィン限定！

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト10月号

みそ汁が恋しくなる季節です

調理例

調理例

調理例調理例

炙りかに雑炊 炙りたらこ雑炊

すまし柚子
まろやか鶏だし

トマトとチーズのリゾット

「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

人気のみそ汁10種バラエティーセット人気のみそ汁10種バラエティーセット

ブランド食材の濃厚ポタージュブランド食材の濃厚ポタージュ

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

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

具材にこだわった贅沢なおみそ汁具材にこだわった贅沢なおみそ汁

にゅうめん・雑炊・リゾットの
お手軽アソート
にゅうめん・雑炊・リゾットの
お手軽アソート

チーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュチーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュ

具材にこだわった贅沢なおみそ汁具材にこだわった贅沢なおみそ汁

あふれる「うまみ」のコーンポタージュあふれる「うまみ」のコーンポタージュ

簡単！お湯を注ぐだけ簡単！お湯を注ぐだけ

生姜で身体の芯から温まる！生姜で身体の芯から温まる！

調理例

とうふ

なす

赤だし
野 菜

なめこ 調理例

とうふ

なす

なめこ

ほうれん草

赤だし

調理例

なす とうふ
ほうれん草

ごぼう なめこ 野 菜 贅沢かに汁

贅沢焼なす 贅沢なめこ 贅沢豚汁

調理例
50杯分

調理例

調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例

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

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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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。

学協くん .com 検索
ご注文は
こちらから！https://www.gakkyo-kun.com/

学協くん.comに、
チラシでは買えない
商品を多数ご用意！！
この機会にぜひご登録
をお願いいたします。

※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。　※このチラシからはご注文できません。

お銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご
お銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にいちご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

か銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング
か銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング

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

が銀座千疋屋 
　フルーツサンド
が銀座千疋屋 
　フルーツサンド

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：5個／箱
❶なめらかなフルーツクリームと香り豊かな果肉を香ばしいクッキーでサンドしま
した。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

きカマンベール
　チーズケーキ
きカマンベール
　チーズケーキ

本体 550円（税込594円）
★規格：1本／箱
❶北海道産の生乳から製造したカマンベールチーズパウダーを使用し、じっくり
と焼き上げた逸品です。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぎ生チョコケーキ
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

げミレービスケット
本体 478円（税込516円）

★規格：30g×6袋×2／袋
❶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210日間❸小麦

けミレーサンド 詰め合わせけミレーサンド 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

くアマンド レモンケーキ
本体 760円（税込820円）

★規格：6個／箱
❶瀬戸内レモンの果汁とレモンピールを生地に練り込んだ、程よい苦みと爽やかな香りの
ケーキです。❷常温240日間❸小麦、卵、乳

さN.Y. キャラメル
　クリスピードーナッツパイ

本体 926円（税込1,000円）
★規格：4個／箱
❶ドーナッツ形のパイを、クルミ・アーモンド・ヘーゼルナッツを混ぜ込んだキャラメル
ヌガーでコーティングしました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

だプチクレープ 生八ツ橋
本体 732円（税込790円）

★規格：12個／箱
❶やわらかな生八ツ橋生地でミルククリームと、抹茶ゼリー・バナナクリーム・いちご
ゼリー・チョコクリームを包みました。❷常温33日間❸小麦、卵、乳

ぐモロゾフ ファヤージュ
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：18個／缶
❶リーフ型のクッキー生地にスライスナッツをのせ、ミルク・スイート・ホワイトの3種のチョコ
をサンドしました。❷常温315日間❸小麦、卵、乳 

ごハーシー チョコブラウニー
本体 980円（税込1,058円）

★規格：10個／箱
❶生地とクリームにハーシーのココアを使用。しっとりとした生地にくるみの粒を練り込ん
だ、ザクザクとした食感のアクセントが楽しめます。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

こポルボローネ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶ホロホロと口の中でほぐれる、楽しい食感のクッキーです。❷常温60日間❸小麦、乳

じ食塩無添加 
　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－

ずキャラメルくるみ 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

そ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
そ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：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。❷常温12ヶ月間❸－

しポンデドーナツ 
　スイートタイム
しポンデドーナツ 
　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

ぞナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ
ぞ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－

たチーズバル 
　ローストアーモンド＋焼チーズ
たチーズバル 
　ローストアーモンド＋焼チーズ

本体 1,250円（税込1,350円）
★規格：38g×5／袋
❶チーズでバジルソースをサンドし、じっくりと香ばしく焼き上げました。❷常温150日間
❸小麦、卵、乳

せヨーグルトレーズン
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：300g（10g×30袋）／箱
❶ヨーグルト風味の生地でレーズンを包みました。1袋で10億個の乳酸菌と3mgの鉄分を補給できます。
❷常温180日間❸乳

ぜドライフルーツミックス 6種ぜ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－

す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

ざプレミアム 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
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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。

学協くん .com 検索
ご注文は
こちらから！https://www.gakkyo-kun.com/

学協くん.comに、
チラシでは買えない
商品を多数ご用意！！
この機会にぜひご登録
をお願いいたします。

※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。　※このチラシからはご注文できません。

お銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご
お銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個／箱
❶生地にいちご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

か銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング
か銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング

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

が銀座千疋屋 
　フルーツサンド
が銀座千疋屋 
　フルーツサンド

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：5個／箱
❶なめらかなフルーツクリームと香り豊かな果肉を香ばしいクッキーでサンドしま
した。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

きカマンベール
　チーズケーキ
きカマンベール
　チーズケーキ

本体 550円（税込594円）
★規格：1本／箱
❶北海道産の生乳から製造したカマンベールチーズパウダーを使用し、じっくり
と焼き上げた逸品です。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぎ生チョコケーキ
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

げミレービスケット
本体 478円（税込516円）

★規格：30g×6袋×2／袋
❶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210日間❸小麦

けミレーサンド 詰め合わせけミレーサンド 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

くアマンド レモンケーキ
本体 760円（税込820円）

★規格：6個／箱
❶瀬戸内レモンの果汁とレモンピールを生地に練り込んだ、程よい苦みと爽やかな香りの
ケーキです。❷常温240日間❸小麦、卵、乳

さN.Y. キャラメル
　クリスピードーナッツパイ

本体 926円（税込1,000円）
★規格：4個／箱
❶ドーナッツ形のパイを、クルミ・アーモンド・ヘーゼルナッツを混ぜ込んだキャラメル
ヌガーでコーティングしました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

だプチクレープ 生八ツ橋
本体 732円（税込790円）

★規格：12個／箱
❶やわらかな生八ツ橋生地でミルククリームと、抹茶ゼリー・バナナクリーム・いちご
ゼリー・チョコクリームを包みました。❷常温33日間❸小麦、卵、乳

ぐモロゾフ ファヤージュ
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：18個／缶
❶リーフ型のクッキー生地にスライスナッツをのせ、ミルク・スイート・ホワイトの3種のチョコ
をサンドしました。❷常温315日間❸小麦、卵、乳 

ごハーシー チョコブラウニー
本体 980円（税込1,058円）

★規格：10個／箱
❶生地とクリームにハーシーのココアを使用。しっとりとした生地にくるみの粒を練り込ん
だ、ザクザクとした食感のアクセントが楽しめます。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

こポルボローネ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶ホロホロと口の中でほぐれる、楽しい食感のクッキーです。❷常温60日間❸小麦、乳

じ食塩無添加 
　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－

ずキャラメルくるみ 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

そ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
そ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：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。❷常温12ヶ月間❸－

しポンデドーナツ 
　スイートタイム
しポンデドーナツ 
　スイートタイム

本体 500円（税込540円）
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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
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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－

たチーズバル 
　ローストアーモンド＋焼チーズ
たチーズバル 
　ローストアーモンド＋焼チーズ

本体 1,250円（税込1,350円）
★規格：38g×5／袋
❶チーズでバジルソースをサンドし、じっくりと香ばしく焼き上げました。❷常温150日間
❸小麦、卵、乳

せヨーグルトレーズン
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：300g（10g×30袋）／箱
❶ヨーグルト風味の生地でレーズンを包みました。1袋で10億個の乳酸菌と3mgの鉄分を補給できます。
❷常温180日間❸乳

ぜドライフルーツミックス 6種ぜ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－

す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

ざプレミアム 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
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な干し柿スライス やみつき
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：70g×2袋／袋
❶国産の種なし柿を燻蒸・漂白せずに干し、食べやすいようスライスカットしました。砂糖を含
む甘味料不使用。❷常温90日間❸－

はべっぴんさん 
　カフェオレミルクまんじゅう

本体 850円（税込918円）
★規格：30g×8個／箱
❶世田谷みやげ認定商品を持つ「ビーンズ喜多見」と「菓心たちばな」のコラボを
世田谷観光物産が企画、商品化しました。ミルクの餡に焙煎したモカの粉末を練
り込んだ、やさしいカフェオレ味です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

へ蜂蜜 ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶すっきり甘く上品な香りのアカシア蜂蜜をたっぷり使用した、やさしい味わいです。
❷常温90日間❸小麦、卵

ち有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
★規格：50g×6袋／袋
❶厳選された有機栗を使用し、岡山の工場でレトルト加工しました。
茶碗蒸しやお菓子作り、非常食にも。❷常温13ヶ月間❸－

ぢ栗納言
本体 700円（税込756円）

★規格：6個／袋
❶北米産の小豆を使い、栗を浮かべてまろやかなゼリーで包みま
した。冷やしてどうぞ。❷常温90日間❸－

っ栗ヴァッフェル
本体 650円（税込702円）

★規格：5個／箱
❶やさしくまろやかな香りの栗クリームを、さっくり焼き上げた欧
風ヴァッフェルで挟みました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ね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

のういろ
本体 550円（税込594円）

★規格：58g×6個（白・抹茶・小豆×各2個）／パック
❶主原料に国産米を使用。口の中でべたつかず、歯切れのよい食
感です。白・抹茶・小豆の各2個入り。❷常温60日間❸－
※寒い時期は地域によって固くなる場合があります。

ち有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
★規格：50g×6袋／袋
❶厳選された有機栗を使用し、岡山の工場でレトルト加工しました。
茶碗蒸しやお菓子作り、非常食にも。❷常温13ヶ月間❸－

はべっぴんさん 
　カフェオレミルクまんじゅう

本体 850円（税込918円）
★規格：30g×8個／箱
❶世田谷みやげ認定商品を持つ「ビーンズ喜多見」と「菓心たちばな」のコラボを
世田谷観光物産が企画、商品化しました。ミルクの餡に焙煎したモカの粉末を練
り込んだ、やさしいカフェオレ味です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ば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

ぱみかんもち
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

ひ揚げかきもち 詰合せ
本体 600円（税込648円）

★規格：288g（16袋）／箱
❶米油と圧搾製法のごま油でサクッと揚げた、醤油味と塩味の揚げかきもちを詰め合わせ
ました。食べ切りサイズの個包装。❷常温120日間❸小麦

び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

ぴカリッとじゃが 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

ふキリマルラーメンスナック
本体 580円（税込626円）

★規格：3g×50個／箱
❶キリマルラーメンとスナックのコラボ商品です。❷常温150日間❸小麦

ぶもっちり ミニたい焼き 
　つぶあん

本体 698円（税込753円）
★規格：12個／箱
❶もちもちの生地で北海道十勝産のつぶあんを包んで焼き上げ
ました。かわいいミニタイプ。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぷ黒ゴマ黒糖きな粉（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

へ蜂蜜 ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶すっきり甘く上品な香りのアカシア蜂蜜をたっぷり使用した、やさしい味わいです。
❷常温90日間❸小麦、卵

つ岩谷堂羊羹 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－

づ茨城県産の紅はるかで作った ほしいも
本体 980円（税込1,058円）

★規格：180g／袋
❶甘みが強く、しっとりやわらかな食感です。紅はるかそのままの黄金色をお楽しみいただ
けるよう、低温乾燥させました。❷常温90日間❸－

て国内産 高特芋けんぴ
本体 980円（税込1,058円）

★規格：650g／袋
❶製造工程でできる折れを集めました。ポリポリとした食感と昔ながらの味わいと甘さ。
保存に便利なファスナー付き。❷常温120日間❸－

でとろける焼いもようかん
本体 540円（税込583円）

★規格：75g×3／袋
❶五郎島金時さつまいもを焼く工程を加え、香ばしい風味を引き出しました。甘さ控えめ。
❷常温180日間❸－

とマネケン 安納芋ワッフル
本体 900円（税込972円）

★規格：6個／箱
❶種子島産安納芋の甘露煮ダイスと焼き芋ペーストを練り込みました。しっとり甘い、秋限
定のおいしさです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

どさつまいも煮 2パック
本体 880円（税込950円）

★規格：240g×2パック／袋
❶素材本来の味わいを生かし、甘さ控えめに炊き上げました。❷常温90日間❸小麦

な干し柿スライス やみつき
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：70g×2袋／袋
❶国産の種なし柿を燻蒸・漂白せずに干し、食べやすいようスライスカットしました。砂糖を含
む甘味料不使用。❷常温90日間❸－

に熊本県 栗ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶熊本県産の栗を使った、上品な風味と甘さが特徴です。❷常温90日間❸小麦、卵

ぬ鹿児島県 さつまいもドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶鹿児島県産さつまいもを使った、ほっくりとした懐かしい味わいが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

食品 食品食品
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いも・栗が好きなあなたへ お好きなお菓子でほっと一息!

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。

愛知県西
三河地方

の

ソウルフー
ドを模した

ミニサイズ
の袋デザイ

ンの

ラーメンス
ナックです

。

食べ切りサイズ50gの6袋入り食べ切りサイズ50gの6袋入り 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ごろっと入った栗と小豆を
ゼリーで包みました
ごろっと入った栗と小豆を
ゼリーで包みました

ほくほく甘い、栗の味わいほくほく甘い、栗の味わい 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 プレーン・西尾の抹茶味・
北海道産小豆味の3種セット
プレーン・西尾の抹茶味・
北海道産小豆味の3種セット

アカシア蜂蜜のやさしい甘さアカシア蜂蜜のやさしい甘さ
北海道十勝産のつぶあんを使用北海道十勝産のつぶあんを使用 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

栗がぎっしり！栗がぎっしり！ 糖度が高く、しっとりした食感糖度が高く、しっとりした食感 国内産さつま芋（黄金千貫）を使用国内産さつま芋（黄金千貫）を使用

やわらかくとろける食感やわらかくとろける食感 種子島産安納芋を使用種子島産安納芋を使用 甘さ控えめに炊き上げました甘さ控えめに炊き上げました

食べ始めると止まらない食べ始めると止まらない 熊本のおいしさとドーナツ棒のコラボ熊本のおいしさとドーナツ棒のコラボ 鹿児島のおいしさとドーナツ棒のコラボ鹿児島のおいしさとドーナツ棒のコラボ

×8

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

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 国内産もち米100％使用国内産もち米100％使用

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 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 キリマルラーメンが
小さなお菓子になりました

キリマルラーメンが
小さなお菓子になりました

×30

上品でさっぱりしている
アカシア蜂蜜がドーナツ棒に
　　　　マッチしています

商品担当 おすすめ！

×6

期間限定

ビーンズ喜多見×菓心たちばな

×12
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な干し柿スライス やみつき
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：70g×2袋／袋
❶国産の種なし柿を燻蒸・漂白せずに干し、食べやすいようスライスカットしました。砂糖を含
む甘味料不使用。❷常温90日間❸－

はべっぴんさん 
　カフェオレミルクまんじゅう

本体 850円（税込918円）
★規格：30g×8個／箱
❶世田谷みやげ認定商品を持つ「ビーンズ喜多見」と「菓心たちばな」のコラボを
世田谷観光物産が企画、商品化しました。ミルクの餡に焙煎したモカの粉末を練
り込んだ、やさしいカフェオレ味です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

へ蜂蜜 ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶すっきり甘く上品な香りのアカシア蜂蜜をたっぷり使用した、やさしい味わいです。
❷常温90日間❸小麦、卵

ち有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
★規格：50g×6袋／袋
❶厳選された有機栗を使用し、岡山の工場でレトルト加工しました。
茶碗蒸しやお菓子作り、非常食にも。❷常温13ヶ月間❸－

ぢ栗納言
本体 700円（税込756円）

★規格：6個／袋
❶北米産の小豆を使い、栗を浮かべてまろやかなゼリーで包みま
した。冷やしてどうぞ。❷常温90日間❸－

っ栗ヴァッフェル
本体 650円（税込702円）

★規格：5個／箱
❶やさしくまろやかな香りの栗クリームを、さっくり焼き上げた欧
風ヴァッフェルで挟みました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ね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

のういろ
本体 550円（税込594円）

★規格：58g×6個（白・抹茶・小豆×各2個）／パック
❶主原料に国産米を使用。口の中でべたつかず、歯切れのよい食
感です。白・抹茶・小豆の各2個入り。❷常温60日間❸－
※寒い時期は地域によって固くなる場合があります。

ち有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
★規格：50g×6袋／袋
❶厳選された有機栗を使用し、岡山の工場でレトルト加工しました。
茶碗蒸しやお菓子作り、非常食にも。❷常温13ヶ月間❸－

はべっぴんさん 
　カフェオレミルクまんじゅう

本体 850円（税込918円）
★規格：30g×8個／箱
❶世田谷みやげ認定商品を持つ「ビーンズ喜多見」と「菓心たちばな」のコラボを
世田谷観光物産が企画、商品化しました。ミルクの餡に焙煎したモカの粉末を練
り込んだ、やさしいカフェオレ味です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ば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

ぱみかんもち
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

ひ揚げかきもち 詰合せ
本体 600円（税込648円）

★規格：288g（16袋）／箱
❶米油と圧搾製法のごま油でサクッと揚げた、醤油味と塩味の揚げかきもちを詰め合わせ
ました。食べ切りサイズの個包装。❷常温120日間❸小麦

び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

ぴカリッとじゃが 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

ふキリマルラーメンスナック
本体 580円（税込626円）

★規格：3g×50個／箱
❶キリマルラーメンとスナックのコラボ商品です。❷常温150日間❸小麦

ぶもっちり ミニたい焼き 
　つぶあん

本体 698円（税込753円）
★規格：12個／箱
❶もちもちの生地で北海道十勝産のつぶあんを包んで焼き上げ
ました。かわいいミニタイプ。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぷ黒ゴマ黒糖きな粉（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

へ蜂蜜 ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶すっきり甘く上品な香りのアカシア蜂蜜をたっぷり使用した、やさしい味わいです。
❷常温90日間❸小麦、卵

つ岩谷堂羊羹 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－

づ茨城県産の紅はるかで作った ほしいも
本体 980円（税込1,058円）

★規格：180g／袋
❶甘みが強く、しっとりやわらかな食感です。紅はるかそのままの黄金色をお楽しみいただ
けるよう、低温乾燥させました。❷常温90日間❸－

て国内産 高特芋けんぴ
本体 980円（税込1,058円）

★規格：650g／袋
❶製造工程でできる折れを集めました。ポリポリとした食感と昔ながらの味わいと甘さ。
保存に便利なファスナー付き。❷常温120日間❸－

でとろける焼いもようかん
本体 540円（税込583円）

★規格：75g×3／袋
❶五郎島金時さつまいもを焼く工程を加え、香ばしい風味を引き出しました。甘さ控えめ。
❷常温180日間❸－

とマネケン 安納芋ワッフル
本体 900円（税込972円）

★規格：6個／箱
❶種子島産安納芋の甘露煮ダイスと焼き芋ペーストを練り込みました。しっとり甘い、秋限
定のおいしさです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

どさつまいも煮 2パック
本体 880円（税込950円）

★規格：240g×2パック／袋
❶素材本来の味わいを生かし、甘さ控えめに炊き上げました。❷常温90日間❸小麦

な干し柿スライス やみつき
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：70g×2袋／袋
❶国産の種なし柿を燻蒸・漂白せずに干し、食べやすいようスライスカットしました。砂糖を含
む甘味料不使用。❷常温90日間❸－

に熊本県 栗ドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶熊本県産の栗を使った、上品な風味と甘さが特徴です。❷常温90日間❸小麦、卵

ぬ鹿児島県 さつまいもドーナツ棒
本体 834円（税込900円）

★規格：20本／箱
❶鹿児島県産さつまいもを使った、ほっくりとした懐かしい味わいが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

食品 食品食品

4 5

いも・栗が好きなあなたへ お好きなお菓子でほっと一息!

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。

愛知県西
三河地方

の

ソウルフー
ドを模した

ミニサイズ
の袋デザイ

ンの

ラーメンス
ナックです

。

食べ切りサイズ50gの6袋入り食べ切りサイズ50gの6袋入り 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ごろっと入った栗と小豆を
ゼリーで包みました
ごろっと入った栗と小豆を
ゼリーで包みました

ほくほく甘い、栗の味わいほくほく甘い、栗の味わい 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 プレーン・西尾の抹茶味・
北海道産小豆味の3種セット
プレーン・西尾の抹茶味・
北海道産小豆味の3種セット

アカシア蜂蜜のやさしい甘さアカシア蜂蜜のやさしい甘さ
北海道十勝産のつぶあんを使用北海道十勝産のつぶあんを使用 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

栗がぎっしり！栗がぎっしり！ 糖度が高く、しっとりした食感糖度が高く、しっとりした食感 国内産さつま芋（黄金千貫）を使用国内産さつま芋（黄金千貫）を使用

やわらかくとろける食感やわらかくとろける食感 種子島産安納芋を使用種子島産安納芋を使用 甘さ控えめに炊き上げました甘さ控えめに炊き上げました

食べ始めると止まらない食べ始めると止まらない 熊本のおいしさとドーナツ棒のコラボ熊本のおいしさとドーナツ棒のコラボ 鹿児島のおいしさとドーナツ棒のコラボ鹿児島のおいしさとドーナツ棒のコラボ

×8

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

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 国内産もち米100％使用国内産もち米100％使用

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 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 キリマルラーメンが
小さなお菓子になりました

キリマルラーメンが
小さなお菓子になりました

×30

上品でさっぱりしている
アカシア蜂蜜がドーナツ棒に
　　　　マッチしています

商品担当 おすすめ！

×6

期間限定

ビーンズ喜多見×菓心たちばな

×12
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有機JASマーク

よ石垣牛ナッツ 
　スパイシー風味べKOUBO アップルパイ

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶オーブントースターで1～2分ほど温め、冷ましてから召し上がると、
サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

（税込1,512円）

ままるごと搾った 
　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100％。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－

み信州まるごと 
　りんごジュース

本体3,280円（税込3,542円）
★規格：160g×30缶／箱
❶りんごストレート果汁100％。空気に触れないよう、りんごを特
殊な製法で搾汁しました。❷常温2年間❸－

むザク切り いちご
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：8g×10食／袋
❶いちごをフリーズドライしました。牛乳で溶かすだけで召し上が
れます。人工甘味料・香料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸－

め北海道トマト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－

ゆ食塩無添加 
　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－

ら焼えび
本体820円（税込885円）

★規格：68g（個装紙込み）／袋
❶えびの殻を剥いて仕上げました。噛むと香ばしさが口の中に広
がります。えびはベトナム産。❷常温6ヶ月間❸えび

りなんでも噛んでも
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－

るウルメフライ
本体600円（税込648円）

★規格：100g／ポット
❶スナック菓子のような手軽さで食べられる、自然素材を生かした
一品です。❷常温90日間❸－

れ鯛わさび
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：115g（個装紙込み）／袋
❶三枚に下ろした鯛を調味・乾燥させた後、更にわさび風味に味付
けして焙焼し、カットして食べやすく仕上げました。❷常温6ヶ月間
❸－

ょ学校給食使用食品 
　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－

も有機 ルイボスティー
本体1,980円（税込2,138円）

★規格：200g（2g×100包）／袋
❶南アフリカで有機栽培された茶葉を国内工場で三角ティーバッ
グ（ひもなし）に加工しました。有機JAS認定品。カフェインゼロ。
たっぷり100包入り。❷常温730日間❸－

ゃ辻利 
　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－

や石神邑 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－

ゅドリップオン 
　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。

べKOUBO アップルパイ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶オーブントースターで1～2分ほど温め、冷ましてから召し上がると、
サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぺ有明産 
　海苔巻きおかき

本体600円（税込648円）
★規格：100g（個装紙込み）／袋
❶秋田県産もち米の生地を香ばしく焼き、4種類の醤油をブレンド
したたれで味付けしました。❷常温150日間❸小麦

よ石垣牛ナッツ 
　スパイシー風味

本体 1,028円（税込1,110円）
★規格：240g（16g×15袋）／袋
❶石垣牛風味のスパイシーなナッツを大袋に詰めました。おやつやお酒のお供に。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

ろおつまみさばチップ 
　ブラックペッパー

本体 1,980円（税込2,138円）
★規格：35g×8P／袋
❶ブラックペッパーが三陸産さばの旨みを引き出しています。手を汚さず食べられるつま
ようじ入り。❷常温365日間❸－

ゎ俺の贅沢 
　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

わおつまみあわび
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－

ゐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,200円（税込1,296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－

ゑネジ∞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

をネジ∞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

ほ琥珀果 
　うらごしパッションフルーツ

本体560円（税込604円）
★規格：8個／袋
❶沖縄県今帰仁村・本部町産のパッションフルーツを人口甘味料・
保存料・着色料不使用でしっとりと仕上げました。❷常温180日間
❸－

ぼバナナチップサンド
本体 600円（税込648円）

★規格：80g／袋
❶パッションフルーツとタマリンドの甘酸っぱい味わいのジャムを
バナナチップでサンドしました。❷常温180日間❸－

ぽアップル
　ルイボスティー
　（フレーバードティー）

本体 600円（税込648円）
★規格：15g（1.5g×10P）×2袋／袋
❶すっきり飲みやすい厳選ルイボスティーに甘酸っぱいアップルの香り
を合わせました。リラックスしたい時に。❷常温2年間❸－

食品 食品食品 お菓子と飲料 ナッツ・おつまみ

76

×6 ×12×12

おいしさ長持ち60日のロングライフパンおいしさ長持ち60日のロングライフパン 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日本橋老舗海苔屋「井上海苔店」の
有明産海苔を使用
日本橋老舗海苔屋「井上海苔店」の
有明産海苔を使用

やんばるが育てたひと粒の満足やんばるが育てたひと粒の満足

ピリ辛味で尻尾までおいしいピリ辛味で尻尾までおいしい 噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る お魚まるごとカルシウムお魚まるごとカルシウム 干して焼き上げた鯛をわさび風味に干して焼き上げた鯛をわさび風味に

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 スパイシーなおつまみナッツスパイシーなおつまみナッツ

南国のトロピカルな雰囲気が
楽しめます
南国のトロピカルな雰囲気が
楽しめます

すっきり飲みやすいフレーバードティーすっきり飲みやすいフレーバードティー

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

長野県産りんごストレート果汁使用長野県産りんごストレート果汁使用 いちごのおいしさそのままにいちごのおいしさそのままに 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

お湯出し・水出し兼用、
マイボトルにも便利
お湯出し・水出し兼用、
マイボトルにも便利

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

南高梅の完熟梅ジュース南高梅の完熟梅ジュース 苦みと酸味のベストバランス苦みと酸味のベストバランス

ソフトな食感のおつまみソフトな食感のおつまみ 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 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

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 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

×30

調理例調理例

×20

機能性表示食品

×5

イタリアの天然酵母“パネトーネ種”を使用した
パイ生地に、長野県産のりんごジャムと、国産の
アップルプレサーブを包んで焼き上げました。

賞味期限60日の
ロングライフ仕様

×12

×8

調理例調理例

試食会で
好評でした。
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有機JASマーク

よ石垣牛ナッツ 
　スパイシー風味べKOUBO アップルパイ

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶オーブントースターで1～2分ほど温め、冷ましてから召し上がると、
サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

（税込1,512円）

ままるごと搾った 
　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100％。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－

み信州まるごと 
　りんごジュース

本体3,280円（税込3,542円）
★規格：160g×30缶／箱
❶りんごストレート果汁100％。空気に触れないよう、りんごを特
殊な製法で搾汁しました。❷常温2年間❸－

むザク切り いちご
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：8g×10食／袋
❶いちごをフリーズドライしました。牛乳で溶かすだけで召し上が
れます。人工甘味料・香料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸－

め北海道トマト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－

ゆ食塩無添加 
　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－

ら焼えび
本体820円（税込885円）

★規格：68g（個装紙込み）／袋
❶えびの殻を剥いて仕上げました。噛むと香ばしさが口の中に広
がります。えびはベトナム産。❷常温6ヶ月間❸えび

りなんでも噛んでも
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－

るウルメフライ
本体600円（税込648円）

★規格：100g／ポット
❶スナック菓子のような手軽さで食べられる、自然素材を生かした
一品です。❷常温90日間❸－

れ鯛わさび
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：115g（個装紙込み）／袋
❶三枚に下ろした鯛を調味・乾燥させた後、更にわさび風味に味付
けして焙焼し、カットして食べやすく仕上げました。❷常温6ヶ月間
❸－

ょ学校給食使用食品 
　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－

も有機 ルイボスティー
本体1,980円（税込2,138円）

★規格：200g（2g×100包）／袋
❶南アフリカで有機栽培された茶葉を国内工場で三角ティーバッ
グ（ひもなし）に加工しました。有機JAS認定品。カフェインゼロ。
たっぷり100包入り。❷常温730日間❸－

ゃ辻利 
　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－

や石神邑 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－

ゅドリップオン 
　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。

べKOUBO アップルパイ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶オーブントースターで1～2分ほど温め、冷ましてから召し上がると、
サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぺ有明産 
　海苔巻きおかき

本体600円（税込648円）
★規格：100g（個装紙込み）／袋
❶秋田県産もち米の生地を香ばしく焼き、4種類の醤油をブレンド
したたれで味付けしました。❷常温150日間❸小麦

よ石垣牛ナッツ 
　スパイシー風味

本体 1,028円（税込1,110円）
★規格：240g（16g×15袋）／袋
❶石垣牛風味のスパイシーなナッツを大袋に詰めました。おやつやお酒のお供に。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

ろおつまみさばチップ 
　ブラックペッパー

本体 1,980円（税込2,138円）
★規格：35g×8P／袋
❶ブラックペッパーが三陸産さばの旨みを引き出しています。手を汚さず食べられるつま
ようじ入り。❷常温365日間❸－

ゎ俺の贅沢 
　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

わおつまみあわび
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－

ゐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,200円（税込1,296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－

ゑネジ∞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

をネジ∞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

ほ琥珀果 
　うらごしパッションフルーツ

本体560円（税込604円）
★規格：8個／袋
❶沖縄県今帰仁村・本部町産のパッションフルーツを人口甘味料・
保存料・着色料不使用でしっとりと仕上げました。❷常温180日間
❸－

ぼバナナチップサンド
本体 600円（税込648円）

★規格：80g／袋
❶パッションフルーツとタマリンドの甘酸っぱい味わいのジャムを
バナナチップでサンドしました。❷常温180日間❸－

ぽアップル
　ルイボスティー
　（フレーバードティー）

本体 600円（税込648円）
★規格：15g（1.5g×10P）×2袋／袋
❶すっきり飲みやすい厳選ルイボスティーに甘酸っぱいアップルの香り
を合わせました。リラックスしたい時に。❷常温2年間❸－

食品 食品食品 お菓子と飲料 ナッツ・おつまみ
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ザだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱
〈サ・ザ共通〉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－

ゼ本格派 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

ソ一杯の贅沢 
　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18ヶ月間❸小麦、乳

チ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

ゾ胚芽入り 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－

セ化学調味料無添加 
　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

ケ瀬戸田レモンケ瀬戸田レモン
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－

シらーめんですかい
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・なると・刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のかまぼこ入り。
❷常温180日間❸小麦、乳

ジうどんですかい
本体 1,900円（税込2,052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。❷常温180日間❸小麦、乳

スそばですかい
本体 1,900円（税込2,052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。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳、えび、そば

ズ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。❷常温180日間❸小麦、乳

ん市田柿スティック

本体 650円（税込702円）
★規格：80g／袋
❶南信州を代表する地域ブランド・市田柿を約
5個分使用。へたと種を取り除き、食べやすい大
きさにカットしました。❷常温120日間❸－

ァ九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

★規格：80g／袋
❶九州産のバターと小麦粉を使用した、高品質のバタークッキーです。
食品添加物不使用。❷常温90日間❸小麦、乳

ィカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

ィカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋
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。

ォ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－

キおいしい大豆で作った きなこ棒キ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－

ギかむかむレモン（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

ガチーズ 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

ゲ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー
ゲ小川珈琲店 
　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－

ヅ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

〈ツ・ヅ共通〉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

ツ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ッ
　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－

ゥ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ
ゥ大地の恵み 
　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－

イ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

イ焦がし
　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

ウ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ウ食塩無添加 
　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。❷常温180日間❸落花生

ェ野菜チーズナッツェ野菜チーズナッツ
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

エさかなっつハイ！
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

オ黒糖ドーナツ棒オ黒糖ドーナツ棒
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

コ荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

★規格：80g（8g×10袋）／袋
❶わかめに魚介のエキスを加え、具材に胡麻・荏胡麻・青じそを合わせま
した。個包装1パックあたりしじみ約100個分のオルニチンも配合してい
ます。❷常温365日間❸小麦、乳

アなみえ焼そば
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
❶今なお震災の避難指示区域の残る福島県浪江町で60年以上愛
されてきた「なみえ焼そば」の3食セットです。❷常温90日間❸小麦

ダお徳用 
　三陸産カットわかめ
ダお徳用 
　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－

タ有明産のり 朝一番タ有明産のり 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

グ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
グ三陸産 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

ヂ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ヂ紀州産南高梅 
　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。

サだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

サだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
ゴお惣菜 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

カJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
カ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－
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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

×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！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

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

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

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

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 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

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

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

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

荏胡麻が際立つ
さっぱり和風スープ
荏胡麻が際立つ
さっぱり和風スープ

丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍

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 協ザクザク・ほろほろの

和風バタークッキー
ザクザク・ほろほろの
和風バタークッキー

学
校 生 協B-1グランプリも制した

福島・浪江町のソウルフード
B-1グランプリも制した
福島・浪江町のソウルフード

調理例調理例
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調味料（アミノ酸等）無添加

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

長野県産ブランド柿を
干して食べやすくカット

もっちり極太麺が最大の特
徴で、具は豚バラ肉とモヤ
シのみ。ラードを使って焼き、
こってりとした特製ソース
で仕上げる、一度食べたら
癖になる「なみえ焼そば」を
ご賞味ください。

もっちり極太麺が最大の特
徴で、具は豚バラ肉とモヤ
シのみ。ラードを使って焼き、
こってりとした特製ソース
で仕上げる、一度食べたら
癖になる「なみえ焼そば」を
ご賞味ください。 荏胡麻には

人体に必要不可欠な
「α-リノレン酸」が
含まれています

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

102申込
番号

103申込
番号

112申込
番号

111申込
番号

114申込
番号 115申込

番号

097申込
番号

098申込
番号 099申込

番号
096申込

番号

109申込
番号

110申込
番号108申込

番号
089申込

番号088申込
番号

091申込
番号

094申込
番号093申込

番号 095申込
番号092申込

番号

105申込
番号

104申込
番号

107申込
番号

106申込
番号

113申込
番号

083申込
番号

100申込
番号

081申込
番号

101申込
番号

090申込
番号

086申込
番号 087申込

番号
084申込

番号 085申込
番号

117申込
番号

118申込
番号

116申込
番号

082申込
番号
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ザだしまかせ 10袋 徳用
本体 4,860円（税込5,248円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱
〈サ・ザ共通〉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－

ゼ本格派 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

ソ一杯の贅沢 
　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18ヶ月間❸小麦、乳

チ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

ゾ胚芽入り 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－

セ化学調味料無添加 
　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

ケ瀬戸田レモンケ瀬戸田レモン
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－

シらーめんですかい
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・なると・刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のかまぼこ入り。
❷常温180日間❸小麦、乳

ジうどんですかい
本体 1,900円（税込2,052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。❷常温180日間❸小麦、乳

スそばですかい
本体 1,900円（税込2,052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。❷常温180日間
❸小麦、卵、乳、えび、そば

ズ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。❷常温180日間❸小麦、乳

ん市田柿スティック

本体 650円（税込702円）
★規格：80g／袋
❶南信州を代表する地域ブランド・市田柿を約
5個分使用。へたと種を取り除き、食べやすい大
きさにカットしました。❷常温120日間❸－

ァ九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

★規格：80g／袋
❶九州産のバターと小麦粉を使用した、高品質のバタークッキーです。
食品添加物不使用。❷常温90日間❸小麦、乳

ィカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

ィカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋
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。

ォ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－

キおいしい大豆で作った きなこ棒キ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－

ギかむかむレモン（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

ガチーズ 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

ゲ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー
ゲ小川珈琲店 
　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－

ヅ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

〈ツ・ヅ共通〉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

ツ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ッ
　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－

ゥ大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ
ゥ大地の恵み 
　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－

イ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

イ焦がし
　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

ウ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ウ食塩無添加 
　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。❷常温180日間❸落花生

ェ野菜チーズナッツェ野菜チーズナッツ
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

エさかなっつハイ！
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

オ黒糖ドーナツ棒オ黒糖ドーナツ棒
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

コ荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

★規格：80g（8g×10袋）／袋
❶わかめに魚介のエキスを加え、具材に胡麻・荏胡麻・青じそを合わせま
した。個包装1パックあたりしじみ約100個分のオルニチンも配合してい
ます。❷常温365日間❸小麦、乳

アなみえ焼そば
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
❶今なお震災の避難指示区域の残る福島県浪江町で60年以上愛
されてきた「なみえ焼そば」の3食セットです。❷常温90日間❸小麦

ダお徳用 
　三陸産カットわかめ
ダお徳用 
　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－

タ有明産のり 朝一番タ有明産のり 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

グ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
グ三陸産 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

ヂ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ヂ紀州産南高梅 
　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。

サだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

サだしまかせ 3袋
本体 1,680円（税込1,814円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
ゴお惣菜 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

カJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
カ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－
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食品
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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

×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！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

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

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

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

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 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

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

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

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

荏胡麻が際立つ
さっぱり和風スープ
荏胡麻が際立つ
さっぱり和風スープ

丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍

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 協ザクザク・ほろほろの

和風バタークッキー
ザクザク・ほろほろの
和風バタークッキー

学
校 生 協B-1グランプリも制した

福島・浪江町のソウルフード
B-1グランプリも制した
福島・浪江町のソウルフード

調理例調理例
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調味料（アミノ酸等）無添加

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

長野県産ブランド柿を
干して食べやすくカット

もっちり極太麺が最大の特
徴で、具は豚バラ肉とモヤ
シのみ。ラードを使って焼き、
こってりとした特製ソース
で仕上げる、一度食べたら
癖になる「なみえ焼そば」を
ご賞味ください。

もっちり極太麺が最大の特
徴で、具は豚バラ肉とモヤ
シのみ。ラードを使って焼き、
こってりとした特製ソース
で仕上げる、一度食べたら
癖になる「なみえ焼そば」を
ご賞味ください。 荏胡麻には

人体に必要不可欠な
「α-リノレン酸」が
含まれています

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
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テ神戸牛 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

ピツナフレーク 
　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－

ネ喫茶店の鉄板

デ新宿中村屋 プチカレー 
　ビーフマイルド

本体998円（税込1,077円）
★規格：120g×5袋／袋
❶国産野菜と果物が溶け込んだ、マイルドな口あたりのビーフカレー
です。❷常温540日間❸小麦、乳

ト100時間かけた 
　ビーフカレー

本体1,990円（税込2,149円）
★規格：200g×5箱／シュリンク
❶ルーをフォン・ド・ヴォーとチキンブイヨンでのばし、じっくりソテ
ーした野菜・フルーツとスパイスを加えてコク深く仕上げました。
❷常温2年間❸小麦、乳

ヒソフトひじき
本体700円（税込756円）

★規格：150g／袋
❶ひじき特有のくせを少なくし、しその風味で食べやすいソフトな
ふりかけ風にしました。❷常温6ヶ月間❸－

ビ手づくり佃煮セット 
　おふくろさん

本体740円（税込799円）
★規格：183g／袋
❶煮干いりこ・味付昆布・かつお削りふし・ごまに同封の特製調味
たれを混ぜれば、本格的な佃煮ができあがります。
❷常温180日間❸小麦

テ神戸牛 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

ピツナフレーク 
　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－

ド新宿中村屋 プチシチュー ビーフ
本体 830円（税込896円）

★規格：120g×3袋／袋
❶隠し味に赤ワインを加えた、風味豊かな味わいです。ちょっと食べたい時にちょうどいい
少量タイプ。❷常温540日間❸小麦、乳

ナ新宿中村屋 本格四川 
　花椒香る麻婆豆腐

本体 960円（税込1,036円）
★規格：280g（140g×2袋）×2袋／袋
❶熟成豆板醤のコク、特製香辣油の特徴的な風味、花椒の薫り高いしびれが絶妙に調和し
た麻婆豆腐の素です。具材は別途ご用意ください。計8人前。山椒スパイス付き。
❷常温540日間❸小麦

ニすみれ 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

ヌ喫茶店の銀皿 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

ネ喫茶店の鉄板 
　ミートスパゲティ用ソース

本体 1,280円（税込1,382円）
★規格：1L／PET
❶ご用意いただいた挽き肉を炒めて絡めるだけ。隠し味にワインを使用した本格派ミート
ソースです。化学調味料無添加。❷常温10ヶ月間❸乳

ノ飛騨高山 角や 中華そば
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：麺100g・スープ33g×各10／箱
❶昔ながらのしょうゆ味。麺はコシのある細ちぢれ麺。スープは鶏と豚をベースに野菜の
旨みを生かしました。❷常温60日間❸小麦、卵

ハ福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ 味噌

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを、福島県産の大豆と果汁（もも・りんご・梨）を中心にオリジナルブレンド
したたれに名古屋味噌をブレンドして、やわらかくコク深い味わいに仕上げました。
❷常温365日間❸小麦、乳

バ福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを、福島県産の大豆と果汁を中心にオリジナルブレンドしたたれでやわ
らかく仕上げました。❷常温365日間❸小麦、乳

パきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：750g（めん100g・あじみそ50g×各5）／箱
❶もちもち食感の半生麺と、コクのある味みそスープのセットです。ご自宅の肉や野菜と
合わせてお召し上がりください。❷常温120日間❸小麦

フ山形牛 牛しぐれ煮
本体 990円（税込1,069円）

★規格：160g／袋
❶大釜でじっくりと煮込みました。生姜の風味が効いています。保存料無添加。
❷常温90日間❸小麦

ブ鹿児島 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－

プ紀州南高 
　種とり梅 はちみつ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：150g×2／プラ容器
❶紀州産南高梅の種を抜いてはちみつを加え、絶妙なバランスの甘みと酸っぱさに仕上
げました。塩分約8％。少し固めの歯応えのある食感です。❷常温180日間❸－

ヘ永平寺 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－

ベお徳用 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

ペお徳用 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－

ホ砂糖不使用 ピーナッツペースト
本体 980円（税込1,058円）

★規格：150g／瓶
❶千葉産落花生を香ばしく焙煎し、芳醇でなめらかなペーストにしました。砂糖・添加物不
使用。❷常温300日間❸落花生

ボわかさぎ唐揚
本体 580円（税込626円）

★規格：85g／箱
❶秋田県八郎潟産のわかさぎを唐揚にし、味噌だれで甘辛く味付けしました。二度揚げ製法
で軽い食感に仕上げています。❷常温60日間❸小麦

ポごぼう甘辛揚げ
本体 580円（税込626円）

★規格：80g／箱
❶香り豊かな国産ごぼうを使用。香ばしい白胡麻と程よく甘辛い醤油だれで滋味あふれる
味わいに仕上げています。❷常温60日間❸小麦

食品 食品食品 簡単・便利で本格的！ ご飯やパンのおともに！
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缶詰ではなくパウチタイ
プで、ゴミ捨てが簡単な
所が嬉しいポイントです。
食塩・オイル不使用で健
康的な所も◎！！
南魚沼市立 大崎小学校

　笹川 さん
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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

昔懐かしい鉄板ミートスパゲティが
簡単に再現できます
昔懐かしい鉄板ミートスパゲティが
簡単に再現できます

飛騨高山の人気ラーメン店の味！飛騨高山の人気ラーメン店の味！
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手作りで山形牛の味わいを活かしました手作りで山形牛の味わいを活かしました 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 はちみつ味の種抜き南高梅はちみつ味の種抜き南高梅

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 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 手巻き寿司に適したしっかりとした質感手巻き寿司に適したしっかりとした質感

原材料は千葉県産落花生だけ原材料は千葉県産落花生だけ 秋田味噌を使ったたれで味付け秋田味噌を使ったたれで味付け 軽い食感にコク深い味わい軽い食感にコク深い味わい
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テ神戸牛 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

ピツナフレーク 
　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－

ネ喫茶店の鉄板

デ新宿中村屋 プチカレー 
　ビーフマイルド

本体998円（税込1,077円）
★規格：120g×5袋／袋
❶国産野菜と果物が溶け込んだ、マイルドな口あたりのビーフカレー
です。❷常温540日間❸小麦、乳

ト100時間かけた 
　ビーフカレー

本体1,990円（税込2,149円）
★規格：200g×5箱／シュリンク
❶ルーをフォン・ド・ヴォーとチキンブイヨンでのばし、じっくりソテ
ーした野菜・フルーツとスパイスを加えてコク深く仕上げました。
❷常温2年間❸小麦、乳

ヒソフトひじき
本体700円（税込756円）

★規格：150g／袋
❶ひじき特有のくせを少なくし、しその風味で食べやすいソフトな
ふりかけ風にしました。❷常温6ヶ月間❸－

ビ手づくり佃煮セット 
　おふくろさん

本体740円（税込799円）
★規格：183g／袋
❶煮干いりこ・味付昆布・かつお削りふし・ごまに同封の特製調味
たれを混ぜれば、本格的な佃煮ができあがります。
❷常温180日間❸小麦

テ神戸牛 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

ピツナフレーク 
　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－

ド新宿中村屋 プチシチュー ビーフ
本体 830円（税込896円）

★規格：120g×3袋／袋
❶隠し味に赤ワインを加えた、風味豊かな味わいです。ちょっと食べたい時にちょうどいい
少量タイプ。❷常温540日間❸小麦、乳

ナ新宿中村屋 本格四川 
　花椒香る麻婆豆腐

本体 960円（税込1,036円）
★規格：280g（140g×2袋）×2袋／袋
❶熟成豆板醤のコク、特製香辣油の特徴的な風味、花椒の薫り高いしびれが絶妙に調和し
た麻婆豆腐の素です。具材は別途ご用意ください。計8人前。山椒スパイス付き。
❷常温540日間❸小麦

ニすみれ 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

ヌ喫茶店の銀皿 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

ネ喫茶店の鉄板 
　ミートスパゲティ用ソース

本体 1,280円（税込1,382円）
★規格：1L／PET
❶ご用意いただいた挽き肉を炒めて絡めるだけ。隠し味にワインを使用した本格派ミート
ソースです。化学調味料無添加。❷常温10ヶ月間❸乳

ノ飛騨高山 角や 中華そば
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：麺100g・スープ33g×各10／箱
❶昔ながらのしょうゆ味。麺はコシのある細ちぢれ麺。スープは鶏と豚をベースに野菜の
旨みを生かしました。❷常温60日間❸小麦、卵

ハ福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ 味噌

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを、福島県産の大豆と果汁（もも・りんご・梨）を中心にオリジナルブレンド
したたれに名古屋味噌をブレンドして、やわらかくコク深い味わいに仕上げました。
❷常温365日間❸小麦、乳

バ福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを、福島県産の大豆と果汁を中心にオリジナルブレンドしたたれでやわ
らかく仕上げました。❷常温365日間❸小麦、乳

パきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：750g（めん100g・あじみそ50g×各5）／箱
❶もちもち食感の半生麺と、コクのある味みそスープのセットです。ご自宅の肉や野菜と
合わせてお召し上がりください。❷常温120日間❸小麦

フ山形牛 牛しぐれ煮
本体 990円（税込1,069円）

★規格：160g／袋
❶大釜でじっくりと煮込みました。生姜の風味が効いています。保存料無添加。
❷常温90日間❸小麦

ブ鹿児島 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－

プ紀州南高 
　種とり梅 はちみつ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：150g×2／プラ容器
❶紀州産南高梅の種を抜いてはちみつを加え、絶妙なバランスの甘みと酸っぱさに仕上
げました。塩分約8％。少し固めの歯応えのある食感です。❷常温180日間❸－

ヘ永平寺 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－

ベお徳用 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

ペお徳用 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－

ホ砂糖不使用 ピーナッツペースト
本体 980円（税込1,058円）

★規格：150g／瓶
❶千葉産落花生を香ばしく焙煎し、芳醇でなめらかなペーストにしました。砂糖・添加物不
使用。❷常温300日間❸落花生

ボわかさぎ唐揚
本体 580円（税込626円）

★規格：85g／箱
❶秋田県八郎潟産のわかさぎを唐揚にし、味噌だれで甘辛く味付けしました。二度揚げ製法
で軽い食感に仕上げています。❷常温60日間❸小麦

ポごぼう甘辛揚げ
本体 580円（税込626円）

★規格：80g／箱
❶香り豊かな国産ごぼうを使用。香ばしい白胡麻と程よく甘辛い醤油だれで滋味あふれる
味わいに仕上げています。❷常温60日間❸小麦

食品 食品食品 簡単・便利で本格的！ ご飯やパンのおともに！
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※窒息・事故防止のため、袋は頭から被らないでください。
※使用時間の長さや内容物によって効果に差があります。

番号 サイズ（幅×長さ） 申込番号

1×5m
1×10m

メ

モ

価格

手間いらず 
雑草防止シート

〈メ・モ共通〉★内容：1枚★材質：ポリプロピレン★生産国：中国

本体 980円（税込1,078円）
本体 1,780円（税込1,958円）

ル便利な消臭袋 Plus＋ 
　レギュラー 80枚組

本体 1,480円（税込1,628円）
★内容：80枚組★サイズ：約幅22×マチ13×高43cm（取っ手含む）、厚み＝０.０２
mm★容量：１０L★耐冷温度：－30℃★材質：ポリエチレン（高密度）★生産国：日本

マスイートカラー チューリップ
本体 680円（税込748円）

★内容：12球（ワシントン・ピンクダイヤモンド・フランソワーゼ・ジュディスレスター×
各3球）★色：黄に赤、桃、白、白に桃★生産国：オランダ

ミ秋植え球根 
ダ
ミ秋植え球根 
　キャンペーンパック

本体 980円（税込1,078円）
★内容：チューリップ・ムスカリ・チオノドクサなどを含む5種以上のおまかせ50球、　　　　　
肥料（マグアンプ5g）×2袋★生産国：オランダ

ムフラワリーランド 2パック
本体 1,229円（税込1,351円）

★内容：本体（培養土・肥料・保水剤・種子）×2★サイズ：W16.5×D18×H1.5cm
★材質：本体＝特殊水溶紙★生産国：日本
※なるべく春（3～6月）か、秋（9～11月）の間にお楽しみください（寒冷地では多少咲く
時期が異なります）。

ヤハイポネックス 
　マグァンプK® 250g

本体 580円（税込638円）
★使用量目安：用土1L当たり2～8g★成分：チッソ6％、リンサン40％、カリ6％、
苦土15％★生産国：日本

ャスーパー草取りヅメ
本体 1,200円（税込1,320円）

★サイズ：約8.2×6.2×26cm★重量：約120g★材質：刃＝炭素鋼（クロームメッキ仕上げ）、
柄＝ポリプロピレン★生産国：日本

ラねこの爪とぎ 詰め替え（8本入り）
本体 1,280円（税込1,408円）

★サイズ：1本＝11×46×高3cm、ケース＝48.5×25×高12.5cm★材質：ダン
ボール★生産国：中国
※側面はすべて柄が異なります。※ケースデザインが変わる場合があります。

ヨドギーマン ホームバーバー 
　部分カットバリカン

本体 1,980円（税込2,178円）
★サイズ：約巾3.5×3.5×高17cm★材質：ABS樹脂、ステンレス★使用電
池：単3形アルカリ乾電池1個（別売）★連続使用時間：約20分★付属品：オイ
ル、お掃除ブラシ、取扱説明書★生産国：中国
※部分カット専用です。全身カットには向きません。

リペットのシャンプー快適マット
　45×55cm

本体 2,980円（税込3,278円）
★サイズ：45×55cm★材質：表面＝SBR、芯材＝ポリエステル・綿・レーヨン、
ひも＝ポリエステル、ストッパー＝PVC★生産国：台湾
※洗濯機・乾燥機には使用しないでください。

〈ュ・ユ共通〉
★サイズ：M～L★適応サイズ：身長＝
154～162cm、バスト＝79～94cm
★材質：ポリエステル100％
★生産国：中国

ガーデニングヤッケ
本体 1,480円（税込1,628円）
番号 色 申込番号

グリーン
オレンジ

ュ

ユ

ョガーデニングパンツ

本体 1,280円（税込1,408円）
★サイズ：M～L★適応サイズ：ウエスト＝64～77cm　
★材質：ポリエステル100％★生産国：中国
※撥水加工を施していますが、使用を繰り返すことで効
果が低下します。

※色や柄の出方は商品により異なります。
※撥水加工を施していますが、使用を繰り返すことで効果が低下します。
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秋の園芸

定期的な
お手入れに

刃こぼれ
しにくい
金属刃

ペット美容
専用カット刃
を使用

滑りにくい
材質を使用

犬・猫
専用

軽量
約100g

カット
OK

両面
使えます

光をシャットアウト

雑草の
光合成を
阻止します

水は
通します
水は
通します

繊維密度が高いので、
雑草の発生を防ぎます

お好みの
サイズにカット
OK！

使用時

庭に、家庭菜園に、お墓まわりに庭に、家庭菜園に、お墓まわりに

シートで雑草を
生えにくく ！
シートで雑草を
生えにくく ！

未使用時

柿渋で消臭袋に抗菌効果プラスでパワーアップ！ 10 L
タイプ

フック掛けができますフック掛けができます

植 え 時 10～12月
開 花 期 4～5月
草丈（生長時） 30～50cm

パステルカラーでいっぱいにしませんか？パステルカラーでいっぱいにしませんか？
人気の

淡い色合いを花色にもつ
チューリップを中心に

集めました

写真はイメージです写真はイメージです

写真はイメージです写真はイメージです

チューリップなどを含む
秋植え球根を盛りだくさんでお届け。
おまけで植付け時にちょうどよい

分量の元肥付き

植 え 時 到着後すぐ
開 花 期 3～6月
草丈（生長時） 30～80cm

春が待ち遠しくなる、魅力いっぱいの球根セット春が待ち遠しくなる、魅力いっぱいの球根セット

水に溶けるパックの中に、
花の種子・培養土・肥料など、草花の育成に
必要なものがすべて入っています。

水に溶けるパックの中に、
花の種子・培養土・肥料など、草花の育成に
必要なものがすべて入っています。

土にのせて水をやるだけ！土にのせて水をやるだけ！ 肥料も
入っているので
手間いらず

種子＝ディモルフォセカ・コスモス・ム
ラサキハナナ・デージー・フロックスド
ラモンデー・ルピナス・オダマキ・サポ
ナリア・カワラナデシコ・アカバナジョ
チュウギク・ゴデチャ・シャスターデー
ジー・ジギタリス・ハツユキソウ・クレ
オメ・ヒャクニチソウ・ケイトウ・ビジョ
ナデシコ・クロタネソウ・カスミソウ・コ
マチソウ・ハナビシソウ・ハルシャギ
ク・ポピー・ヤグルマソウ・ルドベキア・
ニオイアラセイトウ・アゲラタム・ワス
レナグサ・キキョウ・マリーゴールド

様々な花が咲き続けます様々な花が咲き続けます

写真はイメージです写真はイメージです

植 え 時 3～6月/9～11月
開 花 期 随時
草丈（生長時） 50～100cm位

植物の
植え付け、
植え替え時に
土に混ぜる
だけ

植物の
根から出る酸や
土の中の微生物の
働きでゆっくり溶け、
肥料やけの心配が

少ない

ガーデニング
レジャーなど
様々なシーンで
使えます

元肥で根に栄養を元肥で根に栄養を

普段着の上からサッと着られる！庭仕事の作業着に普段着の上からサッと着られる！庭仕事の作業着に

二重の
裾ゴムで
長靴の脱ぎ履きもラク

二重の
裾ゴムで
長靴の脱ぎ履きもラク

ゆっくり長く
効き続ける
緩効性肥料

ゆっくり長く
効き続ける
緩効性肥料

効果は
半年～1年

草花・球根・野菜・観葉植物など、
いろいろな植物に最適

草花・球根・野菜・観葉植物など、
いろいろな植物に最適

チッソ リンサン カリ マグネ
シウム

6 - 40-6 -15

地面に
手がつかない
形状

ツメ部分で
草の根元の土を
ほぐしながら
抜ける

グリップは
ループ状で握りやすく、

楽に使える

フック型の形状で土に入り込みやすい

軽い力で雑草を
根から引き抜く！

刃部は
全身総焼入れで

丈夫

ご使用後のケースは
ダンボールハウスとして
再利用できます

詰め替え8本入りで
たくさん研げる！
詰め替え8本入りで
たくさん研げる！

肉球などのムダ毛用カットバリカン肉球などのムダ毛用カットバリカン

シャンプー時の
足の滑りを防ぐ
シャンプー時の
足の滑りを防ぐ

居心地
が

いいニ
ャ！

結びやすく、
持ち運びにも
便利な手さげ
タイプ

保管に
便利な
ひも付き

水抜き
穴付き

150 151

152

ペット快適！グッズ

フードで
小雨や日差し
からガード

袖口は
ゴム仕様で
ズリ落ち
にくい

左右ファスナー
ポケット付き

スピンドル
付きで調節
ラクラク

ウエストゴム
仕様の深ばき
タイプ

はっ水
加工

はっ水
加工

はっ水
加工

柿渋より抽出した
天然由来のポリ
フェノールの抗菌
・消臭効果をポリ
エチレンフィルム
に添加した高機
能フィルムです。使い方いろいろ使い方いろいろ

〈ュ・ユ・ョ共通〉

147

146

156申込
番号

149申込
番号148申込

番号

154申込
番号

153申込
番号

155申込
番号

143申込
番号

152申込
番号
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番号
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※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。

2021-チラシNO.6202021-チラシNO.620

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！
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いパーティーアイデアルチョコ
　（ディズニー）ハロウィン

本体 1,050円（税込1,134円）
★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶パラソル型チョコ25本入りのパーティーサイズです。❷常温365日間❸乳

ぉじゃり豆

★規格：340g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドにさくさくの衣を付け、焙煎して仕上げました。
大容量、食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

ぃハロウィン ナボナ 
　ロングライフ チョコレート

本体 550円（税込594円）
★規格：5個／箱
❶チョコチップ入りのコクのある「チョコレート」が5個入った、ハロウィン限定パッケージ品です。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぅハロウィン 
　ラムネ テトラ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：60個／袋
❶ハロウィン柄のテトラパックにオレンジ味とグレープ味のラムネを詰めました。❷常温365日間❸－

うミニゴーフル 
　ミニオン・モンスターズ

本体 840円（税込907円）
★規格：6枚×2缶／プラ箱
❶ミニオンのキャラクターがかわいいミニ
ゴーフルです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぇフォンダン 
　ビスキュイ アソート袋

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：252g（個装紙込み）／袋
❶チョコをたっぷり練り込んで、クローバーの形に焼き上げました。キャラメルサレ・
ショコラオランジュ・ミルクの3種詰め合わせです。❷常温90日間❸小麦、乳

え北海道産 
　かぼちゃのスープ

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：160g×10／箱
❶北海道産かぼちゃをベースに、生クリームと牛乳で仕上げたリッチな味わいです。
❷常温1年間❸乳

本体 1,000円（税込1,080円）

本体 1,250円

υ13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★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

σTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶粒コーンとダイスカットのポテトがおいしいコーンポタージュです。❷常温1年間❸乳

σTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶粒コーンとダイスカットのポテトがおいしいコーンポタージュです。❷常温1年間❸乳

ο即席みそ汁 こうじみそ

μいつものおみそ汁 
　贅沢 あさり

ιいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

τ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

ρ北海道 インカのめざめ ポタージュ

πZENTAの金のポタージュ

ξ美味しい瞬間 みそ汁 10食セット

λ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

κいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

ιいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,300円（税込1,404円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

μいつものおみそ汁 
　贅沢 あさり

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：10食／箱
❶熟成合わせみその豊かな風味があさりの旨みを引き立てます。
あさりは殻付きです。❷常温1年間❸－

ο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

πZENTAの金のポタージュ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：224.4g（18.7g×12包）／袋
❶ブルーチーズとチェダーチーズの2種類を使用。淡路島フルーツ玉ねぎを1食に
1/3個も加えた、甘くて濃厚な贅沢スープです。❷常温1年間❸小麦、乳

ν美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食

本体 960円（税込1,036円）
★規格：5食／袋
❶味のバリエーションを手軽にお楽しみいただけます。❷常温1年間❸小麦、卵、乳、えび、かに

λ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×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

ξ美味しい瞬間 みそ汁 10食セット
本体 1,170円（税込1,263円）

★規格：10食（なす・とうふ・ほうれん草・ごぼう・なめこ（赤だし）・野菜・贅沢焼なす・贅沢なめこ・
贅沢豚汁・贅沢かに汁）／袋
❶人気のフリーズドライみそ汁10種を揃えたバラエティーセットです。❷常温1年間❸小麦、乳、かに

ρ北海道 インカのめざめ ポタージュ
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：20g×15袋／袋
❶北海道のブランドポテト「インカのめざめ」で作りました。栗やさつまいものようなやさしい甘さです。
❷常温365日間❸小麦、乳

υ13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食

本体 1,000円（税込1,080円）
★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

τ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

κ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
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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

10月号

油を使わない焙煎種スナック！油を使わない焙煎種スナック！
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

（税込1,209円）

本体本体

ハロウィン限定の
オリジナルパッケージ！
ハロウィン限定の
オリジナルパッケージ！

たっぷり25本たっぷり25本

ミニゴーフルに人気の
キャラクターをデザイン

濃厚でとろけるような
味わいをたっぷりと！
濃厚でとろけるような
味わいをたっぷりと！

カットかぼちゃ入りの
ほっこりスープ
カットかぼちゃ入りの
ほっこりスープ

TM＆©Universal Studios

ハロウィン
パーティーにも

みそ汁＆
スープ特集 !

調理例調理例

シェアしやすい大容量

×10

ハロウィン限定！

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト10月号

みそ汁が恋しくなる季節です

調理例

調理例

調理例調理例

炙りかに雑炊 炙りたらこ雑炊

すまし柚子
まろやか鶏だし

トマトとチーズのリゾット

「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

人気のみそ汁10種バラエティーセット人気のみそ汁10種バラエティーセット

ブランド食材の濃厚ポタージュブランド食材の濃厚ポタージュ

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

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

具材にこだわった贅沢なおみそ汁具材にこだわった贅沢なおみそ汁

にゅうめん・雑炊・リゾットの
お手軽アソート
にゅうめん・雑炊・リゾットの
お手軽アソート

チーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュチーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュ

具材にこだわった贅沢なおみそ汁具材にこだわった贅沢なおみそ汁

あふれる「うまみ」のコーンポタージュあふれる「うまみ」のコーンポタージュ

簡単！お湯を注ぐだけ簡単！お湯を注ぐだけ

生姜で身体の芯から温まる！生姜で身体の芯から温まる！

調理例

とうふ

なす

赤だし
野 菜

なめこ 調理例

とうふ

なす

なめこ

ほうれん草

赤だし

調理例

なす とうふ
ほうれん草

ごぼう なめこ 野 菜 贅沢かに汁

贅沢焼なす 贅沢なめこ 贅沢豚汁

調理例
50杯分

調理例

調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例

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

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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