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

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

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

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

個人情報の扱い

※書籍の帯の有無や商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。
※著作物については不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。
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学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）
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い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（5種類×4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－

λ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－

κ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。❷常温210日間❸－

κ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。❷常温210日間❸－

θ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－

η老舗煮貝屋が作った 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－

ιサヴァ缶のプレッツェル
本体 880円（税込950円）

★規格：180g（45g×4箱）／箱
❶ピューレ状にしたサヴァ缶を生地に練り込み、サバの風味と三陸塩
の塩味をきかせました。❷常温365日間❸小麦、乳

δキャラメルくるみ 
　チーズナッツ
δ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

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

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、
ナッツ本来の旨みを引き出しました。❷常温で2022年11月末まで ❸－

ζTON’S 
　食塩無添加ミックス XO
ζTON’S 
　食塩無添加ミックス XO

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：280g／袋
❶4種のナッツをそれぞれに適した方法で焙煎し、素材のおいしさを引き出しました。
❷常温180日間❸－

　　　　γ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

βお魚屋さんがつくった大人の 
　チーズかつお

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：245g／袋
❶やわらかく煮上げたかつおの角煮にチーズをのせた、ひとくちサイズのおつまみ
です。食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

う信州 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－

ぅすりおろしゼリー ミックス
本体 1,050円（税込1,134円）

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

ぉ神戸牛 ビーフカレー
★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

（税込756円）

本体本体

5月号で

本体750円
ぇ京都 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－

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－

ぃ杏仁豆腐

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。
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調理例調理例

×各6

お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

神戸牛の旨みと
フルーツ玉ねぎの甘みが絶妙
神戸牛の旨みと
フルーツ玉ねぎの甘みが絶妙
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お召し上がりは
2～4倍に
薄めてどうぞ

お酒の

割り材としても割り材としても

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

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

チーズのコクにかつおの旨みが
引き立て合うおいしさ
チーズのコクにかつおの旨みが
引き立て合うおいしさ

チーズがかわいい
ひとくちサイズに
なりました

チーズがかわいい
ひとくちサイズに
なりました

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

サバの缶詰ブームの火付け役
「サヴァ缶」がプレッツェルに

なりました

サバの缶詰ブームの火付け役
「サヴァ缶」がプレッツェルに

なりました

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

たっぷり食べられる
4種ミックス

たっぷり食べられる
4種ミックス

×4

×12
×各4

カシューナッツ
アーモンド

クルミ

マカデミアナッツ

南高梅の完熟梅ジュース南高梅の完熟梅ジュース 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

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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かまるごと 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だけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、
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－

おザク切り 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－

き瀬戸内レモン き瀬戸内レモン 
　ルイボスティー（フレーバードティー）

本体 800円（税込864円）
★規格：（15g（1.5g×10P））×2袋／袋
❶グリーンルイボスティーに瀬戸内レモンの皮から抽出したエキスで香りを付けました。
ノンカフェインでレモンの爽やかな香味との相性もよく、リラックスに最適です。
❷常温2年間❸－

ぎ沖縄県産果汁の
　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－

が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－

くピーチジュース
本体 3,200円（税込3,456円）

★規格：160g×20缶／箱
❶国産桃を贅沢に搾った、のど越しのよい爽やかな甘さです。❷常温18ヶ月間❸－

す国産果実の
　寒天ゼリー

本体700円（税込756円）
★規格：500g／袋
❶国産果汁（長野県産シャインマスカット・山形県産ふじりんご・山
梨県産もも・長野県産巨峰）を使用した、4種のフルーツの味わい
と香り豊かな砂糖掛けの寒天ゼリーです。❷常温180日間❸－

ずプチ 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

せ涼菓 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－

ぜミニ 水ようかん
本体700円（税込756円）

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

ぐKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

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

けKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

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

こ信州・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。機能性
表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－

げ富良野にんじん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－

おザク切り 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－

ご日向夏ジュース
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－

さ宮崎ぶどう（ストレート）
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶皮ごと絞ることで皮の香りとぶどうの甘みが存分に味わえます。❷常温360日間❸－

ざ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：90g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が楽しめ
ます。❷常温10ヶ月間❸－

だKOUBO 
　北海道小豆あんぱん

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶パネトーネ種を使ったクロワッサン生地で北海道産小豆の粒あんを包んで焼き上げまし
た。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ち
します。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ちKOUBO 
　チョコクリームパイ

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶国産小麦を使ったパイ生地でベルギー産チョコ入りのチョコクリームを包んで焼き上げ
ました。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが
長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぢKOUBO 
　ザ チョコレートクロワッサン

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：12個／箱
❶イタリアの天然酵母「パネトーネ種」を使用し、保存料なしで製造した長時間熟成パンです。
パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ち
します。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

そKOUBO アップルパイ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶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りんごジャムと国産
アップルプレザーブを包んで焼き上げました。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

ぞKOUBO パン・オ・ショコラ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶パネトーネ種を使ったクロワッサン生地で板チョコを包んで焼き上げました。パネトーネ種
に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ちします。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

たKOUBO パン・オ・クレーム
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶マダガスカル産バニラシードを使用したカスタード風クリームをクロワッサン生地で包みま
した。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持
ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

かまるごと 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だけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、
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－

し長野県産
　ナガノパープルゼリー

本体 600円（税込648円）
★規格：50個／袋
❶長野県産ナガノパープル果汁を使用した、ひとくちタイプのミニゼリーです。
❷常温180日間❸－

じ長野県産
　シャインマスカットゼリー

本体 600円（税込648円）
★規格：50個／袋
❶長野県産シャインマスカット果汁を使用した、ひとくちタイプのゼリーです。
❷常温180日間❸－

グ夕張メロン 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。ひとくちサイズ。
❷常温180日間❸乳
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牛乳で溶
かすだけ

日向夏ストレートジュース、飲んだことありますか？
学校生協の大人気商品です。
飲めば、人気の理由がわかります。

商品担当 おすすめ！
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かまるごと 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だけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、
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－

おザク切り 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－

き瀬戸内レモン き瀬戸内レモン 
　ルイボスティー（フレーバードティー）

本体 800円（税込864円）
★規格：（15g（1.5g×10P））×2袋／袋
❶グリーンルイボスティーに瀬戸内レモンの皮から抽出したエキスで香りを付けました。
ノンカフェインでレモンの爽やかな香味との相性もよく、リラックスに最適です。
❷常温2年間❸－

ぎ沖縄県産果汁の
　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－

が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－

くピーチジュース
本体 3,200円（税込3,456円）

★規格：160g×20缶／箱
❶国産桃を贅沢に搾った、のど越しのよい爽やかな甘さです。❷常温18ヶ月間❸－

す国産果実の
　寒天ゼリー

本体700円（税込756円）
★規格：500g／袋
❶国産果汁（長野県産シャインマスカット・山形県産ふじりんご・山
梨県産もも・長野県産巨峰）を使用した、4種のフルーツの味わい
と香り豊かな砂糖掛けの寒天ゼリーです。❷常温180日間❸－

ずプチ 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

せ涼菓 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－

ぜミニ 水ようかん
本体700円（税込756円）

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

ぐKEY リキッドコーヒー 
　天然水 微糖

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

けKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

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

こ信州・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。機能性
表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－

げ富良野にんじん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－

おザク切り 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－

ご日向夏ジュース
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－

さ宮崎ぶどう（ストレート）
本体 1,720円（税込1,857円）

★規格：125ml×12本／箱
❶皮ごと絞ることで皮の香りとぶどうの甘みが存分に味わえます。❷常温360日間❸－

ざ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：90g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が楽しめ
ます。❷常温10ヶ月間❸－

だKOUBO 
　北海道小豆あんぱん

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶パネトーネ種を使ったクロワッサン生地で北海道産小豆の粒あんを包んで焼き上げまし
た。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ち
します。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ちKOUBO 
　チョコクリームパイ

本体 1,667円（税込1,800円）
★規格：12個／箱
❶国産小麦を使ったパイ生地でベルギー産チョコ入りのチョコクリームを包んで焼き上げ
ました。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが
長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぢKOUBO 
　ザ チョコレートクロワッサン

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：12個／箱
❶イタリアの天然酵母「パネトーネ種」を使用し、保存料なしで製造した長時間熟成パンです。
パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ち
します。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

そKOUBO アップルパイ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶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りんごジャムと国産
アップルプレザーブを包んで焼き上げました。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

ぞKOUBO パン・オ・ショコラ
本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶パネトーネ種を使ったクロワッサン生地で板チョコを包んで焼き上げました。パネトーネ種
に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持ちします。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳
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本体 1,667円（税込1,800円）

★規格：12個／箱
❶マダガスカル産バニラシードを使用したカスタード風クリームをクロワッサン生地で包みま
した。パネトーネ種に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらかさとおいしさが長持
ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳
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国産
ブルーベリージャム

適度な塩味の
ビスケット

べP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

びいもころ
本体 680円（税込734円）

★規格：190g（個装紙込み）／袋
❶素材の風味・旨みはそのままに、ダイスカットしたさつまいもをサクッとした食感に仕上
げました。❷常温150日間❸－

ひ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩だけで味付けし、程よい硬さに仕上げ
ました。❷常温180日間❸－

ィ黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

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

ィ黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

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

ぷ雪塩ちんすこう
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

へ無選別 かりんとう
本体650円（税込702円）

★規格：300g（そばかりん・くるみかりん・白かりん・黒かりん・鮭の
中骨）／プラ容器
❶岩手県産南部小麦を使用。さまざまな味が楽しめます。
❷常温60日間❸小麦、そば

っDOUTOR 
　ドーナツ棒 コーヒー味

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶「力強さが特徴のインスタントコーヒー」と「風味豊かなドトールこだわりのエキス」の2種
類のコーヒーエキスを使用し、コーヒーの香りとコクを味わえるドーナツ棒に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦、卵

つDOUTOR 
　ドーナツ棒 黒糖ラテ味

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶ドトールこだわりのコーヒーエキスに黒糖の深い甘さとまろやかなミルク感をプラスし
て黒糖ラテの味わいを表現したドーナツ棒です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

て阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶濃厚な味わいの阿蘇ジャージー牛乳を贅沢に使用して作りました。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

べP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

づとりたまミニバウムセット
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：プレーン・抹茶味・コーヒー味×各2個／箱
❶生地にはたっぷりの新鮮な卵とグルテンフリーの山口県産米粉を使用。抹茶味には宇治
抹茶を、コーヒー味には焙煎したコーヒーを練り込んでいます。❷常温120日間❸卵、乳

と重ねレーズン
本体 926円（税込1,000円）

★規格：8個／箱
❶丁寧に焼き上げたしっとりサクサクのビスケットに口溶けのよい上品なレーズンクリーム
を挟みました。❷常温40日間❸小麦、卵、乳

の長崎かすてら
本体 800円（税込864円）

★規格：220g／箱
❶長崎県雲仙普賢岳の麓で採れた新鮮たまごで焼き上げました。10ピースにカット済み。
❷常温60日間❸小麦、卵

は瀬戸内れもん 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－

ばちび丸 まめごろう
本体 600円（税込648円）

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

ぱえだまめあられ 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

ひ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩だけで味付けし、程よい硬さに仕上げ
ました。❷常温180日間❸－

びいもころ
本体 680円（税込734円）

★規格：190g（個装紙込み）／袋
❶素材の風味・旨みはそのままに、ダイスカットしたさつまいもをサクッとした食感に仕上
げました。❷常温150日間❸－

ぴしょうゆ揚げもち
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

ふ味の逸品 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

ぶ岩谷堂羊羹 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－

でハニーバター くるみ
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：25g×12袋／箱
❶バターのコク、ふんわり甘いはちみつに香ばしいくるみが合わさった、しあわせなおいし
さです。❷常温1年間❸乳

どポンデドーナツ 
　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

なトラピストの丘 
　函館チーズタルト

本体 550円（税込594円）
★規格：6個／箱
❶レモン果汁のアクセントが爽やかな、チーズたっぷりのタルトケーキです。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

にミレーサンド 
　国産ブルーベリーのジャム

本体 630円（税込680円）
★規格：10個／箱
❶適度な塩味のミレービスケットで国産ブルーベリーのジャムをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦

ぬマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

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

ねアマンド 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

ほっとひといきティータイム
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ほっとひといきティータイム

組合員
さんの

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

1箱にたくさん入っているので、
職場で配りやすいです。ちょっと
口さみしくなった時に丁度よいお
やつです。

外はサックリ！
中はしっとり！
外はサックリ！
中はしっとり！

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

定番のかりんとう5種詰め合わせ定番のかりんとう5種詰め合わせ

たまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘンたまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘン

しっとりサクサクの贅沢な一品しっとりサクサクの贅沢な一品

新鮮たまごにこだわった本場・長崎の味新鮮たまごにこだわった本場・長崎の味 柑橘系の爽やか和菓子柑橘系の爽やか和菓子 まめがごろごろまめがごろごろ

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 クセになる噛み心地クセになる噛み心地 サクッとした食感の四角いさつまいもサクッとした食感の四角いさつまいも

サクッと軽いひとくちサイズサクッと軽いひとくちサイズ 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 栗がぎっしり！栗がぎっしり！

みんな大好き！ハニー＆バター味みんな大好き！ハニー＆バター味

しっとり・もちっとした食感しっとり・もちっとした食感 北海道産原料にこだわりました北海道産原料にこだわりました

しょっぱさ×甘さのスイーツしょっぱさ×甘さのスイーツ

冷やしてもおいしい冷やしてもおいしい 1946年創業・六本木アマンドの爽やかスイーツ1946年創業・六本木アマンドの爽やかスイーツ
4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ

商品担当 おすすめ！

ドトールコーヒーとドーナツ棒のコラボ商品ドトールコーヒーとドーナツ棒のコラボ商品

阿蘇ジャージー牛乳のコクと甘さが味わえます阿蘇ジャージー牛乳のコクと甘さが味わえます

×6

期間限定

×10

×10

まるでピザのようなおつまみです。
ビールのお供におすすめです。

4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ

×5
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べP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

びいもころ
本体 680円（税込734円）

★規格：190g（個装紙込み）／袋
❶素材の風味・旨みはそのままに、ダイスカットしたさつまいもをサクッとした食感に仕上
げました。❷常温150日間❸－

ひ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩だけで味付けし、程よい硬さに仕上げ
ました。❷常温180日間❸－

ィ黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

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

ィ黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,350円（税込1,458円）

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

ぷ雪塩ちんすこう
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

へ無選別 かりんとう
本体650円（税込702円）

★規格：300g（そばかりん・くるみかりん・白かりん・黒かりん・鮭の
中骨）／プラ容器
❶岩手県産南部小麦を使用。さまざまな味が楽しめます。
❷常温60日間❸小麦、そば

っDOUTOR 
　ドーナツ棒 コーヒー味

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶「力強さが特徴のインスタントコーヒー」と「風味豊かなドトールこだわりのエキス」の2種
類のコーヒーエキスを使用し、コーヒーの香りとコクを味わえるドーナツ棒に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦、卵

つDOUTOR 
　ドーナツ棒 黒糖ラテ味

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶ドトールこだわりのコーヒーエキスに黒糖の深い甘さとまろやかなミルク感をプラスし
て黒糖ラテの味わいを表現したドーナツ棒です。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

て阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶濃厚な味わいの阿蘇ジャージー牛乳を贅沢に使用して作りました。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

べP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

づとりたまミニバウムセット
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：プレーン・抹茶味・コーヒー味×各2個／箱
❶生地にはたっぷりの新鮮な卵とグルテンフリーの山口県産米粉を使用。抹茶味には宇治
抹茶を、コーヒー味には焙煎したコーヒーを練り込んでいます。❷常温120日間❸卵、乳

と重ねレーズン
本体 926円（税込1,000円）

★規格：8個／箱
❶丁寧に焼き上げたしっとりサクサクのビスケットに口溶けのよい上品なレーズンクリーム
を挟みました。❷常温40日間❸小麦、卵、乳

の長崎かすてら
本体 800円（税込864円）

★規格：220g／箱
❶長崎県雲仙普賢岳の麓で採れた新鮮たまごで焼き上げました。10ピースにカット済み。
❷常温60日間❸小麦、卵

は瀬戸内れもん 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－

ばちび丸 まめごろう
本体 600円（税込648円）

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

ぱえだまめあられ 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

ひ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩だけで味付けし、程よい硬さに仕上げ
ました。❷常温180日間❸－

びいもころ
本体 680円（税込734円）

★規格：190g（個装紙込み）／袋
❶素材の風味・旨みはそのままに、ダイスカットしたさつまいもをサクッとした食感に仕上
げました。❷常温150日間❸－

ぴしょうゆ揚げもち
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

ふ味の逸品 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

ぶ岩谷堂羊羹 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－

でハニーバター くるみ
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：25g×12袋／箱
❶バターのコク、ふんわり甘いはちみつに香ばしいくるみが合わさった、しあわせなおいし
さです。❷常温1年間❸乳

どポンデドーナツ 
　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

なトラピストの丘 
　函館チーズタルト

本体 550円（税込594円）
★規格：6個／箱
❶レモン果汁のアクセントが爽やかな、チーズたっぷりのタルトケーキです。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

にミレーサンド 
　国産ブルーベリーのジャム

本体 630円（税込680円）
★規格：10個／箱
❶適度な塩味のミレービスケットで国産ブルーベリーのジャムをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦

ぬマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

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

ねアマンド 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

ほっとひといきティータイム

4 5
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に掲載！に掲載！

ほっとひといきティータイム

組合員
さんの

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

1箱にたくさん入っているので、
職場で配りやすいです。ちょっと
口さみしくなった時に丁度よいお
やつです。

外はサックリ！
中はしっとり！
外はサックリ！
中はしっとり！

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

定番のかりんとう5種詰め合わせ定番のかりんとう5種詰め合わせ

たまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘンたまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘン

しっとりサクサクの贅沢な一品しっとりサクサクの贅沢な一品

新鮮たまごにこだわった本場・長崎の味新鮮たまごにこだわった本場・長崎の味 柑橘系の爽やか和菓子柑橘系の爽やか和菓子 まめがごろごろまめがごろごろ

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 クセになる噛み心地クセになる噛み心地 サクッとした食感の四角いさつまいもサクッとした食感の四角いさつまいも

サクッと軽いひとくちサイズサクッと軽いひとくちサイズ 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 栗がぎっしり！栗がぎっしり！

みんな大好き！ハニー＆バター味みんな大好き！ハニー＆バター味

しっとり・もちっとした食感しっとり・もちっとした食感 北海道産原料にこだわりました北海道産原料にこだわりました

しょっぱさ×甘さのスイーツしょっぱさ×甘さのスイーツ

冷やしてもおいしい冷やしてもおいしい 1946年創業・六本木アマンドの爽やかスイーツ1946年創業・六本木アマンドの爽やかスイーツ
4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ

商品担当 おすすめ！

ドトールコーヒーとドーナツ棒のコラボ商品ドトールコーヒーとドーナツ棒のコラボ商品

阿蘇ジャージー牛乳のコクと甘さが味わえます阿蘇ジャージー牛乳のコクと甘さが味わえます

×6

期間限定

×10

×10

まるでピザのようなおつまみです。
ビールのお供におすすめです。

4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ

×5

033申込
番号

034申込
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036申込
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084申込
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055申込
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038申込
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037申込
番号

039申込
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れ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

るいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

を北海道 3種の旨み 
　スープセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5g×24袋／箱
❶主原料の野菜はすべて北海道産。大自然で育った野菜の旨みを詰め込んだ
スープセットです。各8食入り。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

り化学調味料無添加 
　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

ら化学調味料無添加 
　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

ほ琉球 
　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

ぼいぶりがっこ 
　スライス

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

るいつものおみそ汁 
　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

れ一杯の贅沢 
　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

ゃ北緯40度 
　盛岡冷麺

本体1,380円（税込1,490円）
★規格：1080g（めん135g・スープ40g・キムチの素5g×各6）／箱
❶強い弾力が自慢の麺です。コクのある肉エキスのスープに和風
だしを加えたピリ辛スープとどうぞ。❷常温100日間❸小麦

もすみれ 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

む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

め日本産めんま 
　黒胡椒入り

本体890円（税込961円）
★規格：130g×2／袋
❶国産ならではの風味と食感に黒胡椒でアクセントを効かせまし
た。ラーメンのトッピングや炒め物の具材などに。❷常温180日間
❸小麦、乳

ぺ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

★規格：20g×2袋・たれ×1個／袋
❶沖縄で育った、プチプチ食感の海藻です。水で戻し、添付のたれに
付けてお召し上がりください。❷常温90日間❸小麦

ぽ国産 すき焼き風ごはん
本体 500円（税込540円）

★規格：130g／袋
❶国産牛肉をはじめ、すき焼きに欠かせない具材を甘辛く味付け。炊いたごはんに混ぜる
だけで、ごちそうの定番「すき焼き」の風味が楽しめます。❷常温180日間❸小麦

ま鹿児島 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240日間❸－

み魚三楼 ちりめん山椒
本体 860円（税込928円）

★規格：60g／瓶
❶1764年創業の京都の老舗料亭「魚三楼」の味。国内産の上級ちりめんを手選別して
丁寧に炊き上げました。❷常温300日間❸小麦

ょ新宿中村屋 
　おすすめセット

本体 1,080円（税込1,166円）
★規格：3食（【国産牛肉の】ビーフカリー・【4種の国産野菜の】野菜カリー・【国産牛肉の】ビ
ーフハヤシ×各180g）／袋
❶牛肉・玉ねぎ・じゃがいもなど、固形で残る原料は国産を使用。なめらかなソースにオリジ
ナルスパイスを効かせたカリーと、デミグラスソースに赤ワインの程よい酸味と香りを加
えたビーフハヤシのセットです。❷常温540日間❸小麦、乳

よ新宿中村屋 ボロネーゼ
本体 630円（税込680円）

★規格：390g（130g×3袋）／袋
❶あめ色になるまで炒めたたまねぎに香味野菜を加えてさらに炒め、素材本来の旨みを引
き出しました。化学調味料不使用。3人前。❷常温540日間❸小麦

ら化学調味料無添加 
　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

り化学調味料無添加 
　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

ゐNova 
　有機オリーブの宝石

本体980円（税込1,058円）
★規格：100g／瓶
❶バターやジャムのようにパンに付けるのをはじめ、ヨーグルトに
入れたり、サラダのトッピング等に、お好みで多様にお使いいただ
けます。❷常温1年間❸－

ゑ砂糖不使用 
　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

ろ冷製 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

ゎ冷製 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

わ冷製 じゃがいものスープ
本体 1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶すりつぶしたじゃがいもに牛乳・生クリームを加えてなめらかに仕上げました。
❷常温1年間❸乳

や飛騨高山 角や 中華そば
本体 1,650円（税込1,782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

ゅ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782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

ゆ信州そば 
 　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

を北海道 3種の旨み 
　スープセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5g×24袋／箱
❶主原料の野菜はすべて北海道産。大自然で育った野菜の旨みを詰め込んだ
スープセットです。各8食入り。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

笑顔あふれる食卓

調理例：
【国産牛肉の】ビーフカリー
調理例：
【国産牛肉の】ビーフカリー

簡単！便利！
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のり

こまつ菜

豚汁

なす汁

なめこ汁

もずく

あおさ

水ですすぐだけでプチプチの食感水ですすぐだけでプチプチの食感 落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐 秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス

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 生姜で身体の芯から温まる！生姜で身体の芯から温まる！

国産素材にこだわったカリー＆ハヤシのセット国産素材にこだわったカリー＆ハヤシのセット こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

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

素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます

パンがもっとおいしくなる
有機トーストスプレッド
パンがもっとおいしくなる
有機トーストスプレッド

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

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 厳選したじゃがいもの濃厚な味わい厳選したじゃがいもの濃厚な味わい
本場の味をご家庭で本場の味をご家庭で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混ぜるだけでできあがり混ぜるだけでできあがり 希少な国産めんま使用希少な国産めんま使用

×10 ×10 ×10

調理例

調理例調理例

ごはんに混ぜるだけで「すき焼き」風ごはんの完成ごはんに混ぜるだけで「すき焼き」風ごはんの完成 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 ミシュランの星獲得店の味をご家庭でミシュランの星獲得店の味をご家庭で

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！ 昔ながらの飛騨の味昔ながらの飛騨の味 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

北海道の旨みを詰め込んだスープセット北海道の旨みを詰め込んだスープセット

商品担当 おすすめ！

海ぶどうは、沖縄の海に繁殖する
海藻の一種です。
茎に小さな粒がぶどうのように
ついているので、そう呼ばれます。

お酒のおつまみ・サラダ・手巻き寿司・
どんぶりなど色々楽しめ、
食べ切りサイズなので便利です。

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」。

調理例調理例

調理例
調理例調理例 調理例調理例

市場のめ
んまの

99％は外
国産と

いわれて
います

調理例

調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例

調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例
調理例調理例

調理例

調理例

オニオンスープ

ごぼうスープ

じゃがバタースープ

調理例調理例

調理例調理例

オニオンスープは発売から30年
以上のロングセラー商品。北海道
で収穫したたまねぎのコクと旨み
をギュッと詰め込んだスープです。

そこにじゃがバタースープ・
ごぼうスープを加えた、計
3種セット。北海道産野菜
の旨みが堪能できます。

2合用

（2～3人
前）

化学調味
料

不使用
化学調味

料

不使用
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れ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

るいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

を北海道 3種の旨み 
　スープセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5g×24袋／箱
❶主原料の野菜はすべて北海道産。大自然で育った野菜の旨みを詰め込んだ
スープセットです。各8食入り。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

り化学調味料無添加 
　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

ら化学調味料無添加 
　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

ほ琉球 
　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

ぼいぶりがっこ 
　スライス

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

るいつものおみそ汁 
　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

れ一杯の贅沢 
　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

ゃ北緯40度 
　盛岡冷麺

本体1,380円（税込1,490円）
★規格：1080g（めん135g・スープ40g・キムチの素5g×各6）／箱
❶強い弾力が自慢の麺です。コクのある肉エキスのスープに和風
だしを加えたピリ辛スープとどうぞ。❷常温100日間❸小麦

もすみれ 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

む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

め日本産めんま 
　黒胡椒入り

本体890円（税込961円）
★規格：130g×2／袋
❶国産ならではの風味と食感に黒胡椒でアクセントを効かせまし
た。ラーメンのトッピングや炒め物の具材などに。❷常温180日間
❸小麦、乳

ぺ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

★規格：20g×2袋・たれ×1個／袋
❶沖縄で育った、プチプチ食感の海藻です。水で戻し、添付のたれに
付けてお召し上がりください。❷常温90日間❸小麦

ぽ国産 すき焼き風ごはん
本体 500円（税込540円）

★規格：130g／袋
❶国産牛肉をはじめ、すき焼きに欠かせない具材を甘辛く味付け。炊いたごはんに混ぜる
だけで、ごちそうの定番「すき焼き」の風味が楽しめます。❷常温180日間❸小麦

ま鹿児島 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240日間❸－

み魚三楼 ちりめん山椒
本体 860円（税込928円）

★規格：60g／瓶
❶1764年創業の京都の老舗料亭「魚三楼」の味。国内産の上級ちりめんを手選別して
丁寧に炊き上げました。❷常温300日間❸小麦

ょ新宿中村屋 
　おすすめセット

本体 1,080円（税込1,166円）
★規格：3食（【国産牛肉の】ビーフカリー・【4種の国産野菜の】野菜カリー・【国産牛肉の】ビ
ーフハヤシ×各180g）／袋
❶牛肉・玉ねぎ・じゃがいもなど、固形で残る原料は国産を使用。なめらかなソースにオリジ
ナルスパイスを効かせたカリーと、デミグラスソースに赤ワインの程よい酸味と香りを加
えたビーフハヤシのセットです。❷常温540日間❸小麦、乳

よ新宿中村屋 ボロネーゼ
本体 630円（税込680円）

★規格：390g（130g×3袋）／袋
❶あめ色になるまで炒めたたまねぎに香味野菜を加えてさらに炒め、素材本来の旨みを引
き出しました。化学調味料不使用。3人前。❷常温540日間❸小麦

ら化学調味料無添加 
　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

り化学調味料無添加 
　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

ゐNova 
　有機オリーブの宝石

本体980円（税込1,058円）
★規格：100g／瓶
❶バターやジャムのようにパンに付けるのをはじめ、ヨーグルトに
入れたり、サラダのトッピング等に、お好みで多様にお使いいただ
けます。❷常温1年間❸－

ゑ砂糖不使用 
　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

ろ冷製 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

ゎ冷製 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

わ冷製 じゃがいものスープ
本体 1,910円（税込2,062円）

★規格：160g×10／箱
❶すりつぶしたじゃがいもに牛乳・生クリームを加えてなめらかに仕上げました。
❷常温1年間❸乳

や飛騨高山 角や 中華そば
本体 1,650円（税込1,782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

ゅ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782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

ゆ信州そば 
 　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

を北海道 3種の旨み 
　スープセット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：5g×24袋／箱
❶主原料の野菜はすべて北海道産。大自然で育った野菜の旨みを詰め込んだ
スープセットです。各8食入り。❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

笑顔あふれる食卓

調理例：
【国産牛肉の】ビーフカリー
調理例：
【国産牛肉の】ビーフカリー

簡単！便利！

76

のり

こまつ菜

豚汁

なす汁

なめこ汁

もずく

あおさ

水ですすぐだけでプチプチの食感水ですすぐだけでプチプチの食感 落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐 秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス

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 生姜で身体の芯から温まる！生姜で身体の芯から温まる！

国産素材にこだわったカリー＆ハヤシのセット国産素材にこだわったカリー＆ハヤシのセット こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

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

素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます

パンがもっとおいしくなる
有機トーストスプレッド
パンがもっとおいしくなる
有機トーストスプレッド

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

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 厳選したじゃがいもの濃厚な味わい厳選したじゃがいもの濃厚な味わい
本場の味をご家庭で本場の味をご家庭で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混ぜるだけでできあがり混ぜるだけでできあがり 希少な国産めんま使用希少な国産めんま使用

×10 ×10 ×10

調理例

調理例調理例

ごはんに混ぜるだけで「すき焼き」風ごはんの完成ごはんに混ぜるだけで「すき焼き」風ごはんの完成 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 ミシュランの星獲得店の味をご家庭でミシュランの星獲得店の味をご家庭で

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！ 昔ながらの飛騨の味昔ながらの飛騨の味 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

北海道の旨みを詰め込んだスープセット北海道の旨みを詰め込んだスープセット

商品担当 おすすめ！

海ぶどうは、沖縄の海に繁殖する
海藻の一種です。
茎に小さな粒がぶどうのように
ついているので、そう呼ばれます。

お酒のおつまみ・サラダ・手巻き寿司・
どんぶりなど色々楽しめ、
食べ切りサイズなので便利です。

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」。

調理例調理例

調理例
調理例調理例 調理例調理例

市場のめ
んまの

99％は外
国産と

いわれて
います

調理例

調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例

調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例
調理例調理例

調理例

調理例

オニオンスープ

ごぼうスープ

じゃがバタースープ

調理例調理例

調理例調理例

オニオンスープは発売から30年
以上のロングセラー商品。北海道
で収穫したたまねぎのコクと旨み
をギュッと詰め込んだスープです。

そこにじゃがバタースープ・
ごぼうスープを加えた、計
3種セット。北海道産野菜
の旨みが堪能できます。

2合用

（2～3人
前）
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キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

〈ジ・ス共通〉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－

セ本格派 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

ズ一杯の贅沢 
　完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

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

ツ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

ゾらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

タうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機柄
のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳
※30周年ロゴパッケージに変更になる場合があります。

ダそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

チちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

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

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

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

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

イおばあちゃんの焼こあじ 32枚
本体 500円（税込540円）

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

キ瀬戸田レモン
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－

カおいしい大豆で作った きなこ棒カ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－

エチーズ 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

ヂ塩ドーナツ棒
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

ッJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
ッ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－

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

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

ア大地の恵み 
　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－

ォごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

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

オ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

オ焦がし
　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

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

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

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

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

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

ゼお徳用 
　三陸産カットわかめ
ゼお徳用 
　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－

ソ有明産のり 朝一番ソ有明産のり 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

ヅ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ヅ紀州産南高梅 
　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。

ジだしまかせ 3袋

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

ジだしまかせ 3袋

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

ク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

ク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

シ　　　つゆ 12本組（徳用）

本体 4,250円（税込4,590円）
★規格：360ml×12／箱

シ　　　つゆ 12本組（徳用）

本体 4,250円（税込4,590円）
★規格：360ml×12／箱
〈ザ・シ共通〉❶学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆです。
❷常温18ヶ月間❸小麦

ザ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

ザ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

サ
　仕込みそ「完成品」

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

スだしまかせ 10袋 徳用

本体 6,400円（税込6,912円）
★規格：75g（5g×15）×10／箱

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

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

コ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1 

コ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1

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

ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ガ三陸産 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

グ夕張メロン 
　ひとくちゼリー
グ夕張メロン 
　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

ケゆずのまんま 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－

ゴツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）

ゴツナフレーク 
　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－

んさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶瀬戸内海産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜いたピーナッツをミックス。　
ビタミンDを配合しました。カルシウム・マグネシウムも補給できます。❷常温180日間❸落花生
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調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

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

うす塩味の
じゃがいもスナック
うす塩味の
じゃがいもスナック

有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり

×20

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

味付け小魚と
ナッツをミックス！
味付け小魚と
ナッツをミックス！

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ

三陸の荒波で育った
厚みと弾力
三陸の荒波で育った
厚みと弾力

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

3種のチーズを配合した
濃厚スナック
3種のチーズを配合した
濃厚スナック

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

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

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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

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

磯の風味豊かなソフトタイプ磯の風味豊かなソフトタイプ

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現
ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品
組合員様の声が、この一本に濃縮されています
学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品
組合員様の声が、この一本に濃縮されています

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ
2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

30杯分

×15×15
調理例調理例調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

×15×15

×8

調理例調理例

大粒の紀州南高梅を漬け込みました大粒の紀州南高梅を漬け込みました

塩分
約4％

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

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

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

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

は、全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です学
校 生 協

学
校 生 協 学

校 生 協
学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

9

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ

調味料（アミノ酸等）無添加
調理例調理例

とうふ とうふ

赤だし 赤だし
野 菜

ほうれん草

なめこ
なめこ

な す

な すカシューナッツ

アーモンド
カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

ピーナッツ

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

組合員
さんの

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

サラダに玉子焼きに、カレーに、ラーメンに、ちょっと物足りない
時に、すぐに使えて便利！ 常備しています。

原料価格高騰のため、
今回より値上げします
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キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

〈ジ・ス共通〉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－

セ本格派 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

ズ一杯の贅沢 
　完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

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

ツ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

ゾらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

タうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機柄
のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳
※30周年ロゴパッケージに変更になる場合があります。

ダそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

チちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

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

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

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

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

イおばあちゃんの焼こあじ 32枚
本体 500円（税込540円）

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

キ瀬戸田レモン
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－

カおいしい大豆で作った きなこ棒カ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－

エチーズ 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

ヂ塩ドーナツ棒
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

ッJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
ッ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－

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

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

ア大地の恵み 
　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－

ォごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

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

オ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

オ焦がし
　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

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

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

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

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

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

ゼお徳用 
　三陸産カットわかめ
ゼお徳用 
　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－

ソ有明産のり 朝一番ソ有明産のり 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

ヅ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ヅ紀州産南高梅 
　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。

ジだしまかせ 3袋

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

ジだしまかせ 3袋

本体 2,100円（税込2,268円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

ク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

ク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

シ　　　つゆ 12本組（徳用）

本体 4,250円（税込4,590円）
★規格：360ml×12／箱

シ　　　つゆ 12本組（徳用）

本体 4,250円（税込4,590円）
★規格：360ml×12／箱
〈ザ・シ共通〉❶学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆです。
❷常温18ヶ月間❸小麦

ザ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

ザ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

サ
　仕込みそ「完成品」

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

スだしまかせ 10袋 徳用

本体 6,400円（税込6,912円）
★規格：75g（5g×15）×10／箱

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

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

コ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1 

コ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食 プラス1

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

ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ガ三陸産 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

グ夕張メロン 
　ひとくちゼリー
グ夕張メロン 
　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

ケゆずのまんま 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－

ゴツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 960円（税込1,036円）

ゴツナフレーク 
　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－

んさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶瀬戸内海産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜いたピーナッツをミックス。　
ビタミンDを配合しました。カルシウム・マグネシウムも補給できます。❷常温180日間❸落花生
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調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

調理例：
海老とそら豆と
茄子の含め煮

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

夕張メロンそのままの
おいしさを閉じ込め
ました

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

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

うす塩味の
じゃがいもスナック
うす塩味の
じゃがいもスナック

有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー有名ホテル監修の新感覚コーヒーゼリー

香ばしいきな粉がたっぷり香ばしいきな粉がたっぷり

×20

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

味付け小魚と
ナッツをミックス！
味付け小魚と
ナッツをミックス！

外はサックリ！ 中はしっとり！外はサックリ！ 中はしっとり！

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ

三陸の荒波で育った
厚みと弾力
三陸の荒波で育った
厚みと弾力

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

3種のチーズを配合した
濃厚スナック
3種のチーズを配合した
濃厚スナック

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

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

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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

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

磯の風味豊かなソフトタイプ磯の風味豊かなソフトタイプ

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現
ふわっとしたのど越しの
溶きたまごを再現

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協定番のティーバッグ式だしパック学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品
組合員様の声が、この一本に濃縮されています
学校生協が組合員様と一緒に作ったオリジナル商品
組合員様の声が、この一本に濃縮されています

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ
2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

30杯分

×15×15
調理例調理例調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

×15×15

×8

調理例調理例

大粒の紀州南高梅を漬け込みました大粒の紀州南高梅を漬け込みました

塩分
約4％

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

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

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

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

は、全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です学
校 生 協

学
校 生 協 学

校 生 協
学
校 生 協

学
校 生 協

学
校 生 協

9

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ

調味料（アミノ酸等）無添加
調理例調理例

とうふ とうふ

赤だし 赤だし
野 菜

ほうれん草

なめこ
なめこ

な す

な すカシューナッツ

アーモンド
カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

ピーナッツ

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

組合員
さんの

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

サラダに玉子焼きに、カレーに、ラーメンに、ちょっと物足りない
時に、すぐに使えて便利！ 常備しています。

原料価格高騰のため、
今回より値上げします
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個包装！！個包装！！

プ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

ブミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

ノドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

トお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体 1,290円（税込1,393円）

ドお徳用 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－

ナプレミアム 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

ニ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

ヌ食塩無添加 
　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
❶アーモンド・カシューナッツ・クルミ・ピカンナッツ・マカデミアナッツ・ピスタチオを贅沢に
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－

ネピスタチオ（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－

ノドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

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

ハかむかむレモン（個包装）
本体 980円（税込1,058円）

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

バ辻利 
　三種の茶あわせ（スティック）

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

パ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

★規格：75g（1.5g×50包）／袋
❶ごぼう本来の甘みと香りを引き出しました。ノンカフェイン、水出し・お湯出し共用。
お得な大容量タイプ。❷常温730日間❸－

デ即席みそ汁 
　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

テ喫茶店の銀皿 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

トお醤油屋さんの
　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150日間❸－

ヒ黒ごま黒糖メープル（徳用）
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：400g（20g×20）／袋
❶黒ごまのお菓子にアーモンドとメープルを練り込みました。食物繊維・カルシウム・鉄分
が多く含まれています。食べ切りタイプの個包装。❷常温180日間❸－

ビじゃり豆 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

ピ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－

フ枝豆と黒豆入り 
　カシューナッツ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶揚げた枝豆に北海道産黒豆とカシューナッツをミックスし、宮古島の雪塩でさっぱりと仕
上げました。❷常温150日間❸－

ブミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

本体 600円（税込648円）
★規格：180g（個装紙込み）／袋
❶カレーせんべい・チーズカレーせんべい・グリーンカレーせんべいを詰め合わせました。
食べやすい個包装。❷常温120日間❸小麦、乳、えび
※各種の入り数にバラつきがございます。

プ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

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

ヘ焼えび
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

ベ荒挽きえびせん 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。❷常温120日間❸えび
※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。

ペ鯛わさび
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－

ホミレーサンド 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

ボミレーサンド 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

ポミレーサンド ホワイト
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶ミルキーなホワイトチョコ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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ナポリタンもいいけれど、ミンチでミートソース、ハンバーグの
煮込みなど、いろいろ使えて助かっています。

50杯分

100杯分

©やなせスタジオ©やなせスタジオ

黒ごまとメープルのおいしいハーモニー黒ごまとメープルのおいしいハーモニーフリーズドライだから、
いつでもできたての味
フリーズドライだから、
いつでもできたての味

お米の風味を引き出した
マイルドな味
お米の風味を引き出した
マイルドな味

チーズ好きが納得の濃厚チーズ種菓子チーズ好きが納得の濃厚チーズ種菓子 ナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさ

枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス カレー味3つを食べくらべ！カレー味3つを食べくらべ！ カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

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 荒挽きえび30％（生換算）配合、カルシウム豊富荒挽きえび30％（生換算）配合、カルシウム豊富 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

さらりと揚げて天日塩で仕上げました

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

肉にこだわった
プレミアムな味わい
肉にこだわった
プレミアムな味わい

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

ハイクオリティな
ミックスナッツ
ハイクオリティな
ミックスナッツ

ほんのり塩味、
たっぷり嬉しい徳用サイズ
ほんのり塩味、
たっぷり嬉しい徳用サイズ

6種のフルーツをおやつや
トッピングに
6種のフルーツをおやつや
トッピングに

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

1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ 国産ごぼうを皮付きのまま
じっくり焙煎
国産ごぼうを皮付きのまま
じっくり焙煎
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個包装！！個包装！！

プ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

ブミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

ノドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

トお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体 1,290円（税込1,393円）

ドお徳用 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－

ナプレミアム 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

ニ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

ヌ食塩無添加 
　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
❶アーモンド・カシューナッツ・クルミ・ピカンナッツ・マカデミアナッツ・ピスタチオを贅沢に
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－

ネピスタチオ（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－

ノドライフルーツミックス 6種
本体 930円（税込1,004円）

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

ハかむかむレモン（個包装）
本体 980円（税込1,058円）

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

バ辻利 
　三種の茶あわせ（スティック）

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

パ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

★規格：75g（1.5g×50包）／袋
❶ごぼう本来の甘みと香りを引き出しました。ノンカフェイン、水出し・お湯出し共用。
お得な大容量タイプ。❷常温730日間❸－

デ即席みそ汁 
　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

テ喫茶店の銀皿 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

トお醤油屋さんの
　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150日間❸－

ヒ黒ごま黒糖メープル（徳用）
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：400g（20g×20）／袋
❶黒ごまのお菓子にアーモンドとメープルを練り込みました。食物繊維・カルシウム・鉄分
が多く含まれています。食べ切りタイプの個包装。❷常温180日間❸－

ビじゃり豆 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

ピ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－

フ枝豆と黒豆入り 
　カシューナッツ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶揚げた枝豆に北海道産黒豆とカシューナッツをミックスし、宮古島の雪塩でさっぱりと仕
上げました。❷常温150日間❸－

ブミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

本体 600円（税込648円）
★規格：180g（個装紙込み）／袋
❶カレーせんべい・チーズカレーせんべい・グリーンカレーせんべいを詰め合わせました。
食べやすい個包装。❷常温120日間❸小麦、乳、えび
※各種の入り数にバラつきがございます。

プ焦がしキャラメルナッツ 
　カシューナッツ

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

ヘ焼えび
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

ベ荒挽きえびせん 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。❷常温120日間❸えび
※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。

ペ鯛わさび
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－

ホミレーサンド 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

ボミレーサンド 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

ポミレーサンド ホワイト
本体 750円（税込810円）

★規格：118g／箱
❶ミルキーなホワイトチョコ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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ナポリタンもいいけれど、ミンチでミートソース、ハンバーグの
煮込みなど、いろいろ使えて助かっています。

50杯分

100杯分

©やなせスタジオ©やなせスタジオ

黒ごまとメープルのおいしいハーモニー黒ごまとメープルのおいしいハーモニーフリーズドライだから、
いつでもできたての味
フリーズドライだから、
いつでもできたての味

お米の風味を引き出した
マイルドな味
お米の風味を引き出した
マイルドな味

チーズ好きが納得の濃厚チーズ種菓子チーズ好きが納得の濃厚チーズ種菓子 ナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさナッツとドライフルーツのナチュラルなおいしさ

枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス カレー味3つを食べくらべ！カレー味3つを食べくらべ！ カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

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 荒挽きえび30％（生換算）配合、カルシウム豊富荒挽きえび30％（生換算）配合、カルシウム豊富 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

さらりと揚げて天日塩で仕上げました

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

肉にこだわった
プレミアムな味わい
肉にこだわった
プレミアムな味わい

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

ハイクオリティな
ミックスナッツ
ハイクオリティな
ミックスナッツ

ほんのり塩味、
たっぷり嬉しい徳用サイズ
ほんのり塩味、
たっぷり嬉しい徳用サイズ

6種のフルーツをおやつや
トッピングに
6種のフルーツをおやつや
トッピングに

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

1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ1杯ずつのアルミ包装でいつでも新鮮なおいしさ 国産ごぼうを皮付きのまま
じっくり焙煎
国産ごぼうを皮付きのまま
じっくり焙煎

調理例

調理例

調理例調理例
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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

★サイズ：ャ=約奥17×幅24×高28.5cm、ヤ=約奥１７
×幅２０.５×高27cm★重量：ャ=約765g、ヤ=約725g
★消費電力：0.06W（点灯時）★材質：スチール（エポキシ
粉体塗装）、ライト＝ABS樹脂★生産国：中国
※手作りのため、個体によってバラつきがあります。

番号 品名

ミッキー
プーさん

ャ

ヤ

申込番号

ディズニー 
シルエットソーラーライト
本体 6,800円（税込7,480円）

番号 サイズ（幅×長さ） 申込番号

1×5m
1×10m

マ

ミ

価格

手間いらず 雑草防止シート

〈マ・ミ共通〉★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）

ム風通る 
　虫よけメッシュパーカー 
　ヘッドカバー付き

本体 1,980円（税込2,178円）
★サイズ：ヘッドカバー＝３６.５×４０cm★適応サイズ：身長＝１５５～１８０cm、
胸囲＝８０～１１２cm★材質：本体・ヘッドカバー＝ナイロン、ヘッドカバー留め
具＝ポリプロピレン★生産国：ベトナム
※人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫への防護策とはなりません。
※洗濯は手洗いのみ可能です。ドライ不可。

ヨデンタアパトー 
　プレミアム 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

ョらくらく洗濯槽 
　まるごと泡スプレー
ョらくらく洗濯槽 
　まるごと泡スプレー

本体 980円（税込1,078円）
★内容量：約220ml★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。

ュ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

モプランツハンガー 24個
本体 980円（税込1,078円）

★色：グリーン★保持部寸法：約21.3×1cm★材質：耐候性ポリプロピレン
★生産国：日本
※支柱は付いておりません。

メいつもサラサラ 
　消臭汗取りシャツ

本体 1,800円（税込1,980円）
★適応サイズ：身長＝150～165cm、胸囲＝78～90cm★材質：綿４０％、ポリエ
ステル35％、レーヨン25％★生産国：日本

ユなのらぼ 
　足快バスマット コンパクト

本体 4,250円（税込4,675円）
★柄：バブル★サイズ：約34×43×厚0.9cm★重量：約1kg★成分：珪藻
土、消石灰（日本国産）★生産国：日本
※平らな場所に直接置いてご使用ください。

初夏の快適便利雑貨
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使い
終わったら
立て掛けて
おくだけ

149

148

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 ！

倒れやすい草花の広がりをまとめて支えます倒れやすい草花の広がりをまとめて支えます

未使用時

シートを敷いて上に
じゃりや砂を被せます

点灯イメージ

点灯
イメージ

ヘッドカバー付きで顔まで虫よけ！
ヘッド
カバーは

ストッパー付き
ゴム仕上げ

玄関や
お庭の
装飾に

袖口・
ウェストは
ゴム仕上げ

既存の
支柱に複数箇所、
簡単に取り付け
られます

● 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

ワンランク上の
白く美しい歯に！

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 　PVP：ポリビニルピロリドン

PEG:ポリエチレングリコール

さらに
！プレミアムには　さらに
！プレミアムには　

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

泡が裏側に
行き渡り、
汚れに密着

洗濯槽の
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

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

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
くるくる通して使います
中心に向かって
くるくる通して使います

※幅190cmまで対応※幅190cmまで対応

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！

濡れた足で乗ってもすぐ乾く！濡れた足で乗ってもすぐ乾く！
梅雨どきの大きな物の
部屋干しに
梅雨どきの大きな物の
部屋干しに

花粉時
雨天時

防雨
仕様

連結することでより広い範囲を支えられます

日射しに強く、繰り返し使えます

支柱取付部支柱取付部 支柱取付部支柱取付部

取付部ツマミ取付部ツマミ 押す押す

本体の端を押し支柱に取り付ける本体の端を押し支柱に取り付けるツマミを押し広げ支柱に取り付けるツマミを押し広げ支柱に取り付ける

取付部を支柱に
押し当てる

取付部を支柱に
押し当てる

径8ミリ支柱取付部 径11ミリ支柱取付部

プーさん

ミッキー

折りたたみ式

ステンレス槽
プラスチック槽
どちらもOK!

43cm

34
cm

太陽光で充電し
暗くなると自動点灯、
防犯用としても活躍

太陽光で充電し
暗くなると自動点灯、
防犯用としても活躍
ランタン形状のライトを持って
玄関先を明るくします
ランタン形状のライトを持って
玄関先を明るくします

サイドが開いているから
抜き取れる
サイドが開いているから
抜き取れる

保証書（6ヶ月）付き

充電式単3電池1本内蔵

サッと脱いでリフレッシュ

引っ張って
脱げる！！

洋服に
汗ジミがつく
その前に！

洋服に
汗ジミがつく
その前に！

生地拡大生地拡大

肌
ざ
わり

なめら
かなメッシュ素

材

28.5
cm

27
cm
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147申込
番号

146申込
番号

153申込
番号

151申込
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152申込
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150申込
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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

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

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！

応援商
品！

応援商
品！

応援商
品！

応援商
品！

今月の今月の

い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（5種類×4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－

λ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－

κ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。❷常温210日間❸－

κ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。❷常温210日間❸－

θ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－

η老舗煮貝屋が作った 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－

ιサヴァ缶のプレッツェル
本体 880円（税込950円）

★規格：180g（45g×4箱）／箱
❶ピューレ状にしたサヴァ缶を生地に練り込み、サバの風味と三陸塩
の塩味をきかせました。❷常温365日間❸小麦、乳

δキャラメルくるみ 
　チーズナッツ
δ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

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

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付けし、
ナッツ本来の旨みを引き出しました。❷常温で2022年11月末まで ❸－

ζTON’S 
　食塩無添加ミックス XO
ζTON’S 
　食塩無添加ミックス XO

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：280g／袋
❶4種のナッツをそれぞれに適した方法で焙煎し、素材のおいしさを引き出しました。
❷常温180日間❸－

　　　　γ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

βお魚屋さんがつくった大人の 
　チーズかつお

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：245g／袋
❶やわらかく煮上げたかつおの角煮にチーズをのせた、ひとくちサイズのおつまみ
です。食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

う信州 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－

ぅすりおろしゼリー ミックス
本体 1,050円（税込1,134円）

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

ぉ神戸牛 ビーフカレー
★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

（税込756円）

本体本体

5月号で

本体750円
ぇ京都 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－

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－

ぃ杏仁豆腐

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。
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調理例調理例

×各6

お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

神戸牛の旨みと
フルーツ玉ねぎの甘みが絶妙
神戸牛の旨みと
フルーツ玉ねぎの甘みが絶妙

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
ス
イ
ー
ト

シ
ナ
ノ
ス
イ
ー
ト

秋
映（
あ
き
ば
え
）

秋
映（
あ
き
ば
え
）

6月号
6月号

お召し上がりは
2～4倍に
薄めてどうぞ

お酒の

割り材としても割り材としても

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

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

チーズのコクにかつおの旨みが
引き立て合うおいしさ
チーズのコクにかつおの旨みが
引き立て合うおいしさ

チーズがかわいい
ひとくちサイズに
なりました

チーズがかわいい
ひとくちサイズに
なりました

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

サバの缶詰ブームの火付け役
「サヴァ缶」がプレッツェルに

なりました

サバの缶詰ブームの火付け役
「サヴァ缶」がプレッツェルに

なりました

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

たっぷり食べられる
4種ミックス

たっぷり食べられる
4種ミックス

×4

×12
×各4

カシューナッツ
アーモンド

クルミ

マカデミアナッツ

南高梅の完熟梅ジュース南高梅の完熟梅ジュース 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

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

002申込
番号

004申込
番号

007申込
番号

193申込
番号

196申込
番号

195申込
番号

198申込
番号

199申込
番号

200申込
番号

197申込
番号

001申込
番号

005申込
番号

006申込
番号

003申込
番号

202申込
番号

194申込
番号

201申込
番号


