
※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！
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品！

みそ汁＆スープ

えいか天大王

★規格：28g×5袋／袋
❶なたね油100％を使用。いかのしっかり
とした旨みと歯ごたえの、贅沢な本格いか
フライです。❷常温120日間❸小麦、卵

ぉカシューナッツ＆えび

★規格：24袋（76.8g）／袋
❶食物繊維とカルシウムが含まれています。個包
装1袋当たり糖質0.92g。❷常温150日間❸えび

いハロウズ イブ ミニ

本体 907円（税込979円）
★規格：12枚（6枚（3枚入り2袋）×2缶）／箱
❶1缶にミニサイズのゴーフル6枚入り。バニラ・
ストロベリー・チョコレートのクリームをサンドし
ました。薄焼きのホロホロとした繊細な食感が楽
しめます。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぃパーティーアイデアル
　チョコレート 
　ウォーリーをさがせ！

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶世界的な人気キャラクター「ウォーリーをさがせ！」のパッケージデザインです。❷常温365日間❸乳

ぇ北海道産 かぼちゃのスープ
本体 2,100円（税込2,268円）

ぇ北海道産 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

ぅハロウィン 
　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

うハロウィンテトラミックス
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：60個（7種）／袋
❶みんなに人気のお菓子をハロウィンデザインのテトラパックに詰め合わせまし
た。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

μ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

ι13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食
ι13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。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ν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

ξ美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食
ξ美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食

本体 1,060円（税込1,144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

κTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ
κThe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

λ北海道産 とうもろこしのスープλ北海道産 とうもろこしのスープ
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：160g×10／箱
❶北海道産とうもろこしの味わいを大切に、北海道産生乳使用のコクのある生クリームを加え、
シンプルな材料で仕上げました。少量の生クリームを回しかけると、よりリッチなスープになりま
す。❷常温1年間❸乳

θ信州しめじの
　和風スープ 
θ信州しめじの
　和風スープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：55g（5.5g×10食）／袋
❶香りのよい和風だしが、きのこの味を引き立てています。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間
❸小麦

ηねばねば野菜のおみそ汁です。
本体 1,270円（税込1,371円）

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

ζ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

γいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,300円（税込1,404円）

γ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

ε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

δ炭火かほる
　焼なすのおみそ汁です。
δ炭火かほる
　焼なすのおみそ汁です。

本体 1,220円（税込1,317円）
★規格：10食／箱
❶焼なすの香ばしさ・三つ葉の爽やかな香り・深みと甘みにこだわった、合わせみそ
の調和の取れた味わいです。❷常温18ヶ月間
❸－
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ハーベスト

今月の今月の
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

×10

×5

×10

×10

×10

真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました
真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました

ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス
ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス

（税込561円）

本体本体

2022年度8月号で

本体550円

ハロウィン
オリジナルデザイン缶で
ミニゴーフルをお届け

ハロウィン
オリジナルデザイン缶で
ミニゴーフルをお届け

かわいい傘型
チョコレート
かわいい傘型
チョコレート

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

みんなに人気のお菓子をアソートみんなに人気のお菓子をアソート

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！

（税込1,026円）

本体本体

2022年度9月号で

本体1,000円

金平糖 かぼちゃボーロ マーブルチョコ ミンツ（オレンジ）
ミンツ（チョコイチゴ） ラムネ（オレンジ／グレープ）

ほぐし身入りかに雑炊

根野菜と国産しょうが

ザク切りキャベツとトマト

ねばねば野菜とたまご

野菜とたまごの具だくさん
あめ色玉ねぎ

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

×15

調理例調理例

調理例調理例

×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

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

10月号
10月号

みそ汁＆スープみそ汁＆スープ

北海道産とうもろこしの食感も味わえます北海道産とうもろこしの食感も味わえます

長野県産しめじ・えのき使用長野県産しめじ・えのき使用

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

とろとろ食感のおみそ汁とろとろ食感のおみそ汁

一本ずつ手焼きした炭火焼なすが薫ります一本ずつ手焼きした炭火焼なすが薫ります

お得な50食徳用タイプお得な50食徳用タイプ

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

小腹を満たす
ミニカップ麺

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

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

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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けH. ソルメルティサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：15個／箱
❶平成に流行った生キャラメルと塩スイーツを参考に、新たな時代のスイーツを
生み出しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

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（直径約13cm）／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。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

かマネケン 焼きりんごワッフル
本体 900円（税込972円）★規格：6個／箱

❶蜜漬けのふじりんごダイスと青りんごダイス入り。シナモンがふんわり香る秋の味覚をお楽しみください。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

が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 ざ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

し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12ヶ月間❸－

じ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

き銀座千疋屋 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

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

くフォンダン 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。3種の味の詰め合わせです。❷常温90日間❸小麦、乳

ぜみかんもち
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

たプチクレープ 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

そかむかむレモン（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

ぞプレミアム 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

ぐハリボー ミニ ゴールドベア
本体 620円（税込669円）

★規格：250g／袋
❶フルーツの味6種（パイナップル・

レモン・オレンジ・ラズベリー・ストロ
ベリ

ー・アップル）が楽しめる、小さなク
マの形がかわいいグミキャンディで

す。

❷常温15ヶ月間❸－

げアーモンド
　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

こロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケットこロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケット
本体 660円（税込712円）

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

ごミレージャムサンド 
　アソート

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：3箱（10個入り×3種類）／箱❶国内産原料のジャム3種をミレービスケットでサンドして詰め合わせました。❷常温90日間❸小麦

さモロゾフ 
　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

す食塩無添加 
　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－

ずポテトスナック カレー風味
本体 740円（税込799円）

★規格：3枚×20袋／箱
❶パリパリッとした独特の食感をお楽しみください。❷常温180日間❸小麦

せカリッとじゃが 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

ちしょうがのまんま
本体 1,080円（税込1,166円）

★規格：35g×5袋／袋
❶スライスした九州産しょうがに砂糖をまぶした素朴なおいしさです。❷常温240日間❸－

だゆずのまんま 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－

担当おすすめ菓子
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H.（エイチドット）は、「新たな時代へ平成の思い出を
紡いでいきたい」という思いから誕生しました。

コロナ等の影響で
安定した調達が難しくなっていたため、
企画が出来ない期間が続いておりましたが、
再開出来ることになりました！ 商品担当 おすすめ！

おまたせしました！
人気のヨーグルトレーズンが
企画出来る時期となりました。商品担当 おすすめ！

国産いちご

国産ブルーベリー

瀬戸内産レモン
4種類で
お楽しみ
アップ！

マスカット
レーズン×2

柚子×1

苺×2

1894年創業の老舗果物専門店
「銀座千疋屋」のスイーツ
1894年創業の老舗果物専門店
「銀座千疋屋」のスイーツ

ふじりんごと青りんごの蜜漬けダイス入りふじりんごと青りんごの蜜漬けダイス入り おいしさ長持ちのロングライフ
パン

おいしさ長持ちのロングライフ
パン

栄養機能食品（鉄）

不足しがちな
鉄分と乳酸菌が
摂取できます
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銀座千疋屋が厳選した

いちご果汁を使用
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いちご果汁を使用

濃厚でとろけるような味わい濃厚でとろけるような味わい

食べ切りサイズの
小袋タイプで
分けやすい

食べ切りサイズの
小袋タイプで
分けやすい
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キャラメルでコーティング

パリッとした
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スライスナッツを敷き詰めた

生地にチョコレートをサンド
スライスナッツを敷き詰めた

生地にチョコレートをサンド

秋季限定

爽やかな甘みと酸味！

カリカリ食感！カレー味のじゃがいもフライせんべいともポテトチップスとも
ちょっと異なる食感
せんべいともポテトチップスとも
ちょっと異なる食感

ハイクオリティなミックスナッツ

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1粒にビタミンCレモン10個分（200mg）を配合みかんをやわらかいおもちに練り込みました

ゆずの爽やかさ、そのまんま！ しょうが独特の辛み・香り・風味をそのままに4種のクレープ風生八ツ橋

×30

×5

008申込
番号

012申込
番号

016申込
番号

014申込
番号

019申込
番号

017申込
番号

011
申込
番号

015申込
番号

020申込
番号

023申込
番号

024申込
番号

025申込
番号

028申込
番号027申込

番号026申込
番号

029申込
番号 030申込

番号
031申込

番号

021申込
番号 022申込

番号

018
申込
番号

010申込
番号

009
申込
番号

013
申込
番号



2022-チラシNO.620 2022-チラシNO.620

けH. ソルメルティサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：15個／箱
❶平成に流行った生キャラメルと塩スイーツを参考に、新たな時代のスイーツを
生み出しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

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（直径約13cm）／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。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

かマネケン 焼きりんごワッフル
本体 900円（税込972円）★規格：6個／箱

❶蜜漬けのふじりんごダイスと青りんごダイス入り。シナモンがふんわり香る秋の味覚をお楽しみください。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

が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 ざ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

し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12ヶ月間❸－

じ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

き銀座千疋屋 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

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

くフォンダン 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。3種の味の詰め合わせです。❷常温90日間❸小麦、乳

ぜみかんもち
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

たプチクレープ 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

そかむかむレモン（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

ぞプレミアム 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

ぐハリボー ミニ ゴールドベア
本体 620円（税込669円）

★規格：250g／袋
❶フルーツの味6種（パイナップル・

レモン・オレンジ・ラズベリー・ストロ
ベリ

ー・アップル）が楽しめる、小さなク
マの形がかわいいグミキャンディで

す。

❷常温15ヶ月間❸－

げアーモンド
　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

こロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケットこロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケット
本体 660円（税込712円）

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

ごミレージャムサンド 
　アソート

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：3箱（10個入り×3種類）／箱❶国内産原料のジャム3種をミレービスケットでサンドして詰め合わせました。❷常温90日間❸小麦

さモロゾフ 
　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

す食塩無添加 
　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－

ずポテトスナック カレー風味
本体 740円（税込799円）

★規格：3枚×20袋／箱
❶パリパリッとした独特の食感をお楽しみください。❷常温180日間❸小麦

せカリッとじゃが 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

ちしょうがのまんま
本体 1,080円（税込1,166円）

★規格：35g×5袋／袋
❶スライスした九州産しょうがに砂糖をまぶした素朴なおいしさです。❷常温240日間❸－

だゆずのまんま 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－
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っ有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
ぢとろあま 
　紅はるかの干し芋

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：40g×6袋／袋
❶食物繊維たっぷり・脂質ゼロのおやつです。❷常温90日間❸－

つ須木栗グラッセ
本体1,100円（税込1,188円）

★規格：100g／箱
❶やわらかく煮込んで糖蜜に漬け、ブランデーとバニラビーンズ
で風味付けしました。4～5粒入り。❷常温90日間❸－

づお百姓さんが作った
　スイートポテト 栗

本体950円（税込1,026円）
★規格：6個／箱
❶さつまいもと渋皮栗で作った、甘さ控えめなスイートポテトです。
❷常温45日間❸卵、乳

て大麦ダクワーズ 
　マロン

本体800円（税込864円）
★規格：6個／箱
❶国産大麦を使用した香ばしい生地にマロングラッセ入りのクリ
ームをサンドしたダクワーズです。❷常温60日間❸卵

で岩谷堂羊羹 
　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－

ぢとろあま 
　紅はるかの干し芋

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：40g×6袋／袋
❶食物繊維たっぷり・脂質ゼロのおやつです。❷常温90日間❸－

と鹿児島県 
　さつまいもドーナツ棒

本体 926円（税込1,000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

ど干し柿もち
本体 640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2袋／袋
❶干し柿特有の甘くとろける果肉をもちに練り込みました。2袋セット。食べやすい個包装。
❷常温150日間❸乳

ないもころ
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－

に熊本県 栗ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000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－

ねまるごと もっちりいも
本体 1,450円（税込1,566円）

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

ぶみかど本舗 
　五三焼カステラ

本体 1,540円（税込1,663円）
★規格：10個／化粧箱
❶卵の黄身を贅沢に使用した五三焼を化粧箱に詰めてお届けします。❷常温60日間
❸小麦、卵

ぷういろ
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。

へ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料はすべて国産。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－

びちびっこ南部 詰合せ 4種32枚
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：ごま10枚・まめ10枚・かぼちゃ6枚・アーモンド6枚／箱
❶コクのある国内産バター使用の生地で焼き上げました。かわいい一口サイズ。
❷常温90日間❸小麦、乳、落花生

ぴべっぴんさん 
　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

ふ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

ば三種のお米せんべい 大袋
本体 760円（税込820円）

★規格：18枚（もち麦・焼きむすび・おこげ×各6枚）／袋
❶もち麦・焼きむすび・おこげの味のお米せんべいセットです。独自製法で3種共にお米の
粒を残しました。❷常温120日間❸小麦、えび

ぱチーズのり巻
本体 980円（税込1,058円）

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

ひ小魚いろいろミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：30袋／袋
❶各種の個包装を10袋ずつ詰め合わせました。❷常温150日間❸小麦、えび

キ黒ゴマ黒糖きな粉（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

の新歌舞伎連獅子
本体 800円（税込864円）

★規格：1枚×24袋／袋
❶サクッとした食感と上品な味付けで飽きの来ない甘醤油揚げせんべいです。日本
らしさが溢れるパッケージが目を引きます。❷常温150日間❸小麦

は味の逸品 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

っ有機栽培 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－

秋の味覚 好きなお菓子でほっと一息！
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豊かな香りと味わい
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厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク厳選した卵の黄身を惜しみなく使った深いコク 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 クセになる噛み心地クセになる噛み心地

バターが香るサクサク食感バターが香るサクサク食感 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 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
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紅はるかは甘みが強く
ねっとりとした食感が特徴です。
食物繊維も摂れておすすめです。
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っ有機栽培 おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）
ぢとろあま 
　紅はるかの干し芋

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：40g×6袋／袋
❶食物繊維たっぷり・脂質ゼロのおやつです。❷常温90日間❸－

つ須木栗グラッセ
本体1,100円（税込1,188円）

★規格：100g／箱
❶やわらかく煮込んで糖蜜に漬け、ブランデーとバニラビーンズ
で風味付けしました。4～5粒入り。❷常温90日間❸－

づお百姓さんが作った
　スイートポテト 栗

本体950円（税込1,026円）
★規格：6個／箱
❶さつまいもと渋皮栗で作った、甘さ控えめなスイートポテトです。
❷常温45日間❸卵、乳

て大麦ダクワーズ 
　マロン

本体800円（税込864円）
★規格：6個／箱
❶国産大麦を使用した香ばしい生地にマロングラッセ入りのクリ
ームをサンドしたダクワーズです。❷常温60日間❸卵

で岩谷堂羊羹 
　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－

ぢとろあま 
　紅はるかの干し芋

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：40g×6袋／袋
❶食物繊維たっぷり・脂質ゼロのおやつです。❷常温90日間❸－

と鹿児島県 
　さつまいもドーナツ棒

本体 926円（税込1,000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

ど干し柿もち
本体 640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2袋／袋
❶干し柿特有の甘くとろける果肉をもちに練り込みました。2袋セット。食べやすい個包装。
❷常温150日間❸乳

ないもころ
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－

に熊本県 栗ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000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－

ねまるごと もっちりいも
本体 1,450円（税込1,566円）

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

ぶみかど本舗 
　五三焼カステラ

本体 1,540円（税込1,663円）
★規格：10個／化粧箱
❶卵の黄身を贅沢に使用した五三焼を化粧箱に詰めてお届けします。❷常温60日間
❸小麦、卵

ぷういろ
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。

へ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：25g×10袋／袋
❶原材料はすべて国産。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－

びちびっこ南部 詰合せ 4種32枚
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：ごま10枚・まめ10枚・かぼちゃ6枚・アーモンド6枚／箱
❶コクのある国内産バター使用の生地で焼き上げました。かわいい一口サイズ。
❷常温90日間❸小麦、乳、落花生

ぴべっぴんさん 
　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

ふ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

ば三種のお米せんべい 大袋
本体 760円（税込820円）

★規格：18枚（もち麦・焼きむすび・おこげ×各6枚）／袋
❶もち麦・焼きむすび・おこげの味のお米せんべいセットです。独自製法で3種共にお米の
粒を残しました。❷常温120日間❸小麦、えび

ぱチーズのり巻
本体 980円（税込1,058円）

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

ひ小魚いろいろミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：30袋／袋
❶各種の個包装を10袋ずつ詰め合わせました。❷常温150日間❸小麦、えび

キ黒ゴマ黒糖きな粉（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

の新歌舞伎連獅子
本体 800円（税込864円）

★規格：1枚×24袋／袋
❶サクッとした食感と上品な味付けで飽きの来ない甘醤油揚げせんべいです。日本
らしさが溢れるパッケージが目を引きます。❷常温150日間❸小麦

は味の逸品 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

っ有機栽培 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－

秋の味覚 好きなお菓子でほっと一息！
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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 山形米100％の上品な揚げせんべい山形米100％の上品な揚げせんべい 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

栗のほろ苦さがアクセント栗のほろ苦さがアクセント 国産大麦が香ばしい生地に
マロンクリームをサンド
国産大麦が香ばしい生地に
マロンクリームをサンド

栗がぎっしり！栗がぎっしり！

紅はるかは甘みが強く
ねっとりとした食感が特徴です。
食物繊維も摂れておすすめです。

商品担当 おすすめ！

×3 ×10

×8

期間限定

食物繊維
たっぷり！

（製品10
0g中6.4g

含有）

ご ま

落花生

かぼちゃ

アーモンド

×6
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ゅ信州まるごと にんじんジュース
本体 3,680円（税込3,974円）

べ学校給食使用食品 
　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－

ぺ食塩無添加 
　ピスタチオ好きのミックスナッツ

本体 700円（税込756円）
★規格：150g／袋
❶独特の甘さを閉じ込めたピスタチオを約50％配合。焙煎にこだわり、素材のおいしさを
引き出しました。食塩無添加。❷常温180日間❸－

ほ枝豆と黒豆入り 
　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－

ゅ信州まるごと にんじんジュース
本体 3,680円（税込3,974円）

★規格：160g×30缶／箱
❶長野県産にんじん100％ジュースに国産うめ果汁を加え、甘みと酸味のバランスを整え
ました。❷常温24ヶ月間❸－

ゆ信州まるごと りんごジュース
本体 3,480円（税込3,758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－

ょ日向夏ジュース
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－

ぼ食塩無添加 
　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－

ぽお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

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

まペヤング やきそば ソースカツ
本体 580円（税込626円）

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

み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－

むマイおつまみ 国産うずらたまご
本体 1,200円（税込1,296円）

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

め焼あご
本体 1,180円（税込1,274円）

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

れ石神邑 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－

ろパウダー茶 
　緑茶・玄米茶・ジャスミン茶セット

本体 1,320円（税込1,425円）
★規格：3本（45g×各1本）／袋
❶カップに3～4振りで緑茶・玄米茶は約150杯分、ジャスミン茶は約90杯分と経済的。
パウダータイプで溶けやすく、茶かすも出ない便利な容器タイプです。❷常温365日間
❸－

ゎ和紅茶 バラエティパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：65g（京（みやこ）・柚子・苺・ミント・白桃・生姜チャイ×各5パック）／袋
❶各フレーバー5パックずつのアソートでお届け。いずれも香りはやわらかで、旨みが強く
渋みが少ないのが特徴。和食や和菓子などにも合わせやすい、繊細な味わいです。
❷常温2年間❸－

わ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

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

も一度は食べていただきたい 
　粗挽きサラミ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：30g×5袋／袋
❶粗挽きしたデンマーク産ポークをジューシーで弾力のある食感に仕上げました。ドイツ
産岩塩で味付けし、肉の深い旨みを引き出しています。❷常温6ヶ月間❸乳

ゃ一度は食べていただきたい
　おいしい あたりめ

本体 1,750円（税込1,890円）
★規格：24g×5袋／袋
❶北海道で水揚げしたするめいかを生のまま乾燥させて旨みを凝縮し、香ばしく焼き上げ
ました。❷常温8ヶ月間❸－

や一度は食べていただきたい 
　燻製チーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：32g×5袋／袋
❶ペコリーノ・ロマーノやパルミジャーノ・レッジャーノなど5種のナチュラルチーズをブレ
ンドした、コクのある濃厚な味わいです。りんご樹のチップで燻製した、洗練された薫りも楽
しめます。❷常温5ヶ月間❸乳

よザク切りいちご
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－

らザク切りもも
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：8.6g×10食／袋
❶黄桃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－

りまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

りまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

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

る瀬戸田八朔
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：420g／瓶
❶薄皮の無い八朔の果実1個分と、八朔を皮ごと丸々すりおろしたペーストを配合したシ
ロップ入り。果実はサラダ・ヨーグルト・ケーキのトッピングなどに、シロップは炭酸やお
酒の割材などに。❷常温18ヶ月間❸－

ナッツ・おつまみ 飲料・読書タイムにいかが？

76

京（ストレート）
柚 子
苺
ミント
白 桃

生姜チャイ

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 それぞれのナッツに適した方法で焙煎それぞれのナッツに適した方法で焙煎 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 すっきり飲みやすい
長野県産にんじん100％ジュース
すっきり飲みやすい
長野県産にんじん100％ジュース

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 宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％

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 まぐろとチーズを市松模様に合わせましたまぐろとチーズを市松模様に合わせました 駄菓子でやきそば味を再現駄菓子でやきそば味を再現

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 おつまみやラーメンのトッピングにおつまみやラーメンのトッピングに 甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました

弾力のある歯ごたえと
ジューシーな肉の旨み
弾力のある歯ごたえと
ジューシーな肉の旨み

噛むほどに溢れる、いか本来の自然な旨み噛むほどに溢れる、いか本来の自然な旨み ナチュラルチーズ5種をブレンドした燻製チーズナチュラルチーズ5種をブレンドした燻製チーズ

「一度は食べていただきたい」シリーズ

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 黄桃のおいしさそのままに黄桃のおいしさそのままに

ココア味の飲みやすい豆乳飲料ココア味の飲みやすい豆乳飲料 広島県尾道市産の八朔を使用広島県尾道市産の八朔を使用 南高梅の完熟梅ジュース南高梅の完熟梅ジュース

簡単にホット・アイスのお茶が楽しめます簡単にホット・アイスのお茶が楽しめます 国産茶葉で作られる「和紅茶」飲み比べセット国産茶葉で作られる「和紅茶」飲み比べセット 国産ごぼうを皮つきのままじっくり焙煎国産ごぼうを皮つきのままじっくり焙煎

×30 ×12

牛乳で溶
かすだけ

調理例調理例調理例調理例

×24

鉄Ca

ピスタチオ
アーモンド
カシューナッツ
クルミ

「一度は食べていただきたい」シリーズは、
原材料と製法にこだわり、一度食べると

リピートしたくなるおいしさです。

商品担当 おすすめ！

×5 ×5 ×5

ペコリーノ
・ロマーノ

5％、

パルミジャ
ーノ・レッジ

ャーノ4％
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ゅ信州まるごと にんじんジュース
本体 3,680円（税込3,974円）

べ学校給食使用食品 
　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－

ぺ食塩無添加 
　ピスタチオ好きのミックスナッツ

本体 700円（税込756円）
★規格：150g／袋
❶独特の甘さを閉じ込めたピスタチオを約50％配合。焙煎にこだわり、素材のおいしさを
引き出しました。食塩無添加。❷常温180日間❸－

ほ枝豆と黒豆入り 
　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－

ゅ信州まるごと にんじんジュース
本体 3,680円（税込3,974円）

★規格：160g×30缶／箱
❶長野県産にんじん100％ジュースに国産うめ果汁を加え、甘みと酸味のバランスを整え
ました。❷常温24ヶ月間❸－

ゆ信州まるごと りんごジュース
本体 3,480円（税込3,758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－

ょ日向夏ジュース
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－

ぼ食塩無添加 
　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－

ぽお魚屋さんがつくった大人の 
　まぐろチーズ

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

まペヤング やきそば ソースカツ
本体 580円（税込626円）

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

み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－

むマイおつまみ 国産うずらたまご
本体 1,200円（税込1,296円）

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

め焼あご
本体 1,180円（税込1,274円）

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

れ石神邑 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－

ろパウダー茶 
　緑茶・玄米茶・ジャスミン茶セット

本体 1,320円（税込1,425円）
★規格：3本（45g×各1本）／袋
❶カップに3～4振りで緑茶・玄米茶は約150杯分、ジャスミン茶は約90杯分と経済的。
パウダータイプで溶けやすく、茶かすも出ない便利な容器タイプです。❷常温365日間
❸－

ゎ和紅茶 バラエティパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：65g（京（みやこ）・柚子・苺・ミント・白桃・生姜チャイ×各5パック）／袋
❶各フレーバー5パックずつのアソートでお届け。いずれも香りはやわらかで、旨みが強く
渋みが少ないのが特徴。和食や和菓子などにも合わせやすい、繊細な味わいです。
❷常温2年間❸－

わ国産ごぼう茶
本体 1,580円（税込1,706円）

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

も一度は食べていただきたい 
　粗挽きサラミ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：30g×5袋／袋
❶粗挽きしたデンマーク産ポークをジューシーで弾力のある食感に仕上げました。ドイツ
産岩塩で味付けし、肉の深い旨みを引き出しています。❷常温6ヶ月間❸乳

ゃ一度は食べていただきたい
　おいしい あたりめ

本体 1,750円（税込1,890円）
★規格：24g×5袋／袋
❶北海道で水揚げしたするめいかを生のまま乾燥させて旨みを凝縮し、香ばしく焼き上げ
ました。❷常温8ヶ月間❸－

や一度は食べていただきたい 
　燻製チーズ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：32g×5袋／袋
❶ペコリーノ・ロマーノやパルミジャーノ・レッジャーノなど5種のナチュラルチーズをブレ
ンドした、コクのある濃厚な味わいです。りんご樹のチップで燻製した、洗練された薫りも楽
しめます。❷常温5ヶ月間❸乳

よザク切りいちご
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－

らザク切りもも
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：8.6g×10食／袋
❶黄桃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－

りまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

りまめぴよ ココア味
本体 1,520円（税込1,641円）

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

る瀬戸田八朔
本体 1,280円（税込1,382円）

★規格：420g／瓶
❶薄皮の無い八朔の果実1個分と、八朔を皮ごと丸々すりおろしたペーストを配合したシ
ロップ入り。果実はサラダ・ヨーグルト・ケーキのトッピングなどに、シロップは炭酸やお
酒の割材などに。❷常温18ヶ月間❸－

ナッツ・おつまみ 飲料・読書タイムにいかが？
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京（ストレート）
柚 子
苺
ミント
白 桃

生姜チャイ

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 それぞれのナッツに適した方法で焙煎それぞれのナッツに適した方法で焙煎 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 すっきり飲みやすい
長野県産にんじん100％ジュース
すっきり飲みやすい
長野県産にんじん100％ジュース

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 宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％

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 まぐろとチーズを市松模様に合わせましたまぐろとチーズを市松模様に合わせました 駄菓子でやきそば味を再現駄菓子でやきそば味を再現

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 おつまみやラーメンのトッピングにおつまみやラーメンのトッピングに 甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました甘辛く煮付け、こんがり焼き上げました

弾力のある歯ごたえと
ジューシーな肉の旨み
弾力のある歯ごたえと
ジューシーな肉の旨み

噛むほどに溢れる、いか本来の自然な旨み噛むほどに溢れる、いか本来の自然な旨み ナチュラルチーズ5種をブレンドした燻製チーズナチュラルチーズ5種をブレンドした燻製チーズ

「一度は食べていただきたい」シリーズ

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 黄桃のおいしさそのままに黄桃のおいしさそのままに

ココア味の飲みやすい豆乳飲料ココア味の飲みやすい豆乳飲料 広島県尾道市産の八朔を使用広島県尾道市産の八朔を使用 南高梅の完熟梅ジュース南高梅の完熟梅ジュース

簡単にホット・アイスのお茶が楽しめます簡単にホット・アイスのお茶が楽しめます 国産茶葉で作られる「和紅茶」飲み比べセット国産茶葉で作られる「和紅茶」飲み比べセット 国産ごぼうを皮つきのままじっくり焙煎国産ごぼうを皮つきのままじっくり焙煎

×30 ×12

牛乳で溶
かすだけ

調理例調理例調理例調理例

×24

鉄Ca

ピスタチオ
アーモンド
カシューナッツ
クルミ

「一度は食べていただきたい」シリーズは、
原材料と製法にこだわり、一度食べると

リピートしたくなるおいしさです。

商品担当 おすすめ！

×5 ×5 ×5

ペコリーノ
・ロマーノ

5％、

パルミジャ
ーノ・レッジ

ャーノ4％

（製品に占
める割合）

お召し上がりは
2～4倍に
薄めてどうぞ
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アカレーカシュー 345g アカレーカシュー 345g 
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（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。

ィナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ 
ィ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－

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

ゥJagatteru
　（じゃがってる）
ゥ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－

エおいしい大豆で作った きなこ棒エ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－

ウチーズ 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

ク小川珈琲店 ク小川珈琲店 
　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－

を大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ

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

ェごぼうスティック
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

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

ザ一杯の贅沢 
　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

グ　　　 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－

ジ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ジ紀州産南高梅 
　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。

ス有明産のり 朝一番ス有明産のり 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

ォ黒糖ドーナツ棒 40本ォ黒糖ドーナツ棒 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

ゑ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ゑ食塩無添加 
　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

ァ野菜チーズナッツ
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

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

本体 690円（税込745円）
★規格：205g／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

キ黒ゴマ黒糖きな粉（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

ギ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

〈ダ・チ共通〉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－

〈ケ・ゲ共通〉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

42円）
ケ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

シ本格派 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

ズお徳用 ズお徳用 
　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－

ソツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ソツナフレーク 
　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－

ゼ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

ゐおばあちゃんの
　焼こあじ 28枚

本体 490円（税込529円）

ゐおばあちゃんの
　焼こあじ 28枚

本体 490円（税込529円）
★規格：28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－

ゾじゃり豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★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

ダだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ダだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

チだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

チだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

ゴ化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット
コ化学調味料無添加 
　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

オミレーサンド MIXオミレーサンド 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

セ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,380円（税込1,490円）

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

ガ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円）

★規格：10個／箱
❶直火焚き製法で短時間で一気に焼き上げ、おいしさを閉じ込めまし
た。ふんわり・しっとりの生地にバナナピューレ入り白餡がよく合います。
❷常温90日間❸小麦、卵

ガ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円）

★規格：10個／箱
❶直火焚き製法で短時間で一気に焼き上げ、おいしさを閉じ込めまし
た。ふんわり・しっとりの生地にバナナピューレ入り白餡がよく合います。
❷常温90日間❸小麦、卵

タ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ
タ一杯の贅沢 
　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12ヶ月間❸小麦、乳

ゴいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,000円（税込1,080円）

ゴいつものおみそ汁 
　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

サ減塩 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

円）

ゲ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

76 98 9

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

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

大阪で古くから愛されているおやつ大阪で古くから愛されているおやつ

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

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

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

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

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

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

30杯分

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

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

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

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
適した方法で焙煎
それぞれのナッツに
適した方法で焙煎

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
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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

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調理例
えびと松茸の煮物
調理例
えびと松茸の煮物

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例調理例

調味料（アミノ酸等）無添加

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

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

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

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

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 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！

塩分
約4％

調理例調理例

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

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

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 歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

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

のり

もずく

あおさ

とうふ

赤だし ほうれん草

なめこ

な す

生姜で身体の芯から
温まる！
生姜で身体の芯から
温まる！

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！

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

学
校 生 協

学
校 生 協

調理例調理例

×8

一口サイズで柔らかく
食べやすい。職員室で
おすそ分けしやすいの
も嬉しいです。

新潟県学校生協 組合員さんの声！新潟県学校生協 組合員さんの声！ 出汁が効いて風味がよく、
お蕎麦屋さんで食べてい
る感じに。最近はおひたし
にかけています。

新潟県学校生協 組合員さんの声！新潟県学校生協 組合員さんの声！

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

な す

とうふ
なめこ

赤だし野菜

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
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アカレーカシュー 345g アカレーカシュー 345g 
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（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。

ィナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ 
ィ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－

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

ゥJagatteru
　（じゃがってる）
ゥ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－

エおいしい大豆で作った きなこ棒エ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－

ウチーズ 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

ク小川珈琲店 ク小川珈琲店 
　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－

を大地の恵み 
　ナッツ＆フルーツ

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

ェごぼうスティック
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

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

ザ一杯の贅沢 
　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

グ　　　 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－

ジ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ジ紀州産南高梅 
　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。

ス有明産のり 朝一番ス有明産のり 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

ォ黒糖ドーナツ棒 40本ォ黒糖ドーナツ棒 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

ゑ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
ゑ食塩無添加 
　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

ァ野菜チーズナッツ
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

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

本体 690円（税込745円）
★規格：205g／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

キ黒ゴマ黒糖きな粉（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

ギ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

〈ダ・チ共通〉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－

〈ケ・ゲ共通〉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

42円）
ケ　　　つゆ 3本組

本体 1,150円（税込1,242円）
★規格：360ml×3／箱

シ本格派 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

ズお徳用 ズお徳用 
　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－

ソツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ソツナフレーク 
　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－

ゼ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

ゐおばあちゃんの
　焼こあじ 28枚

本体 490円（税込529円）

ゐおばあちゃんの
　焼こあじ 28枚

本体 490円（税込529円）
★規格：28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－

ゾじゃり豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★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

ダだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ダだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

チだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

チだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

ゴ化学調味料無添加 
　海藻スープ アソートセット
コ化学調味料無添加 
　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

オミレーサンド MIXオミレーサンド 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

セ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,380円（税込1,490円）

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

ガ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円）

★規格：10個／箱
❶直火焚き製法で短時間で一気に焼き上げ、おいしさを閉じ込めまし
た。ふんわり・しっとりの生地にバナナピューレ入り白餡がよく合います。
❷常温90日間❸小麦、卵

ガ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円）

★規格：10個／箱
❶直火焚き製法で短時間で一気に焼き上げ、おいしさを閉じ込めまし
た。ふんわり・しっとりの生地にバナナピューレ入り白餡がよく合います。
❷常温90日間❸小麦、卵

タ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ
タ一杯の贅沢 
　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12ヶ月間❸小麦、乳

ゴいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,000円（税込1,080円）

ゴいつものおみそ汁 
　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

サ減塩 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

円）

ゲ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱
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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

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

大阪で古くから愛されているおやつ大阪で古くから愛されているおやつ

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

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

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

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

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

サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

30杯分

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

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

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

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
適した方法で焙煎
それぞれのナッツに
適した方法で焙煎

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
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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

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調理例
えびと松茸の煮物
調理例
えびと松茸の煮物

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例調理例

調味料（アミノ酸等）無添加

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

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

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

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

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 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！

塩分
約4％

調理例調理例

食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

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

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 歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり

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

のり

もずく

あおさ

とうふ

赤だし ほうれん草

なめこ

な す

生姜で身体の芯から
温まる！
生姜で身体の芯から
温まる！

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！

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

学
校 生 協

学
校 生 協

調理例調理例

×8

一口サイズで柔らかく
食べやすい。職員室で
おすそ分けしやすいの
も嬉しいです。

新潟県学校生協 組合員さんの声！新潟県学校生協 組合員さんの声！ 出汁が効いて風味がよく、
お蕎麦屋さんで食べてい
る感じに。最近はおひたし
にかけています。

新潟県学校生協 組合員さんの声！新潟県学校生協 組合員さんの声！

アーモンド
ピーナッツ

カタクチイワシ

な す

とうふ
なめこ

赤だし野菜

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
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デ飛騨高山 角や 
　中華そば

テすみれ 札幌 
　乾麺 味噌味

本体 880円（税込950円）

ヅ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

ビ鹿児島 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－

ピなちゅらる生活 
　明太子なめ茸

本体550円（税込594円）
★規格：120g／瓶
❶国産えのき茸と本場・九州の明太子にキムチの調味液を絡め、
ごはんのための絶妙の味に仕上げました。豆腐にかけたり、パスタ
に和えても。❷常温1年間❸小麦

フのり佃煮
本体1,250円（税込1,350円）

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

ブ塩昆布
本体800円（税込864円）

★規格：25g×2袋／袋
❶本醸造醤油や沖縄の塩などの厳選調味料で昆布の旨みとやわ
らかさを引き出しました。化学調味料・保存料不使用。あたたかい
ごはんの他、お茶漬け・浅漬け・サラダなどにも。2袋セット。
❷常温240日間❸小麦

ヂ新宿中村屋 
　レンジde満足！キーマカレー

本体 578円（税込624円）
★規格：300g（150g×2食）／袋
❶鶏ひき肉と野菜の旨みにオリジナルブレンドの程よいスパイス感がベストマッチ。袋のまま電子
レンジで温めるだけ。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦、乳

ヅ喫茶店の銀皿 
　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

テすみれ 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

デ飛騨高山 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

バ九州産 
　栗ごはんの素

本体 1,080円（税込1,166円）
★規格：150g（栗80g・だし70g）／袋
❶ほくほくした程よい甘さの栗甘露煮と本醸造白醤油に旨みたっぷりの昆布とかつおだし
を合わせた調味液をセットにしました。❷常温150日間❸小麦

パ4種のとろ火炊き
　煮豆セット

本体 880円（税込950円）
★規格：40g×8袋（紅しぼり豆・金時豆・黒豆・昆布豆×各2袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。
各種2袋計8袋入り。❷常温90日間❸小麦

ヒ紀州南高 
　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－

プ永平寺 胡麻豆腐
本体 1,260円（税込1,360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－

ヘお徳用 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

ベ国内産 
　柚子胡椒ちりめん

本体 800円（税込864円）
★規格：50g×2P／袋
❶国内産ちりめんを柚子皮・柚子胡椒と共にじっくりと炊いた、豊かな風味と味わいをお楽
しみください。ごはんのお供やおつまみに。❷常温120日間❸小麦

トまぐろの尾肉 大和煮
本体 500円（税込540円）

★規格：固形量120g（内容総量170g）／缶
❶1本のまぐろから少量しか取れない希少な尾肉を大和煮で仕上げました。1缶に約3gの
コラーゲン入り。❷常温1095日間❸小麦

ドわかさぎ唐揚
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

ナお徳用 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－

ッ新宿中村屋 
　レンジde満足！バターチキンカレー

本体 578円（税込624円）
★規格：320g（160g×2食）／袋
❶カシューナッツやバターの深いコクにココナッツミルクと完熟トマトの旨みを加えました。袋の
まま電子レンジで温めるだけ。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦、乳

ツ新宿中村屋 
　プチカレー ビーフマイルド

本体1,048円（税込1,131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

ノ鮭混ぜご飯
本体 950円（税込1,026円）

ノ鮭混ぜご飯
本体 950円（税込1,026円）

★規格：136g×2袋／袋
❶北海道産の秋鮭と昆布を使用した、素材の旨みと風味が広がる味わい深い混ぜご飯の素
です。❷常温240日間❸小麦

ハ舞茸五目 炊き込みご飯の素ハ舞茸五目 炊き込みご飯の素
本体 900円（税込972円）

★規格：170g×2／袋
❶舞茸のほか、こんにゃく・にんじん・たけのこ・鶏肉の具材入り。❷常温365日間❸小麦

ニ福島の柔っこい
　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

ヌきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

本体 1,100円（税込1,188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

ネ萬天楼 日田やきそば
本体 550円（税込594円）

★規格：麺100g×2・ソース80ml／箱
❶麺もソースも日田やきそば専門店「萬天楼」の自家製。中太生麺をパリパリに焼き、甘辛ソースを絡めてお召し上がりください。
❷常温80日間❸小麦

10 99911

簡単・便利で本格的！ 新米で食べたい！

×5

2食入り 2食入り

×各2

紅しぼり豆

金時豆

黒 豆

昆布豆

昆布のだしを効かせた秋鮭の混ぜご飯の素昆布のだしを効かせた秋鮭の混ぜご飯の素 国産具材を使った手作りの味わい国産具材を使った手作りの味わい

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

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 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！ 九州産の栗に白醤油とだしを効かせた上品な味わい九州産の栗に白醤油とだしを効かせた上品な味わい 国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供 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 国内産ちりめん・柚子皮・柚子胡椒を使用国内産ちりめん・柚子皮・柚子胡椒を使用

きはだ・めばちまぐろ使用、コラーゲンたっぷりきはだ・めばちまぐろ使用、コラーゲンたっぷり 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 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

中村屋特製「煎じマサラ」で深みのある味と香り中村屋特製「煎じマサラ」で深みのある味と香り

福島県産の大豆と果汁を使った
たれに味噌をプラス
福島県産の大豆と果汁を使った
たれに味噌をプラス

名古屋コーチンエキス入り
味みそスープでどうぞ
名古屋コーチンエキス入り
味みそスープでどうぞ

120gのプ
チサイズ

商品担当 おすすめ！

Ｂ級グルメで有名な
「日田焼きそば」のセットです。
ご家庭で本格的なお店の味が
堪能出来ます。

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

お箸が進んで止まらなくなる
素材を組み合わせました
お箸が進んで止まらなくなる
素材を組み合わせました

手軽で便利な使い切りタイプ手軽で便利な使い切りタイプ 厳選調味料で北海道道南産
真昆布の旨みアップ
厳選調味料で北海道道南産
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北海道産秋鮭、昆布を使用。
出汁と具材に昆布を使用する
ことで、秋鮭の風味をよりいっ
そう引き立てた、コクと深み
のある味わいです。

メーカー担当
コメント

こだわりの舞茸を使用した
風味と食感が楽しめる
五目炊き込みご飯の素です。
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デ飛騨高山 角や 
　中華そば

テすみれ 札幌 
　乾麺 味噌味

本体 880円（税込950円）

ヅ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

ビ鹿児島 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－

ピなちゅらる生活 
　明太子なめ茸

本体550円（税込594円）
★規格：120g／瓶
❶国産えのき茸と本場・九州の明太子にキムチの調味液を絡め、
ごはんのための絶妙の味に仕上げました。豆腐にかけたり、パスタ
に和えても。❷常温1年間❸小麦

フのり佃煮
本体1,250円（税込1,350円）

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

ブ塩昆布
本体800円（税込864円）

★規格：25g×2袋／袋
❶本醸造醤油や沖縄の塩などの厳選調味料で昆布の旨みとやわ
らかさを引き出しました。化学調味料・保存料不使用。あたたかい
ごはんの他、お茶漬け・浅漬け・サラダなどにも。2袋セット。
❷常温240日間❸小麦

ヂ新宿中村屋 
　レンジde満足！キーマカレー

本体 578円（税込624円）
★規格：300g（150g×2食）／袋
❶鶏ひき肉と野菜の旨みにオリジナルブレンドの程よいスパイス感がベストマッチ。袋のまま電子
レンジで温めるだけ。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦、乳

ヅ喫茶店の銀皿 
　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

テすみれ 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

デ飛騨高山 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

バ九州産 
　栗ごはんの素

本体 1,080円（税込1,166円）
★規格：150g（栗80g・だし70g）／袋
❶ほくほくした程よい甘さの栗甘露煮と本醸造白醤油に旨みたっぷりの昆布とかつおだし
を合わせた調味液をセットにしました。❷常温150日間❸小麦

パ4種のとろ火炊き
　煮豆セット

本体 880円（税込950円）
★規格：40g×8袋（紅しぼり豆・金時豆・黒豆・昆布豆×各2袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。
各種2袋計8袋入り。❷常温90日間❸小麦

ヒ紀州南高 
　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－

プ永平寺 胡麻豆腐
本体 1,260円（税込1,360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－

ヘお徳用 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

ベ国内産 
　柚子胡椒ちりめん

本体 800円（税込864円）
★規格：50g×2P／袋
❶国内産ちりめんを柚子皮・柚子胡椒と共にじっくりと炊いた、豊かな風味と味わいをお楽
しみください。ごはんのお供やおつまみに。❷常温120日間❸小麦

トまぐろの尾肉 大和煮
本体 500円（税込540円）

★規格：固形量120g（内容総量170g）／缶
❶1本のまぐろから少量しか取れない希少な尾肉を大和煮で仕上げました。1缶に約3gの
コラーゲン入り。❷常温1095日間❸小麦

ドわかさぎ唐揚
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

ナお徳用 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－

ッ新宿中村屋 
　レンジde満足！バターチキンカレー

本体 578円（税込624円）
★規格：320g（160g×2食）／袋
❶カシューナッツやバターの深いコクにココナッツミルクと完熟トマトの旨みを加えました。袋の
まま電子レンジで温めるだけ。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦、乳

ツ新宿中村屋 
　プチカレー ビーフマイルド

本体1,048円（税込1,131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

ノ鮭混ぜご飯
本体 950円（税込1,026円）

ノ鮭混ぜご飯
本体 950円（税込1,026円）

★規格：136g×2袋／袋
❶北海道産の秋鮭と昆布を使用した、素材の旨みと風味が広がる味わい深い混ぜご飯の素
です。❷常温240日間❸小麦

ハ舞茸五目 炊き込みご飯の素ハ舞茸五目 炊き込みご飯の素
本体 900円（税込972円）

★規格：170g×2／袋
❶舞茸のほか、こんにゃく・にんじん・たけのこ・鶏肉の具材入り。❷常温365日間❸小麦

ニ福島の柔っこい
　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

ヌきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

本体 1,100円（税込1,188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

ネ萬天楼 日田やきそば
本体 550円（税込594円）

★規格：麺100g×2・ソース80ml／箱
❶麺もソースも日田やきそば専門店「萬天楼」の自家製。中太生麺をパリパリに焼き、甘辛ソースを絡めてお召し上がりください。
❷常温80日間❸小麦

10 99911

簡単・便利で本格的！ 新米で食べたい！

×5

2食入り 2食入り

×各2

紅しぼり豆

金時豆

黒 豆

昆布豆

昆布のだしを効かせた秋鮭の混ぜご飯の素昆布のだしを効かせた秋鮭の混ぜご飯の素 国産具材を使った手作りの味わい国産具材を使った手作りの味わい

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

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 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！ 九州産の栗に白醤油とだしを効かせた上品な味わい九州産の栗に白醤油とだしを効かせた上品な味わい 国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供 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 国内産ちりめん・柚子皮・柚子胡椒を使用国内産ちりめん・柚子皮・柚子胡椒を使用

きはだ・めばちまぐろ使用、コラーゲンたっぷりきはだ・めばちまぐろ使用、コラーゲンたっぷり 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 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

中村屋特製「煎じマサラ」で深みのある味と香り中村屋特製「煎じマサラ」で深みのある味と香り

福島県産の大豆と果汁を使った
たれに味噌をプラス
福島県産の大豆と果汁を使った
たれに味噌をプラス

名古屋コーチンエキス入り
味みそスープでどうぞ
名古屋コーチンエキス入り
味みそスープでどうぞ

120gのプ
チサイズ

商品担当 おすすめ！

Ｂ級グルメで有名な
「日田焼きそば」のセットです。
ご家庭で本格的なお店の味が
堪能出来ます。

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

お箸が進んで止まらなくなる
素材を組み合わせました
お箸が進んで止まらなくなる
素材を組み合わせました
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北海道産秋鮭、昆布を使用。
出汁と具材に昆布を使用する
ことで、秋鮭の風味をよりいっ
そう引き立てた、コクと深み
のある味わいです。

メーカー担当
コメント

こだわりの舞茸を使用した
風味と食感が楽しめる
五目炊き込みご飯の素です。
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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

両利き
OK

ヤ植物活力アンプル 48本入
本体 980円（税込1,078円）

★容量：1本30ml★成分：チッソ、リン酸、カリ、マグネシウム、マンガン、銅、鉄、モリブ
デン、亜鉛、ほう素、アミノ酸、木酢酸★使用目安：5号鉢（15cm）につき1本
★生産国：日本

ホスイートカラー チューリップ
本体 680円（税込748円）

★内容：12球（淡色系（桃・白・白桃・黄赤×各3球）★鉢・庭・切・日・強★生産国：オランダ

ボキュートなアレンジ すかし百合
本体 980円（税込1,078円）

★内容：3種6球（レッド系・ピンク系・ホワイト系×各2球★鉢・庭・切・日・強★生産国：日本

ペ秋植え球根 キャンペーンパック
本体 980円（税込1,078円）

★内容：チューリップなど秋植え球根おまかせ50球、挿しラベル（無地）5枚★鉢・庭・切・日・弱
★生産国：オランダ

ポフラワリーランド 
　2パック
ポフラワリーランド 
　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）。

ャ握りやすいカチカチ剪定ばさみ
本体 1,480円（税込1,628円）

★サイズ：全長20cm★材質：ハンドル部＝アルミニウム合金・TPE樹脂、刃部＝炭素工具鋼
SK5★生産国：中国
※本品は枝木専用です。プラスチック・金属類の切断には使用しないでください。

モニューガーデン ひざ当てパッド
本体 2,200円（税込2,420円）

★内容：2個入り★サイズ：約17.5×23×7.5cm★適応サイズ：ひざ周り50cm
★材質：ポリエステル、天然ゴム、EVA★生産国：台湾
※洗えません。汚れたら湿った布で拭き取ってください。

エコポット 
浅型8号
本体 748円（税込822円）
番号 色 申込番号

ホワイト
グリーン

ム
メ

エコポット 
角型ロング230
本体 2,180円（税込2,398円）
番号 色 申込番号

ホワイト
グリーン

マ
ミ
★サイズ：23.2×23.2×高29.3cm★容量：9.5L★材
質：ポリプロピレン（古紙入り）★生産国：日本

★サイズ：径24×高18.5cm★容量：5.5L
★材質：ポリプロピレン（古紙入り）★生産国：日本
〈マ・ミ・ム・メ共通〉※古紙素材を使用しているため、ひとつひとつの風合いが異なります。
※古紙が一部に集まっているものや、生産ロットによって色が若干変わることがあります。

LEDソーラーガーデンライト
ピッコロ 2個組
本体 2,980円（税込3,278円）
番号 色 申込番号

ホワイト
ゴールド

ュ
ユ

〈ュ・ユ共通〉
★内容：本体2個組★サイズ：10×10×高5cm★材質：ガラス、ポリスチレン
★生産国：中国

ョ手間いらず 雑草防止シート 1×10m
本体 1,780円（税込1,958円）

★内容：1枚★材質：ポリプロピレン★生産国：中国

122022-チラシNO.620

差し込むだけで必要な栄養を補給差し込むだけで必要な栄養を補給

チッソ・リン酸・
カリ・微量要素を
バランスよく配合し、
さらにアミノ酸・
木酢液を
プラス

置くだけの
簡単設置
届いてすぐに
使えます

植物をより際立てる
美しいカラーと
独特な風合い

古紙配合で
プラスチックの
使用量を
削減

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

人気の淡い
色合いを花色に
持つチューリップ
を中心に集め
ました

人気の
パステル系に
赤系をプラス
さまざまな場面で
初夏のお花として
楽しめます

植 え 時 10～12月
開 花 期 4～5月
草丈（生長時） 30～50cm写真はイメージです写真はイメージです

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

写真はイメージです写真はイメージです

植 え 時 9～3月
開 花 期 5～7月
草丈（生長時） 50～80cm

写真はイメージです写真はイメージです

143

145

150 151

146

144

ひざを
すっぽり
カバー

ひざを汚さず衝撃を吸収！ひざを汚さず衝撃を吸収！ ガーデニング・
清掃・DIY等に

クッション材がひざの衝撃を
吸収して作業ラクラク
クッション材がひざの衝撃を
吸収して作業ラクラク

ワンタッチで着脱簡単

種子内容＝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

咲き続ける31種類の花の種のブレンドパック咲き続ける31種類の花の種のブレンドパック

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

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！ 古紙を配合したエコロジーポット古紙を配合したエコロジーポット

春が待ち遠しくなる球根セット春が待ち遠しくなる球根セット 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？

切り花に、鉢植えに、
いろいろ楽しめます
切り花に、鉢植えに、
いろいろ楽しめます

肥料も
入っているので
手間いらず

写真はイメージです写真はイメージです

お好みの
サイズにカット
OK！

使用時

秋からはじめる雑草対策秋からはじめる雑草対策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

シートを敷いて上に
じゃりや砂を被せます

ホワイト ゴールド

観葉植物 洋ラン 鉢花

草花 サボテン 多肉植物

盆栽 山野草 などになどに

枝の直径
2cmまで
カットOK

段階的にカチカチ切り込める
剪定ばさみ
段階的にカチカチ切り込める
剪定ばさみ

昼間に充電、
夜にやさしく照らします
昼間に充電、
夜にやさしく照らします

● 滑りにくいグリップで
  疲れにくい

● ひも穴付● 枝から
  握り手をガード

● 開閉ストッパー付き

切り込む、開くを
繰り返して切断完了

3段階の
ラチェット機能で
ラクラク切断 ！

鉄と炭素の
合金
炭素綱

ヤニ、汚れに
強い

フッ素加工
+

ス
パ
ッ
と

　軽
〜
く
切
れ
る

ス
パ
ッ
と

　軽
〜
く
切
れ
る

（約）23.2cm（約）23.2cm （約
）23.2cm

（約
）23.2cm

（約）

29.3
cm

（約）

29.3
cm

（約）

18.5
cm

（約）

18.5
cm

径（約）24cm

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
は
電
気
代
不
要

お
庭
や
玄
関
先
な
ど
の
屋
外
に

IP66の防塵・防水仕様

秋の園芸

挿しラベル
（無地）

5枚付き

2
個組

2
個組

（約）5cm（約）5cm

（約）10cm
（約）10cm （約）10cm

（約）10cm

149申込
番号

152申込
番号

142申込
番号

148申込
番号147申込

番号

140申込
番号 141申込

番号
139申込

番号
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146

150

151

143

144



※油分の多い化粧品は落ちにくい場合があります。

1,880円本体

◯そのまま！
　ハトムギエキス
　泡ソープリッチ

154

★内容量：500㎖★生産国：日本 ★内容量：500㎖★生産国：日本

1,880円本体

申込
番号

申込
番号

◯そのまま！
　ヒアルロン酸
　泡ソープ

153

申込番号

椿油とシルク配合 
頭皮・髪用
カバーファンデーション
◯162

〈○・○共通〉★内容量：各14g★生産国：日本162 163

◯163
2,500円本体各ダークブラウン

ソフトブラック

〈カラーイメージ〉

ダーク
ブラウン

162 ソフト
ブラック

163

番号 色申込番号

アイブロウST
◯160

〈○・○共通〉★内容量：各0.6g★生産国：日本160 161

◯161
1,480円本体各ダークブラウン

ディープダークブラウン

番号 色

申込
番号

古い角質を
ポロポロ落とすジェル

使用例
※落ち方には
　個人差があります。
※落ち方には
　個人差があります。

1,200円本体

★内容量：200㎖★生産国：日本

◯そのまま！
　ハトムギエキス配合
　ピーリングジェルリッチ

157

〈カラーイメージ〉

ダークブラウン160 ディープダークブラウン161

〈カラーイメージ〉
クリア155 シャンパンベージュ156

医薬部外品
販売名：薬用エフェクトエッセンスNA

1,980円本体

★内容量：30g★生産国：日本

◯ジュエルピンキー
　薬用プレミアム美容液
158

申込
番号

使用前

〈ご使用方法〉
洗顔後、化粧水や乳液でお肌を整える前
の素肌にご使用ください。描いてから数
分で染まり始めます。
※ご使用前に使用上の注意をよくお読みください。
※本品は薄付きです。繰り返しお使いいただくこと
　で発色していきます。

洗顔後も落ちにくい
アイブロウ

描いて染まる描いて染まる描いて染まる描いて染まる眉ティント眉ティント眉ティント眉ティント
使用例（おおよそ7日後）

ダークブラウン使用例ダークブラウン使用例

す
っ
ぴ
ん
で
も
キ
レ
イ
眉

描きやすい
フェルトペンタイプ

汗や水に強い

約3～7日間約3～7日間
眉、持続。
約3～7日間約3～7日間
眉、持続。※

※イメージ写真

※染まり具合や期間には
　個人差があります。

真皮層にあるコラーゲンの生成を促進して、お肌の凹み部分
を持ち上げて今あるシワを改善します。さらにメラニンの生
成も抑えてシミ・ソバカスを防ぎ明るくキメの整った素肌へと
導きます。

※使用感には個人差があります。
※1.メラニンの生成を抑えてシミ・ソバカスを防ぐ

有効成分ナイアシンアミドの特徴

シミができる　　 　の予防に！前前シワができた　　 　の改善に！後後

シワ改善＋美白※1

有効成分
ナイアシンアミド配合

ビタミンB群の一種で、シワ改善・美白の
有効成分として承認を得ている

稀有な成分です。

ふたえ記憶
シャドウクリーム
ふたえ記憶
シャドウクリーム

※仕上がりには個人差があります。※毎日ご使用ください。※まぶたの状態により、二重（ふたえ）になる度合いには個人差
があります。※高粘度タイプの商品ですので、若干のべたつきを感じる場合があります。

1,380円本体各◯
◯

番号 申込番号

クリア
シャンパンベージュ

色

〈◯•◯共通〉
★内容量：各3ｇ★生産国：日本
〈◯•◯共通〉
★内容量：各3ｇ★生産国：日本

155
156

155 156

◯90錠165 6,000円本体

◯21錠164 1,800円本体

Hot Bubble PROHot Bubble PRO
販売名：スパークリング ホットタブ ATH802

医薬部外品

★内容量：15g×21錠

★内容量：15g×90錠

★生産国：日本

申込
番号

申込
番号

ミント味ジェル
タイプ

無発泡

とポリリン酸重曹重曹 配
合

※1

医薬部外品
販売名：薬用  ホワイトニング歯磨きジェル J

★内容量：30g
★生産国：日本
※1.炭酸水素ナトリウム（清掃助剤）※2.ポリリン酸ナトリウム（清掃助剤）

◯薬用ホワイトニング
　重曹はみがき
申込
番号 1,480円本体

159

※2

有効成分 β-グリチルレチン酸
【効果・効能】
●歯を白くする 　    
●むし歯を防ぐ

●歯周炎の予防
●歯肉炎の予防
●口臭の防止

●口中を浄化する
●口中を爽快にする

薬用ホワイトニングはみがき
汚れた歯

約2ヵ月分
1回2プッシュ
朝晩使用の場合

ブラッシング効果により
汚れた歯を白くします

重炭酸入浴剤重炭酸入浴剤重炭酸入浴剤重炭酸入浴剤
天然炭酸泉のような温浴効果を自宅で！天然炭酸泉のような温浴効果を自宅で！

〈使用目安〉◎160ℓのぬるめのお湯（36-41℃以下）に3錠を溶かして
　　　　　　 ご使用ください。
※残り湯は洗濯にご使用いただけますが、すすぎとつけおきは清水（水道
水）で行ってください。※循環式の24時間風呂にはご使用できません。

写
真
は
21
錠
入

効
果
効
能

◎肩こり◎腰痛◎神経痛◎冷え症◎リウマチ
◎疲労回復◎しっしん◎しもやけ◎痔◎あせも
◎荒れ性◎打身◎くじき◎ひび◎あかぎれ
◎にきび◎産前産後の冷え症

有効成分の温浴効果により、血流を高め、
体を温め、湯上がり後も温まり感が
持続する薬用入浴剤です。

パッケージ
リニューアル

が
※ダークブラウンの
　使用例になります
※ダークブラウンの
　使用例になります

と
ひと塗り
サッ！

白髪を手早くカバーする、
頭皮・髪用ファンデーション
白髪を手早くカバーする、
頭皮・髪用ファンデーション

男女
兼用

シャンプーで
落とせます

はたき込む回数で
濃淡が加減できます

水なし
水あり

両
用

ダーク
ブラウン

保
湿
ケ
ア
タ
イ
プ

※※

※1回2プッシュ朝晩使用の場合

自然な仕上がり

※シャンパンベージュ使用例

シャドウクリームが皮膜をつくり、まばたきするこ
とで上まぶたが折り重なり、二重（ふたえ）ぐせが
つくようになります。

折り込み
ライン

シャドウクリーム
上まぶたが
折り重なるぼ

や
〜
ん

く
っ
き
り 折り込み

ライン

華やかで上品な
仕上がり

指でサッと
塗るだけ！

時間のかかる
乾燥不要！

手間のかかる
型づけ不要！

違和感のない
自然な仕上がり

二重（ふたえ）メイク
初心者の方にもオススメ！

徐々に二重（ふたえ）ぐせをつける!
いつものアイシャドウのように塗ってこれ1本で約6カ月使える！

どんよりとした瞼に

伸ばすように塗って

メイクも落とせる泡洗顔メイクも落とせる泡洗顔

あんずの
香り

無香料 角
質
ケ
ア
タ
イ
プ

2022-チラシNO.620

担当おすすめ！

13

ご質問専用フリーダイヤル  　　0120-469-360　10：00～16：00（土・日・祝除く）
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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。

2022-チラシNO.6202022-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！

応援商
品！

応援商
品！

みそ汁＆スープ

えいか天大王

★規格：28g×5袋／袋
❶なたね油100％を使用。いかのしっかり
とした旨みと歯ごたえの、贅沢な本格いか
フライです。❷常温120日間❸小麦、卵

ぉカシューナッツ＆えび

★規格：24袋（76.8g）／袋
❶食物繊維とカルシウムが含まれています。個包
装1袋当たり糖質0.92g。❷常温150日間❸えび

いハロウズ イブ ミニ

本体 907円（税込979円）
★規格：12枚（6枚（3枚入り2袋）×2缶）／箱
❶1缶にミニサイズのゴーフル6枚入り。バニラ・
ストロベリー・チョコレートのクリームをサンドし
ました。薄焼きのホロホロとした繊細な食感が楽
しめます。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぃパーティーアイデアル
　チョコレート 
　ウォーリーをさがせ！

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶世界的な人気キャラクター「ウォーリーをさがせ！」のパッケージデザインです。❷常温365日間❸乳

ぇ北海道産 かぼちゃのスープ
本体 2,100円（税込2,268円）

ぇ北海道産 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

ぅハロウィン 
　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

うハロウィンテトラミックス
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：60個（7種）／袋
❶みんなに人気のお菓子をハロウィンデザインのテトラパックに詰め合わせまし
た。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

μ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

ι13品目の野菜が摂れる
　スープセット 10食
ι13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。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ν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

ξ美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食
ξ美味しい瞬間 
　にゅうめん・雑炊・リゾットセット 5食

本体 1,060円（税込1,144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

κTheうまみ 
　粒コーンとポテトのポタージュ
κThe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

λ北海道産 とうもろこしのスープλ北海道産 とうもろこしのスープ
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：160g×10／箱
❶北海道産とうもろこしの味わいを大切に、北海道産生乳使用のコクのある生クリームを加え、
シンプルな材料で仕上げました。少量の生クリームを回しかけると、よりリッチなスープになりま
す。❷常温1年間❸乳

θ信州しめじの
　和風スープ 
θ信州しめじの
　和風スープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：55g（5.5g×10食）／袋
❶香りのよい和風だしが、きのこの味を引き立てています。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間
❸小麦

ηねばねば野菜のおみそ汁です。
本体 1,270円（税込1,371円）

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

ζ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

γいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,300円（税込1,404円）

γ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

ε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

δ炭火かほる
　焼なすのおみそ汁です。
δ炭火かほる
　焼なすのおみそ汁です。

本体 1,220円（税込1,317円）
★規格：10食／箱
❶焼なすの香ばしさ・三つ葉の爽やかな香り・深みと甘みにこだわった、合わせみそ
の調和の取れた味わいです。❷常温18ヶ月間
❸－
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ハーベスト

今月の今月の
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

×10

×5

×10

×10

×10

真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました
真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました

ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス
ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス

（税込561円）

本体本体

2022年度8月号で

本体550円

ハロウィン
オリジナルデザイン缶で
ミニゴーフルをお届け

ハロウィン
オリジナルデザイン缶で
ミニゴーフルをお届け

かわいい傘型
チョコレート
かわいい傘型
チョコレート

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

みんなに人気のお菓子をアソートみんなに人気のお菓子をアソート

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！

（税込1,026円）

本体本体

2022年度9月号で

本体1,000円

金平糖 かぼちゃボーロ マーブルチョコ ミンツ（オレンジ）
ミンツ（チョコイチゴ） ラムネ（オレンジ／グレープ）

ほぐし身入りかに雑炊

根野菜と国産しょうが

ザク切りキャベツとトマト

ねばねば野菜とたまご

野菜とたまごの具だくさん
あめ色玉ねぎ

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

×15

調理例調理例

調理例調理例

×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

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

10月号
10月号

みそ汁＆スープみそ汁＆スープ

北海道産とうもろこしの食感も味わえます北海道産とうもろこしの食感も味わえます

長野県産しめじ・えのき使用長野県産しめじ・えのき使用

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

とろとろ食感のおみそ汁とろとろ食感のおみそ汁

一本ずつ手焼きした炭火焼なすが薫ります一本ずつ手焼きした炭火焼なすが薫ります

お得な50食徳用タイプお得な50食徳用タイプ

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

小腹を満たす
ミニカップ麺

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

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

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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