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

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

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

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

個人情報の扱い

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

※一部の期間限定商品を除いた売上ランキングです。

※4～30位はP２・３に掲載しています。

2021-チラシNO.773

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

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！
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ぇさかなっつハイ！
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

いロイズ 
　ポテトチップチョコレート
　［オリジナル］

本体 720円（税込777円）
★規格：190g／箱
❶ポテトチップの片面にまろやかなチョコレートをコーティングしまし
た。甘さと塩味の絶妙なバランスをお楽しみください。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乳

ぉ大地の恵み 
　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－

ぅロイズ ピュアチョコレート
　［クリーミーミルク＆ホワイト］

本体 720円（税込777円）
★規格：クリーミーミルク・ホワイト×各20枚（200g）／箱
❶まろやかな味わいのミルクチョコレートと、すっきりとした
甘さのホワイトチョコレートの2種セットです。❷常温90日間❸乳

うロイズ 
　アールショコラ
　［4種詰め合わせ］

本体 760円（税込820円）
★規格：4種 計20個／箱
❶ロイズの頭文字「R」をモチーフにしたふた
つの形で、4種（ジャンドゥーヤ・ストロベリー・
ミルクココア・レモン）のおいしさを楽しめま
す。❷常温90日間❸小麦、乳

おカフェタッセ 
　ミニタブレットアソート
おカフェタッセ 
　ミニタブレットアソート

★規格：180g（20枚）／袋
❶カカオの風味がしっかりと感じられるベルギーチョコレートです。❷常温420日間❸小麦、卵、乳

ぃチロル クリスマスカップ

本体 3,840円（税込4,147円）
★規格：チロルチョコ6種類 計40個入り×8カップ／箱
❶クリスマス限定カップに「冬ちろる」「いちごマシュマロ」味を
含む、6種類（計40個）入りです。パーティーやプレゼントにお得
な8カップでお届けします。❷常温365日間❸小麦、乳
※ご注文多数の場合は規格を変更してお届けさせていただく
場合がございます。ご了承ください。

θ割れチョコ ビター 
　4種のおすすめセット

本体 1,880円（税込2,030円）
★規格：400g／袋
❶ビター・ビターマーブル・ビターアーモンド・ビタークランチの割れチョコ4種をミック
スしました。すべてクーベルチュールチョコを使用しています。❷常温180日間❸乳

μミレー ピローギフト

本体 3,000円（税込3,240円）
★規格：1kg（個包装込み）／箱
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘く
てちょっぴり塩味の、後を引くおいしさです。❷常温210日間❸小麦

ξキリマル
　ラーメンスナック

本体 580円（税込626円）
★規格：3g×50個／箱
❶キリマルラーメンとスナックのコラボ商品です。❷常温150日間❸小麦

ο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

ν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

λ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

ιメリーチョコレート 
　カカオ70％ チョコレート

本体 3,100円（税込3,348円）
★規格：1000g／袋
❶カカオの芳醇な香りとほろ苦さが楽しめます。食べやすい個包装。❷常温240日間❸乳

κ徳用 
　チョコレートボール5ミックス

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：500g／袋
❶ひとつずつの個包装。お子様のおやつやお酒のおつまみ
に最適です。❷常温365日間❸乳

ρ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－

σ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－

π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

ナッツ
本体 1,200円（税込1,296円）

え食塩無添加 
　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
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共同購入 音楽

ハーベスト

学校・職域生協食品 雑貨 書籍

12月号

今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

クリスマス限定のチロルチョコカップ！クリスマス限定のチロルチョコカップ！

共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト12月号

意外な組み合わせ
から生まれた
大ヒットのおいしさ

追い求めたのは口溶けのよさ

個性豊かな一口サイズの
カラフルショコラ

カカオ77％×3

ビター×3

塩キャラメルミルク×3

ヌガーミルク×2

コーヒーホワイト×3

抹茶ホワイト×2

コーヒーミルク×2

ヘーゼルナッツミルク×2

ベルギーブリュッセル店舗ベルギーブリュッセル店舗

8種の味をアソートした
ミニタブレット詰め合わせ

（税込1,512円）

本体本体

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！

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

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

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト

愛知県
西三河地方の

ソウルフードを模した、
ミニサイズの袋デザインの
ラーメンスナック　

です

50個入

×8

12月号
ビターな割れチョコ4種のたっぷり400gアソート カカオ分70％のハイカカオチョコレート

5つの風味が楽しめる
チョコレートボール

1ｋｇ入り！
お徳用

イチゴ

ミルク ホワイト

ブルー
ベリーレモン

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

昔懐かしい味わい

チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

6種のフルーツを
おやつやヨーグルトに

駄菓子でやきそば味を再現

キリマルラーメンが小さなお菓子になりました

手巻き寿司に適した
しっかりとした質感

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

調理例調理例

ロイズふと美工場

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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ぢお徳用 
　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－

じ　　　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－

@0ゆずの香味
け学校給食使用食品 
　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－

たカレーカシュー 190g
本体 900円（税込972円）

★規格：190g（個装紙込み）／ポット

だカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋

【た・だ共通】
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした
衣で包みました。❷常温150日間❸小麦、乳
※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じるこ
とがございます。

か黒糖ドーナツ棒 20本
本体 740円（税込799円）

★規格：20本／箱

が黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：40本／箱

【か・が共通】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

【げ・こ共通】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－

ぎだしまかせ 3袋ぎだしまかせ 3袋

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

くだしまかせ 10袋 徳用

本体 4,860円（税込5,248円）
★規格：75g（5g×15）×10／箱

【ぎ・く共通】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－

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

きヨーグルト
　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－

ざごぼうスティック
本体 1,000円（税込1,080円）

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

!6野菜チーズナッツぜ野菜チーズナッツ

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

ち本格派 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

っ瀬戸田レモン
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－

つ一杯の贅沢 
　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

すロータス 
　ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

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

そミレーサンド 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

ぞ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－

ごチーズ 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

さ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－

ぢ　　　 つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

づ　　　 つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

て　　　 つゆ 12本組 徳用
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

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

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

で小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：300g（10g×30個）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感
のあるふくよかな味わいの「コーヒーショップブレンド」の、2つ
の味が楽しめる大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

とカリッとじゃが 
　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

ど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－

なゆずの香味
本体 1,600円（税込1,728円）

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

ぐ即席みそ汁 
　こうじみそ
ぐ即席みそ汁 
　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

げおばあちゃんの焼こあじ 32枚げ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

こおばあちゃんの焼こあじ 100枚
本体 1,420円（税込1,533円）

★規格：100枚／袋

ずかむかむレモン（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
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食品 食品

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

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

食べごたえある
贅沢スープ
食べごたえある
贅沢スープ

パリッとした口あたり、
程よい甘さと
シナモンの香り

パリッとした口あたり、
程よい甘さと
シナモンの香り

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

簡単！
お湯を注ぐだけ
簡単！
お湯を注ぐだけ

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

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

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

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 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

カリカリ食感！
カレー味のじゃがいも
フライ

カリカリ食感！
カレー味のじゃがいも
フライ

香ばしいきな粉が
たっぷり
香ばしいきな粉が
たっぷり

まろやかな味と香りまろやかな味と香り

三陸の荒波で育った
厚みと弾力
三陸の荒波で育った
厚みと弾力

発酵菌が生きている
米糀みそ
発酵菌が生きている
米糀みそ

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

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

調味料（アミノ酸等）無添加
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

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

調理例：かき玉汁調理例：かき玉汁

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例調理例

40本40本

爽やかな甘みと酸味！爽やかな甘みと酸味！
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4位～30位はこちら！！食品人気
※一部の期間限定商品を除いた売上ランキングです。

いつもご利用ありがとうございます

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

おいしさ抜群！おいしさ抜群！

外はサックリ！
中はしっとり！
外はサックリ！
中はしっとり！

栄養機能食品（鉄）

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

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

×20

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

とうふ
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なめこ

な す

調理例

調理例
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ぢお徳用 
　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－

じ　　　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－

@0ゆずの香味
け学校給食使用食品 
　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－

たカレーカシュー 190g
本体 900円（税込972円）

★規格：190g（個装紙込み）／ポット

だカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋

【た・だ共通】
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした
衣で包みました。❷常温150日間❸小麦、乳
※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じるこ
とがございます。

か黒糖ドーナツ棒 20本
本体 740円（税込799円）

★規格：20本／箱

が黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,250円（税込1,350円）

★規格：40本／箱

【か・が共通】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

【げ・こ共通】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－

ぎだしまかせ 3袋ぎだしまかせ 3袋

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：75g（5g×15）×3／袋

くだしまかせ 10袋 徳用

本体 4,860円（税込5,248円）
★規格：75g（5g×15）×10／箱

【ぎ・く共通】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－

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

きヨーグルト
　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－

ざごぼうスティック
本体 1,000円（税込1,080円）

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

!6野菜チーズナッツぜ野菜チーズナッツ

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

ち本格派 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

っ瀬戸田レモン
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－

つ一杯の贅沢 
　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

すロータス 
　ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

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

そミレーサンド 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

ぞ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－

ごチーズ 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

さ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－

ぢ　　　 つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

づ　　　 つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

て　　　 つゆ 12本組 徳用
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

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

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

で小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,680円（税込1,814円）
★規格：300g（10g×30個）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感
のあるふくよかな味わいの「コーヒーショップブレンド」の、2つ
の味が楽しめる大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

とカリッとじゃが 
　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

ど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－

なゆずの香味
本体 1,600円（税込1,728円）

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

ぐ即席みそ汁 
　こうじみそ
ぐ即席みそ汁 
　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

げおばあちゃんの焼こあじ 32枚げ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

こおばあちゃんの焼こあじ 100枚
本体 1,420円（税込1,533円）

★規格：100枚／袋

ずかむかむレモン（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
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調理例：かき玉汁調理例：かき玉汁

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例調理例

40本40本

爽やかな甘みと酸味！爽やかな甘みと酸味！

29

16

10

17

30

4位～30位はこちら！！食品人気
※一部の期間限定商品を除いた売上ランキングです。

いつもご利用ありがとうございます

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

おいしさ抜群！おいしさ抜群！

外はサックリ！
中はしっとり！
外はサックリ！
中はしっとり！

栄養機能食品（鉄）

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

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

×20

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

とうふ

30杯分

赤だし野 菜

なめこ

な す

調理例

調理例

×30
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包装あり

め銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

へハリボー 
　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－

ぶルーブリアン ルノワール缶
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：26個（ココアサブレ7個・アーモンドサブレ6個・ピアチョコレート7個・チョコレートウエハース6個）／缶
❶レーマンを代表するルーブリアンの限定デザイン缶。50年以上愛され続けるチョコレート菓子4種（アーモンドサブレ・
ピアチョコレート・チョコレートウエハース・ココアサブレ）の詰め合わせです。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ふパーティーアイデアルチョコ

にロイズ 
　ポテごまクッキー［15枚入り］ ねロイズコレクション

　［ブルー］
ぬロイズ バトンクッキー
　［ココナッツ＆ヘーゼルカカオ］

のショコラ 
　生チョコ仕立て

本体980円（税込1,058円）
★規格：494g／ポット
❶口溶けのよい生チョコ仕立ての一口チョコにココアを掛けました。
個包装・大容量。❷常温365日間❸乳

はショコラ 
　生チョコ仕立て 深煎りコーヒー

本体500円（税込540円）
★規格：160g／トレイ
❶口溶けのよい生チョコ仕立ての一口コーヒーチョコにココアを
掛けました。トレー入り。❷常温365日間❸乳

ばフォンダンビスキュイ 
　18枚入り

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：18枚（ミルク・ショコラオランジュ・キャラメルサレ×各6枚）
／箱
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。
ミルク・ショコラオランジュ・キャラメルサレの3種詰め合わせです。
❷常温90日間❸小麦、乳

ぱプランシュ 
　ミルクチョコレート

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：170g／箱
❶一口サイズの薄い板型ミルクチョコを個装し、質感のある箱に
詰めました。ギフトにも。❷常温240日間❸乳

ひティラミスチョコレート
本体700円（税込756円）

★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶キャラメルコーティングしたアーモンドをマスカルポーネチー
ズクリーム入りのチョコで包み、仕上げにココアパウダーをまぶし
ました。❷常温365日間❸乳

びテリーズチョコレート 
　オレンジミルク

本体700円（税込756円）
★規格：157g／箱
❶オレンジの香りが優雅なミルクチョコレートです。底面を叩き、
ひと粒ずつに分けて食べるのがおすすめ。❷常温450日間❸乳

ぴマネケン 
　ホワイトショコラワッフル

本体900円（税込972円）
★規格：6個／箱
❶北海道産全粉乳入りホワイトチョコの濃厚なミルク感とココア
ワッフルのマイルドさが相性抜群です。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ふパーティーアイデアルチョコ
本体1,050円（税込1,134円）

★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶パラソル型のチョコがファンシーな容器に入っています。メッセ
ージカード付き。❷常温12ヶ月間❸乳

まザク切り 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－

みアップルタイザー
本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：275ml×24本／箱
❶りんご果汁100％の、ノンアルコール・ノンシュガー炭
酸ジュースです。クリスタルのように澄んだ水色と美しい
泡立ちを作り出しました。保存料・合成着色料不使用。
❷常温365日間❸－

むグレープタイザー
　レッド
本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：275ml×24本／箱
❶ぶどう果汁100％のノンアルコール・ノンシュガー炭酸
ジュースです。南アフリカの豊かな自然に育まれたぶどう
を贅沢に使いました。保存料・合成着色料不使用。
❷常温365日間❸－

め銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

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

も銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング

本体1,200円（税込1,296円）
★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそ
れぞれサンドしました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

にロイズ 
　ポテごまクッキー［15枚入り］

本体 550円（税込594円）
★規格：15枚／箱
❶ポテト・ごま・チョコレートの個性が重なったサクサクの食感。クッキーの片面にまろや
かなチョコレートをコーティングし、ポテトとごまの素朴な味わいを上品に包みました。
❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぶルーブリアン ルノワール缶
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：26個（ココアサブレ7個・アーモンドサブレ6個・ピアチョコレート7個・チョコレートウエハース6個）／缶
❶レーマンを代表するルーブリアンの限定デザイン缶。50年以上愛され続けるチョコレート菓子4種（アーモンドサブレ・
ピアチョコレート・チョコレートウエハース・ココアサブレ）の詰め合わせです。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぷリンツ リンドール 
　アソートBOX 6P

本体 670円（税込723円）
★規格：72g（ミルク・ホワイト・エキストラビター×各2粒）／箱
❶とろけるようなフィリングをまろやかなチョコレートで包んだ
リンドールのアソートです。❷常温360日間❸乳

ぬロイズ バトンクッキー
　［ココナッツ＆ヘーゼルカカオ］

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：ココナッツ・ヘーゼルカカオ×各25枚（計50枚）／箱
❶ローストしたココナッツの香ばしさがたまらない［ココナッツ］と、ヘーゼルナッツの香
りにカカオ豆のほろ苦さが漂う［ヘーゼルカカオ］の詰め合わせです。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

ねロイズコレクション
　［ブルー］

本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：10種 計78個／箱
❶高級感のあるブルーのデザインボックスに、ロイズ商品10種 計78個を詰め合わせ
ました。ギフトにも。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

へハリボー 
　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－

ほマカダミアチーズナッツ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：130g（個装紙込み）／袋
❶濃厚なフリーズドライチーズとマカダミアナッツ・アーモンドをミックスしました。
❷常温150日間❸乳

ぼ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

ぽ食塩無添加 
　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－

べブラックサンダー 
　至福のバター

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：20本／箱
❶フランス産発酵バター使用の自社製ビスケット、バターと相性のよいカシューナッツ、
ココアビスケットを配合しています。❷常温240日間❸小麦、乳

ぺビッグサンダー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20枚／箱
❶2種類のココアをブレンドしたほろ苦いクッキーに、ミルクチョコとホワイトチョコを3
種類ブレンドしたこだわりのチョコレートをコーティングしました。アイスクリームなどと
合わせても。❷常温300日間❸小麦、乳

ゃ坂井宏行のガトーレーズン
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：5個／箱
❶アーモンドプードルや蜂蜜を加えたボリュームたっぷりのクッキー生地で、なめらか
なコクのホワイトガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

や坂井宏行のミニクロワッサンラスク 
　シュガーバター風味

本体 500円（税込540円）
★規格：60g／袋
❶一口サイズのクロワッサンにシロップをたっぷり浸み込ませ、シンプルなシュガー
バター風味に仕上げました。❷常温180日間❸小麦、乳

食品 食品食品

4 5

包装あり

調理例調理例

楽しみましょう！楽しみましょう！パーティーをパーティーを
クリスマスクリスマス オンラインでも、オフラインでもオンラインでも、オフラインでもオンラインでも、オフラインでもオンラインでも、オフラインでも

ルノワール作「レースの帽子の少女」の
限定デザイン缶
ルノワール作「レースの帽子の少女」の
限定デザイン缶

ミルク・ホワイト・エキストラビター
各2粒入り
ミルク・ホワイト・エキストラビター
各2粒入り

ほんのり塩味が
アクセント
ほんのり塩味が
アクセント

軽やかなふたつのおいしさを
セットにしました

軽やかなふたつのおいしさを
セットにしました

ロイズの多彩なおいしさをお届けロイズの多彩なおいしさをお届け

生チョコ仕立てのココア掛け一口チョコ生チョコ仕立てのココア掛け一口チョコ 炭焼珈琲を練り込んだほろ苦一口チョコ炭焼珈琲を練り込んだほろ苦一口チョコ 濃厚でとろけるような味わいを
たっぷりと！
濃厚でとろけるような味わいを
たっぷりと！

コクのあるカカオが広がる
専門店品質のミルクチョコ
コクのあるカカオが広がる
専門店品質のミルクチョコ

ココア味のティラミスチョコココア味のティラミスチョコ 本物のオレンジを模した
ユニークなデザイン！
本物のオレンジを模した
ユニークなデザイン！

人気のホワイトショコラが
期間限定で登場
人気のホワイトショコラが
期間限定で登場

パーティーにぴったり！パーティーにぴったり！

洋酒にもピッタリのおつまみ洋酒にもピッタリのおつまみ

銀座千疋屋が厳選したメロン果汁を使用銀座千疋屋が厳選したメロン果汁を使用

ほんのり甘い果実の香りと
上品でやさしい味わい
ほんのり甘い果実の香りと
上品でやさしい味わい

直火で焦がした香ばしさ直火で焦がした香ばしさ 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

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
サクサクのココアクッキーにチョコレートをコーティングサクサクのココアクッキーにチョコレートをコーティング濃厚バターのプレミアムなおいしさ濃厚バターのプレミアムなおいしさ

一口サイズの
クロワッサン風ラスク
一口サイズの
クロワッサン風ラスク

ガナッシュクリームと
ラム酒漬けレーズンのリッチな味わい
ガナッシュクリームと
ラム酒漬けレーズンのリッチな味わい

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 天
然
の
甘
さ
、き
り
り
と

ひ
き
し
ま
っ
た
味
わ
い

天
然
の
甘
さ
、き
り
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包装あり

め銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

へハリボー 
　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－

ぶルーブリアン ルノワール缶
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：26個（ココアサブレ7個・アーモンドサブレ6個・ピアチョコレート7個・チョコレートウエハース6個）／缶
❶レーマンを代表するルーブリアンの限定デザイン缶。50年以上愛され続けるチョコレート菓子4種（アーモンドサブレ・
ピアチョコレート・チョコレートウエハース・ココアサブレ）の詰め合わせです。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ふパーティーアイデアルチョコ

にロイズ 
　ポテごまクッキー［15枚入り］ ねロイズコレクション

　［ブルー］
ぬロイズ バトンクッキー
　［ココナッツ＆ヘーゼルカカオ］

のショコラ 
　生チョコ仕立て

本体980円（税込1,058円）
★規格：494g／ポット
❶口溶けのよい生チョコ仕立ての一口チョコにココアを掛けました。
個包装・大容量。❷常温365日間❸乳

はショコラ 
　生チョコ仕立て 深煎りコーヒー

本体500円（税込540円）
★規格：160g／トレイ
❶口溶けのよい生チョコ仕立ての一口コーヒーチョコにココアを
掛けました。トレー入り。❷常温365日間❸乳

ばフォンダンビスキュイ 
　18枚入り

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：18枚（ミルク・ショコラオランジュ・キャラメルサレ×各6枚）
／箱
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。
ミルク・ショコラオランジュ・キャラメルサレの3種詰め合わせです。
❷常温90日間❸小麦、乳

ぱプランシュ 
　ミルクチョコレート

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：170g／箱
❶一口サイズの薄い板型ミルクチョコを個装し、質感のある箱に
詰めました。ギフトにも。❷常温240日間❸乳

ひティラミスチョコレート
本体700円（税込756円）

★規格：160g（個装紙込み）／袋
❶キャラメルコーティングしたアーモンドをマスカルポーネチー
ズクリーム入りのチョコで包み、仕上げにココアパウダーをまぶし
ました。❷常温365日間❸乳

びテリーズチョコレート 
　オレンジミルク

本体700円（税込756円）
★規格：157g／箱
❶オレンジの香りが優雅なミルクチョコレートです。底面を叩き、
ひと粒ずつに分けて食べるのがおすすめ。❷常温450日間❸乳

ぴマネケン 
　ホワイトショコラワッフル

本体900円（税込972円）
★規格：6個／箱
❶北海道産全粉乳入りホワイトチョコの濃厚なミルク感とココア
ワッフルのマイルドさが相性抜群です。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ふパーティーアイデアルチョコ
本体1,050円（税込1,134円）

★規格：212g（8.5g×25本）／箱
❶パラソル型のチョコがファンシーな容器に入っています。メッセ
ージカード付き。❷常温12ヶ月間❸乳

まザク切り 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－

みアップルタイザー
本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：275ml×24本／箱
❶りんご果汁100％の、ノンアルコール・ノンシュガー炭
酸ジュースです。クリスタルのように澄んだ水色と美しい
泡立ちを作り出しました。保存料・合成着色料不使用。
❷常温365日間❸－

むグレープタイザー
　レッド
本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：275ml×24本／箱
❶ぶどう果汁100％のノンアルコール・ノンシュガー炭酸
ジュースです。南アフリカの豊かな自然に育まれたぶどう
を贅沢に使いました。保存料・合成着色料不使用。
❷常温365日間❸－

め銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン メロン

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

も銀座千疋屋 
　銀座フルーツラング

本体1,200円（税込1,296円）
★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそ
れぞれサンドしました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

にロイズ 
　ポテごまクッキー［15枚入り］

本体 550円（税込594円）
★規格：15枚／箱
❶ポテト・ごま・チョコレートの個性が重なったサクサクの食感。クッキーの片面にまろや
かなチョコレートをコーティングし、ポテトとごまの素朴な味わいを上品に包みました。
❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぶルーブリアン ルノワール缶
本体 1,600円（税込1,728円）

★規格：26個（ココアサブレ7個・アーモンドサブレ6個・ピアチョコレート7個・チョコレートウエハース6個）／缶
❶レーマンを代表するルーブリアンの限定デザイン缶。50年以上愛され続けるチョコレート菓子4種（アーモンドサブレ・
ピアチョコレート・チョコレートウエハース・ココアサブレ）の詰め合わせです。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ぷリンツ リンドール 
　アソートBOX 6P

本体 670円（税込723円）
★規格：72g（ミルク・ホワイト・エキストラビター×各2粒）／箱
❶とろけるようなフィリングをまろやかなチョコレートで包んだ
リンドールのアソートです。❷常温360日間❸乳

ぬロイズ バトンクッキー
　［ココナッツ＆ヘーゼルカカオ］

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：ココナッツ・ヘーゼルカカオ×各25枚（計50枚）／箱
❶ローストしたココナッツの香ばしさがたまらない［ココナッツ］と、ヘーゼルナッツの香
りにカカオ豆のほろ苦さが漂う［ヘーゼルカカオ］の詰め合わせです。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

ねロイズコレクション
　［ブルー］

本体 3,600円（税込3,888円）
★規格：10種 計78個／箱
❶高級感のあるブルーのデザインボックスに、ロイズ商品10種 計78個を詰め合わせ
ました。ギフトにも。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

へハリボー 
　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－

ほマカダミアチーズナッツ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：130g（個装紙込み）／袋
❶濃厚なフリーズドライチーズとマカダミアナッツ・アーモンドをミックスしました。
❷常温150日間❸乳

ぼ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

ぽ食塩無添加 
　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－

べブラックサンダー 
　至福のバター

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：20本／箱
❶フランス産発酵バター使用の自社製ビスケット、バターと相性のよいカシューナッツ、
ココアビスケットを配合しています。❷常温240日間❸小麦、乳

ぺビッグサンダー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20枚／箱
❶2種類のココアをブレンドしたほろ苦いクッキーに、ミルクチョコとホワイトチョコを3
種類ブレンドしたこだわりのチョコレートをコーティングしました。アイスクリームなどと
合わせても。❷常温300日間❸小麦、乳

ゃ坂井宏行のガトーレーズン
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：5個／箱
❶アーモンドプードルや蜂蜜を加えたボリュームたっぷりのクッキー生地で、なめらか
なコクのホワイトガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンをサンドしました。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

や坂井宏行のミニクロワッサンラスク 
　シュガーバター風味

本体 500円（税込540円）
★規格：60g／袋
❶一口サイズのクロワッサンにシロップをたっぷり浸み込ませ、シンプルなシュガー
バター風味に仕上げました。❷常温180日間❸小麦、乳
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オプレミアム とりかわ 
　サクサク揚げ しお味エ三陸産 茎めかぶ 

　梅しそ味 BIGサイズ

ェみちのく 
　ひとめぼれせんべい（小丸）しょうゆ

ウ有機栽培 
　おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）

ゑジャイアントコーン ミックス
本体 700円（税込756円）

ゅプレミアム カルパス

よ焼あご
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－

ら荒挽きえびせん ミニ
本体880円（税込950円）

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

りなんでも噛んでも
本体850円（税込918円）

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

るマイおつまみ 
　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

ゅプレミアム 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

ゆ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ょかき オリーブオイル漬け
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：200g／瓶
❶広島産かきに白ワインやしょうゆを絡めて焼き、ローリエ・唐辛子と共にオリーブオイル
へ漬け込みました。❷常温90日間❸小麦

を森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

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

アまるごと もっちりいも
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ィ杏仁豆腐
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。

イ杏仁豆腐もち
本体 640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶もっちりやわらかな杏仁豆腐風味のおもちです。杏仁豆腐のやさしい香りと、すっきりと
したミルクの味わいが楽しめます。❷常温150日間❸乳

ゥ岩谷堂羊羹 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－

ウ有機栽培 
　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－

ェみちのく 
　ひとめぼれせんべい（小丸）しょうゆ

本体 540円（税込583円）
★規格：240g（個装紙込み）／袋
❶ひとめぼれ米の生地を丹念に焼き、本醸造醤油のたれで味付けしました。約43枚入り。
❷常温120日間❸小麦

エ三陸産 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

ォ岩塚製菓 
　しお揚げもち

本体 540円（税込583円）
★規格：17g×10袋／箱
❶国産米100％の生地をカラッと揚げ、五島灘の塩で味付けしました。生協限定商品。
❷常温120日間❸－

オプレミアム とりかわ 
　サクサク揚げ しお味

本体 800円（税込864円）
★規格：30g×2袋／袋
❶大分県を代表するからあげ専門店「ポッポおじさんの大分からあげ」が15年以上改良を
続けて完成させた、オリジナルからあげ風スナック。鶏皮の旨みを鶏ガラスープと沖縄の
塩で引き出し、上用粉で軽い食感に仕上げました。2袋パック。❷常温90日間❸－

ん森永ミルクココア 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶森永ミルクココアとドーナツ棒がコラボしました。ミルクココアのやさしい甘さと味わい
が口いっぱいに広がります。❷常温90日間❸小麦、卵

れチーズのり巻
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

ろピスタチオ（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－

ゎ枝豆と黒豆入り 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－

わ千葉県特産 さや煎落花生
本体 1,850円（税込1,998円）

★規格：500g／袋
❶充分に乾燥させて炒り、すぐに出荷しています。落花生の中でも大粒で、さっぱりとした
味わいが特徴です。❷常温4ヶ月間❸落花生

ゐ大人のおつまみ えびカリ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：43g×10／箱
❶桜えびを香ばしく揚げてスパイシーなガラムマサラで調味した、スティックタイプのスナ
ックです。食べ切りパックでおつまみに最適。❷常温300日間❸落花生、えび

ゑジャイアントコーン ミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：210g（個装紙込み）／袋
❶ジャイアントコーンをコーンポタージュ・からマヨ・ピリからの3種類に味付けしました。
食べやすい個包装。❷常温150日間❸小麦、卵、乳
※各種の個数にバラつきがございます。

ァ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

食品 食品食品 お酒を楽しむおつまみ おいしいお茶請け

76

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 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 サラダやおつまみに贅沢に添えてサラダやおつまみに贅沢に添えて 森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ 森永ミルクココアとドーナツ棒のコラボ森永ミルクココアとドーナツ棒のコラボ 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

香ばしさとまろやかさのおいしい組み合わせ香ばしさとまろやかさのおいしい組み合わせ 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 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

香ばしく甘い千葉の逸品香ばしく甘い千葉の逸品 カリッとした歯応えのカレー味カリッとした歯応えのカレー味 味付けジャイアントコーン3種をミックス味付けジャイアントコーン3種をミックス

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 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

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 国産うずらたまごをかつお風味に国産うずらたまごをかつお風味に
紅はるか本来の風味を味わえる皮付き加工紅はるか本来の風味を味わえる皮付き加工 たっぷり300gたっぷり300g やさしい杏仁豆腐の香りにすっきりしたミルクの味やさしい杏仁豆腐の香りにすっきりしたミルクの味

栗がぎっしり！栗がぎっしり！ 食べ切りサイズ50gの6袋入り食べ切りサイズ50gの6袋入り ひとめぼれ米でつくった小丸タイプの醤油せんべいひとめぼれ米でつくった小丸タイプの醤油せんべい

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 さくっと軽い食感さくっと軽い食感 からあげ専門店製造のプレミアム鶏皮スナックからあげ専門店製造のプレミアム鶏皮スナック
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オプレミアム とりかわ 
　サクサク揚げ しお味エ三陸産 茎めかぶ 

　梅しそ味 BIGサイズ

ェみちのく 
　ひとめぼれせんべい（小丸）しょうゆ

ウ有機栽培 
　おいしいむき甘栗 
　ファミリーパック

本体 760円（税込820円）

ゑジャイアントコーン ミックス
本体 700円（税込756円）

ゅプレミアム カルパス

よ焼あご
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－

ら荒挽きえびせん ミニ
本体880円（税込950円）

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

りなんでも噛んでも
本体850円（税込918円）

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

るマイおつまみ 
　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

ゅプレミアム 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

ゆ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ょかき オリーブオイル漬け
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：200g／瓶
❶広島産かきに白ワインやしょうゆを絡めて焼き、ローリエ・唐辛子と共にオリーブオイル
へ漬け込みました。❷常温90日間❸小麦

を森永ミルクキャラメル味 
　ドーナツ棒

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

アまるごと もっちりいも
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ィ杏仁豆腐
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。

イ杏仁豆腐もち
本体 640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶もっちりやわらかな杏仁豆腐風味のおもちです。杏仁豆腐のやさしい香りと、すっきりと
したミルクの味わいが楽しめます。❷常温150日間❸乳

ゥ岩谷堂羊羹 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－

ウ有機栽培 
　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－

ェみちのく 
　ひとめぼれせんべい（小丸）しょうゆ

本体 540円（税込583円）
★規格：240g（個装紙込み）／袋
❶ひとめぼれ米の生地を丹念に焼き、本醸造醤油のたれで味付けしました。約43枚入り。
❷常温120日間❸小麦

エ三陸産 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

ォ岩塚製菓 
　しお揚げもち

本体 540円（税込583円）
★規格：17g×10袋／箱
❶国産米100％の生地をカラッと揚げ、五島灘の塩で味付けしました。生協限定商品。
❷常温120日間❸－

オプレミアム とりかわ 
　サクサク揚げ しお味

本体 800円（税込864円）
★規格：30g×2袋／袋
❶大分県を代表するからあげ専門店「ポッポおじさんの大分からあげ」が15年以上改良を
続けて完成させた、オリジナルからあげ風スナック。鶏皮の旨みを鶏ガラスープと沖縄の
塩で引き出し、上用粉で軽い食感に仕上げました。2袋パック。❷常温90日間❸－

ん森永ミルクココア 
　ドーナツ棒

本体 926円（税込1,000円）
★規格：20本／箱
❶森永ミルクココアとドーナツ棒がコラボしました。ミルクココアのやさしい甘さと味わい
が口いっぱいに広がります。❷常温90日間❸小麦、卵

れチーズのり巻
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

ろピスタチオ（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－

ゎ枝豆と黒豆入り 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－

わ千葉県特産 さや煎落花生
本体 1,850円（税込1,998円）

★規格：500g／袋
❶充分に乾燥させて炒り、すぐに出荷しています。落花生の中でも大粒で、さっぱりとした
味わいが特徴です。❷常温4ヶ月間❸落花生

ゐ大人のおつまみ えびカリ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：43g×10／箱
❶桜えびを香ばしく揚げてスパイシーなガラムマサラで調味した、スティックタイプのスナ
ックです。食べ切りパックでおつまみに最適。❷常温300日間❸落花生、えび

ゑジャイアントコーン ミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：210g（個装紙込み）／袋
❶ジャイアントコーンをコーンポタージュ・からマヨ・ピリからの3種類に味付けしました。
食べやすい個包装。❷常温150日間❸小麦、卵、乳
※各種の個数にバラつきがございます。

ァ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

食品 食品食品 お酒を楽しむおつまみ おいしいお茶請け
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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 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 サラダやおつまみに贅沢に添えてサラダやおつまみに贅沢に添えて 森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ森永ミルクキャラメルとドーナツ棒のコラボ 森永ミルクココアとドーナツ棒のコラボ森永ミルクココアとドーナツ棒のコラボ 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

香ばしさとまろやかさのおいしい組み合わせ香ばしさとまろやかさのおいしい組み合わせ 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 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

香ばしく甘い千葉の逸品香ばしく甘い千葉の逸品 カリッとした歯応えのカレー味カリッとした歯応えのカレー味 味付けジャイアントコーン3種をミックス味付けジャイアントコーン3種をミックス

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 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

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 国産うずらたまごをかつお風味に国産うずらたまごをかつお風味に
紅はるか本来の風味を味わえる皮付き加工紅はるか本来の風味を味わえる皮付き加工 たっぷり300gたっぷり300g やさしい杏仁豆腐の香りにすっきりしたミルクの味やさしい杏仁豆腐の香りにすっきりしたミルクの味

栗がぎっしり！栗がぎっしり！ 食べ切りサイズ50gの6袋入り食べ切りサイズ50gの6袋入り ひとめぼれ米でつくった小丸タイプの醤油せんべいひとめぼれ米でつくった小丸タイプの醤油せんべい

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 さくっと軽い食感さくっと軽い食感 からあげ専門店製造のプレミアム鶏皮スナックからあげ専門店製造のプレミアム鶏皮スナック

×8

×12

×10

×3

食物繊維
たっぷり！

（製品10
0g中6.4g

含有）

×12

×10

067申込
番号 068申込

番号 069申込
番号 080申込

番号

083申込
番号

084申込
番号

085申込
番号

086申込
番号

087申込
番号 088申込

番号

089申込
番号 090申込

番号

091申込
番号

081申込
番号

074申込
番号

075申込
番号

076申込
番号

077申込
番号 078申込

番号

079申込
番号

070申込
番号

071申込
番号

072申込
番号 073申込

番号

082申込
番号



2021-チラシNO.773 2021-チラシNO.773

チお惣菜 3種セット4食
サミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

ズジンジャーレモネード
本体950円（税込1,026円）

★規格：13g×20包／袋
❶すっきり甘いレモネードに生姜を加えた、爽やかな酸味の粉末
飲料です。炭酸割りなどアイスでも。1杯あたりビタミンC870mg・
ビタミンE2.6mg入り。20杯分のお徳用。❷常温365日間❸－

セお米と米麹でつくった 
　あまざけ

本体3,980円（税込4,298円）
★規格：125ml×30本／箱
❶飲み切りサイズ30本でお届けします。❷常温300日間❸－

ゼヒカリ オーガニック
　ジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）
★規格：250ml×30缶／箱
❶国産有機しょうがを使用し、有機砂糖と有機りんご果汁で爽や
かな甘みを、有機レモン果汁と国産有機すだち果汁で
すっきりとした後味をそれぞれプラスしました。
pH調整剤・酸味料不使用。
❷常温18ヶ月間❸－

ソまめぴよ 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－

カメリーチョコレート 
　お買得 ミルフィーユ

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：24個／箱
❶サクサクのパイと素材を生かしたなめらかなクリームとの豊かな味のハーモニーが楽し
めます。❷常温120日間❸小麦、乳

ガチロルチョコ きなこもち［袋］
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：7個×10袋／箱
❶きなこチョコにもちグミを閉じ込めました。もちもちの食感にきなこの香ばしさがたまら
ない、和風のチロルチョコです。❷常温365日間❸乳

キべっぴんさん 
　コーヒーレーズンサンド

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

シコーヒーバッグ まいにちカフェ
本体 1,470円（税込1,587円）

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

ジ辻利 
　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－

ス国産ごぼう茶
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－

ギ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

ク糖質をおさえた ドーナツ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶有機豆乳と北海道産全粒粉を使用。体に嬉しい食物繊維入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

グ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

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

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－

ゲ黒ゴマ黒糖きな粉（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

コチーズおやつ 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

ゾ信州 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－

ゴ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

サミックスカレーの
　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。

ザ石垣島の塩 島ナッツ 大袋
本体 950円（税込1,026円）

★規格：240g（16g×15袋）／袋
❶八重山諸島・石垣島の海水からできた「石垣の塩80％使用」等で調味した、スパイシーな
オリジナルナッツです。食べ切りタイプの個包装。1袋に3種類のフレーバー入り。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

チお惣菜 3種セット4食
本体 1,050円（税込1,134円）

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

ヂなみえ焼そば
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：630g（めん170g・ソース36g・ラード4g・一味唐辛子×各3）／箱
❶もっちり極太麺が最大の特徴で、具は豚バラ肉とモヤシのみ。ラードを使って焼き、こって
りとした特製ソースで仕上げる、一度食べたら癖になる「なみえ焼そば」をご賞味ください。
❷常温90日間❸小麦

ッ荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

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

タ九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

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

ダ市田柿スティック
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－

食品 食品食品

2学期セレクト商品

毎日飲みたい！みなさんでどうぞ、個包装菓子
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荏胡麻には
人体に必要不可欠な
「α-リノレン酸」が
含まれています

調理例調理例

五目中華あんかけ

とろっと卵の親子煮

やわらか牛肉の卵とじ

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

ショコラトリー自慢のミルフィーユ詰め合わせショコラトリー自慢のミルフィーユ詰め合わせ 人気シリーズのロングセラー人気シリーズのロングセラー 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 マイボトルで手軽に本格レギュラーコーヒーマイボトルで手軽に本格レギュラーコーヒー 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

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 ドーナツのおいしさそのままに糖質をオフドーナツのおいしさそのままに糖質をオフ 軽い口あたりのプレーンドーナツ軽い口あたりのプレーンドーナツ
高知県産生姜・瀬戸内産レモン使用
の粉末飲料
高知県産生姜・瀬戸内産レモン使用
の粉末飲料

長野県産りんごジュース5種セット長野県産りんごジュース5種セット

国産米使用、ノンアルコールタイプ国産米使用、ノンアルコールタイプ ヒカリの有機JAS認証飲料ヒカリの有機JAS認証飲料 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

ゆずの爽やかさ、そのまんま！ゆずの爽やかさ、そのまんま！ 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 チーズがかわいい一口サイズになりましたチーズがかわいい一口サイズになりました

アーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソートアーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソート カレー味3つを食べくらべ！カレー味3つを食べくらべ！ 石垣島産の塩を使用、3種類の味が楽しめます石垣島産の塩を使用、3種類の味が楽しめます
丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍 B-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフードB-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフード

ザクザク・ほろほろの和風バタークッキーザクザク・ほろほろの和風バタークッキー
長野県産ブランド柿を干して食べやすくカット長野県産ブランド柿を干して食べやすくカット

荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ

チョコレート
ストロベリー
アーモンド
×各8個

1個あたり
の

糖質量7.1g

島こしょう味
沖縄タコス味
ほんのりチーズ味
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×10
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チお惣菜 3種セット4食
サミックスカレーの
　おせんべい（大袋）

ズジンジャーレモネード
本体950円（税込1,026円）

★規格：13g×20包／袋
❶すっきり甘いレモネードに生姜を加えた、爽やかな酸味の粉末
飲料です。炭酸割りなどアイスでも。1杯あたりビタミンC870mg・
ビタミンE2.6mg入り。20杯分のお徳用。❷常温365日間❸－

セお米と米麹でつくった 
　あまざけ

本体3,980円（税込4,298円）
★規格：125ml×30本／箱
❶飲み切りサイズ30本でお届けします。❷常温300日間❸－

ゼヒカリ オーガニック
　ジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）
★規格：250ml×30缶／箱
❶国産有機しょうがを使用し、有機砂糖と有機りんご果汁で爽や
かな甘みを、有機レモン果汁と国産有機すだち果汁で
すっきりとした後味をそれぞれプラスしました。
pH調整剤・酸味料不使用。
❷常温18ヶ月間❸－

ソまめぴよ 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－

カメリーチョコレート 
　お買得 ミルフィーユ

本体 1,800円（税込1,944円）
★規格：24個／箱
❶サクサクのパイと素材を生かしたなめらかなクリームとの豊かな味のハーモニーが楽し
めます。❷常温120日間❸小麦、乳

ガチロルチョコ きなこもち［袋］
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：7個×10袋／箱
❶きなこチョコにもちグミを閉じ込めました。もちもちの食感にきなこの香ばしさがたまら
ない、和風のチロルチョコです。❷常温365日間❸乳

キべっぴんさん 
　コーヒーレーズンサンド

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

シコーヒーバッグ まいにちカフェ
本体 1,470円（税込1,587円）

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

ジ辻利 
　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－

ス国産ごぼう茶
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－

ギ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

ク糖質をおさえた ドーナツ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶有機豆乳と北海道産全粒粉を使用。体に嬉しい食物繊維入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

グ砂糖をかけない 
　朝食ドーナツ

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

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－

ゲ黒ゴマ黒糖きな粉（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

コチーズおやつ 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

ゾ信州 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－

ゴ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

サミックスカレーの
　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。

ザ石垣島の塩 島ナッツ 大袋
本体 950円（税込1,026円）

★規格：240g（16g×15袋）／袋
❶八重山諸島・石垣島の海水からできた「石垣の塩80％使用」等で調味した、スパイシーな
オリジナルナッツです。食べ切りタイプの個包装。1袋に3種類のフレーバー入り。
❷常温180日間❸小麦、卵、乳、落花生

チお惣菜 3種セット4食
本体 1,050円（税込1,134円）

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

ヂなみえ焼そば
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：630g（めん170g・ソース36g・ラード4g・一味唐辛子×各3）／箱
❶もっちり極太麺が最大の特徴で、具は豚バラ肉とモヤシのみ。ラードを使って焼き、こって
りとした特製ソースで仕上げる、一度食べたら癖になる「なみえ焼そば」をご賞味ください。
❷常温90日間❸小麦

ッ荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

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

タ九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

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

ダ市田柿スティック
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－

食品 食品食品

2学期セレクト商品

毎日飲みたい！みなさんでどうぞ、個包装菓子
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学
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調理例調理例

荏胡麻には
人体に必要不可欠な
「α-リノレン酸」が
含まれています

調理例調理例

五目中華あんかけ

とろっと卵の親子煮

やわらか牛肉の卵とじ

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

ショコラトリー自慢のミルフィーユ詰め合わせショコラトリー自慢のミルフィーユ詰め合わせ 人気シリーズのロングセラー人気シリーズのロングセラー 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 マイボトルで手軽に本格レギュラーコーヒーマイボトルで手軽に本格レギュラーコーヒー 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

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 ドーナツのおいしさそのままに糖質をオフドーナツのおいしさそのままに糖質をオフ 軽い口あたりのプレーンドーナツ軽い口あたりのプレーンドーナツ
高知県産生姜・瀬戸内産レモン使用
の粉末飲料
高知県産生姜・瀬戸内産レモン使用
の粉末飲料

長野県産りんごジュース5種セット長野県産りんごジュース5種セット

国産米使用、ノンアルコールタイプ国産米使用、ノンアルコールタイプ ヒカリの有機JAS認証飲料ヒカリの有機JAS認証飲料 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

ゆずの爽やかさ、そのまんま！ゆずの爽やかさ、そのまんま！ 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 チーズがかわいい一口サイズになりましたチーズがかわいい一口サイズになりました

アーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソートアーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソート カレー味3つを食べくらべ！カレー味3つを食べくらべ！ 石垣島産の塩を使用、3種類の味が楽しめます石垣島産の塩を使用、3種類の味が楽しめます
丼やおかずに大活躍丼やおかずに大活躍 B-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフードB-1グランプリも制した福島・浪江町のソウルフード

ザクザク・ほろほろの和風バタークッキーザクザク・ほろほろの和風バタークッキー
長野県産ブランド柿を干して食べやすくカット長野県産ブランド柿を干して食べやすくカット

荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ

チョコレート
ストロベリー
アーモンド
×各8個

1個あたり
の

糖質量7.1g

島こしょう味
沖縄タコス味
ほんのりチーズ味

30本
×30

×24

×10
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ホツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

ド九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

ツ減塩 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）

ヅいつものおみそ汁 
　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

ナらーめんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ニうどんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ヌそばですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ネちゃんぽんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ピ胚芽入り 
　十六穀（国産）

本体980円（税込1,058円）
★規格：400g／袋
❶穀物の栄養素を効率よく豊かに摂取できるよう、米のソムリエ
が生み出した雑穀ブレンドです。米胚芽配合。❷常温365日間❸－

フ紀州産南高梅 
　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。

ブお徳用 
　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

プ有明産のり 
　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

テ化学調味料無添加 
　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

ハ新宿中村屋 
　純欧風ビーフカリー 
　コク深いデミの芳醇リッチ

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

バきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

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

ツ減塩 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＋減塩なす汁1食）／箱
❶減塩みそ汁5種セットに人気のなす汁を1食プラスした、お得な商品です。❷常温1年間❸小麦、乳

デふかひれ濃縮スープ 北京風
本体 560円（税込604円）

★規格：200g×2袋／袋
❶気仙沼産ふかひれを使用。鶏ベースで香味野菜の風味を生かし、さっぱりとしたコクのあ
る塩味に仕上げました。水とたまご1個を加えるだけで手軽に本格スープが楽しめます。
❷常温730日間❸小麦

ノ新宿中村屋 国産素材のよりどりセット
本体 2,800円（税込3,024円）

★規格：8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・
【国産鶏肉の】チキンカリー・【国産牛肉の】ビーフハヤシ 各180g×2食）／箱
❶野菜や果実が溶け込んだソースにオリジナルスパイスを効かせたカリー3種と、こだわりのデミグラスソースに赤ワインの香りと程よい
酸味を加えたビーフハヤシのセット。国産素材にこだわって作りました。❷常温540日間❸小麦、乳

トZENTAの金のポタージュ
本体 1,000円（税込1,080円）

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

ド九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

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

ヘご飯にかける 中津からあげ
本体 800円（税込864円）

★規格：120g／瓶
❶からあげグランプリ金賞受賞歴のある「あげ処 ぶんごや」（大分県中津）のからあげをそ
ぼろ状にし、たまねぎ・おから・醤油などを配合しました。❷常温365日間❸小麦

ベなめ茸 ミニパック
本体 1,430円（税込1,544円）

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

ペ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

ホツナフレーク 
　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－

ボ砂糖不使用 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

ポGABAN シナモンシュガー
本体 480円（税込518円）

★規格：140g／缶
❶シナモンとグラニュー糖を風味豊かにブレンドしました。ドーナッツなどの洋風菓子や紅茶
などの飲み物にお好みで振ってお楽しみください。❷常温2年間❸－

パにゅうめん 
　4種セット4食
パにゅうめん 
　4種セット4食

本体 800円（税込864円）
★規格：4食／箱
❶手延べ素麺と国産具材を使用しています。化学調味料無添加。❷常温1年間
❸小麦、卵、乳

ヒ琉球 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

ビやわらか らふてぃ
本体 900円（税込972円）

★規格：270g／袋
❶箸で切れるほどやわらかく煮込み、甘辛の醤油味に仕上げました。温めるだけでお召し
上がりいただけます。❷常温90日間❸小麦

食品 食品食品 からだポカポカメニュー！ ラクうまメニュー！
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調理例

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

×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例調理例調理例 調理例調理例 ×15 ×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例

調理例：
長浜ラーメン
調理例：
長浜ラーメン

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

調理例調理例

×4

すまし柚子

とろみ醤油

まろやか鶏だし

五種の野菜
琉球のことばで落花生のこと。

漢字で書くと「地豆」

じーまーみとは・・・じーまーみとは・・・

調理例調理例

塩分
約4％

米胚芽配合

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！

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 素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます あっさりヘルシーな和風めん
4種詰め合わせ
あっさりヘルシーな和風めん
4種詰め合わせ

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 沖縄の豚角煮「らふてぃ」を食べやすくスライス沖縄の豚角煮「らふてぃ」を食べやすくスライス

ご飯はもちろん、サンドイッチやサラダの具材にもご飯はもちろん、サンドイッチやサラダの具材にも 個包装でムダなく便利！個包装でムダなく便利！ 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 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 シナモンとグラニュー糖を絶妙にブレンドシナモンとグラニュー糖を絶妙にブレンド

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

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

ご家庭で手軽にお楽しみいただけますご家庭で手軽にお楽しみいただけます チーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュチーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュ 九州5都市の
ラーメン詰め合わせ

九州5都市の
ラーメン詰め合わせ

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

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 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 朝の食卓にぴったり！朝の食卓にぴったり！

オリジナルレシピのカリー＆ハヤシセットオリジナルレシピのカリー＆ハヤシセット

調理例
調理例

赤だしなめこ汁
なす汁

豚汁

こまつ菜

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

×8
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ホツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

ド九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

ツ減塩 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）

ヅいつものおみそ汁 
　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

ナらーめんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ニうどんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ヌそばですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ネちゃんぽんですかい
本体1,900円（税込2,052円）

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

ピ胚芽入り 
　十六穀（国産）

本体980円（税込1,058円）
★規格：400g／袋
❶穀物の栄養素を効率よく豊かに摂取できるよう、米のソムリエ
が生み出した雑穀ブレンドです。米胚芽配合。❷常温365日間❸－

フ紀州産南高梅 
　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。

ブお徳用 
　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

プ有明産のり 
　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

テ化学調味料無添加 
　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

ハ新宿中村屋 
　純欧風ビーフカリー 
　コク深いデミの芳醇リッチ

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

バきしめん亭 
　半生みそ煮込うどん

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

ツ減塩 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＋減塩なす汁1食）／箱
❶減塩みそ汁5種セットに人気のなす汁を1食プラスした、お得な商品です。❷常温1年間❸小麦、乳

デふかひれ濃縮スープ 北京風
本体 560円（税込604円）

★規格：200g×2袋／袋
❶気仙沼産ふかひれを使用。鶏ベースで香味野菜の風味を生かし、さっぱりとしたコクのあ
る塩味に仕上げました。水とたまご1個を加えるだけで手軽に本格スープが楽しめます。
❷常温730日間❸小麦

ノ新宿中村屋 国産素材のよりどりセット
本体 2,800円（税込3,024円）

★規格：8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・
【国産鶏肉の】チキンカリー・【国産牛肉の】ビーフハヤシ 各180g×2食）／箱
❶野菜や果実が溶け込んだソースにオリジナルスパイスを効かせたカリー3種と、こだわりのデミグラスソースに赤ワインの香りと程よい
酸味を加えたビーフハヤシのセット。国産素材にこだわって作りました。❷常温540日間❸小麦、乳

トZENTAの金のポタージュ
本体 1,000円（税込1,080円）

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

ド九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

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

ヘご飯にかける 中津からあげ
本体 800円（税込864円）

★規格：120g／瓶
❶からあげグランプリ金賞受賞歴のある「あげ処 ぶんごや」（大分県中津）のからあげをそ
ぼろ状にし、たまねぎ・おから・醤油などを配合しました。❷常温365日間❸小麦

ベなめ茸 ミニパック
本体 1,430円（税込1,544円）

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

ペ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

ホツナフレーク 
　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－

ボ砂糖不使用 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

ポGABAN シナモンシュガー
本体 480円（税込518円）

★規格：140g／缶
❶シナモンとグラニュー糖を風味豊かにブレンドしました。ドーナッツなどの洋風菓子や紅茶
などの飲み物にお好みで振ってお楽しみください。❷常温2年間❸－

パにゅうめん 
　4種セット4食
パにゅうめん 
　4種セット4食

本体 800円（税込864円）
★規格：4食／箱
❶手延べ素麺と国産具材を使用しています。化学調味料無添加。❷常温1年間
❸小麦、卵、乳

ヒ琉球 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

ビやわらか らふてぃ
本体 900円（税込972円）

★規格：270g／袋
❶箸で切れるほどやわらかく煮込み、甘辛の醤油味に仕上げました。温めるだけでお召し
上がりいただけます。❷常温90日間❸小麦

食品 食品食品 からだポカポカメニュー！ ラクうまメニュー！
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調理例

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

×15×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例調理例調理例 調理例調理例 ×15 ×15

高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝ 高さ約8.7㎝高さ約8.7㎝

調理例調理例

調理例：
長浜ラーメン
調理例：
長浜ラーメン

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

調理例調理例

×4

すまし柚子

とろみ醤油

まろやか鶏だし

五種の野菜
琉球のことばで落花生のこと。

漢字で書くと「地豆」

じーまーみとは・・・じーまーみとは・・・

調理例調理例

塩分
約4％

米胚芽配合

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！

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 素材の味を楽しめます素材の味を楽しめます あっさりヘルシーな和風めん
4種詰め合わせ
あっさりヘルシーな和風めん
4種詰め合わせ

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 沖縄の豚角煮「らふてぃ」を食べやすくスライス沖縄の豚角煮「らふてぃ」を食べやすくスライス

ご飯はもちろん、サンドイッチやサラダの具材にもご飯はもちろん、サンドイッチやサラダの具材にも 個包装でムダなく便利！個包装でムダなく便利！ 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 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 シナモンとグラニュー糖を絶妙にブレンドシナモンとグラニュー糖を絶妙にブレンド

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

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

ご家庭で手軽にお楽しみいただけますご家庭で手軽にお楽しみいただけます チーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュチーズたっぷりの贅沢なとろとろポタージュ 九州5都市の
ラーメン詰め合わせ

九州5都市の
ラーメン詰め合わせ

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

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 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 朝の食卓にぴったり！朝の食卓にぴったり！

オリジナルレシピのカリー＆ハヤシセットオリジナルレシピのカリー＆ハヤシセット

調理例
調理例
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豚汁

こまつ菜

調理例調理例
調理例調理例
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〈マ・ミ・ム共通〉
★内容：本体（ソーラーパネル部・コード・LED100球）、支柱、固定くさび★サイズ：本体＝
約6.7×6.7×24cm（ソーラーパネル部・支柱組立時）、コード長＝約12m★重量：約
200g（コード・支柱・固定くさびを含む）★フル充電時間（目安）：約8～10時間★点灯時
間（目安）：連続点灯時＝約6～8時間、点滅時＝約7～9時間★材質：ABS樹脂、LED、ポリ
プロピレン、スチール★生産国：中国
※最初にご使用の際は、日当たりのよい場所で充分に充電してください。
※生活防水程度の機能で、大雨・暴雨などの悪天候の場合は破損することがあります。
※フル充電時間や点灯時間の目安は、設置場所・天候・季節により多少差異があります。

LED100球 
イルミネーションライト 
LED100球 
イルミネーションライト 

番号 色 申込番号

カラフル
ゴールド
ピンク

マ

ミ

ム

★重量：ヤ=約14g／巻、ュ=約28g／巻
〈ヤ・ュ共通〉★材質：基材＝和紙、接着剤＝アクリル系★生産国：日本
※カビや汚れを取り除く効果はありません。 
※人体・白木・大理石・塩ビ系素材には使用しないでください。

汚れ予防の
マスキングテープ 
10m×3巻組

ョ太陽・月・星のこよみ カレンダー
本体 1,680円（税込1,848円）

★頁数：14枚（表紙含む）★サイズ：61.3×42cm（使用時）★監修：渡部潤一★生産国：日本

ヨ藤城清治作品集 
　遠い日の風景から カレンダー

本体 1,983円（税込2,181円）
★頁数：7枚（表1・中6）＋フィルム6枚★サイズ：約75.5×50.4cm（使用時）★生産国：日本

ラいわさきちひろ カレンダー
本体 1,400円（税込1,540円）

★頁数：8枚（表紙含む）★サイズ：約59.5×42.1cm（使用時）★生産国：日本

ャ電子レンジでふっくら
　餅トレイ ミッキーマウス

本体 698円（税込767円）
★サイズ：約23.8×22×高2.6cm★材質：ポリプロピレン★耐熱温度：－20～140℃
★生産国：日本
※オーブン・グリル・トースター機能で使用しないでください。

メコーヒー
　ドリップバッグホルダー

本体 1,580円（税込1,738円）
★サイズ：本体＝約9.6×6.5×高5.7cm、トレー＝約径11×高1.2cm、対応カップ＝約径7.5～9cm
★材質：本体＝ステンレス鋼、トレー＝スチロール★生産国：日本
※ドリップバッグ形状によっては使えないことがあります。
※トレーは食洗機には使えません。

モご飯メーカー
　（スノコ付き蒸し器対応）
　スヌーピーやさい

本体 1,180円（税込1,298円）
★サイズ：本体＝13.5×15.5×高13cm、しゃもじ＝5.5×長16cm★容量：640ml★材質：
ポリプロピレン、ABS★耐熱温度：本体・外フタ・中フタ・スノコ・しゃもじ＝140℃、止め具
＝80℃★付属品：しゃもじ★生産国：日本
※食洗機は使えません。

汚れの気になる所に貼って
カビ・水垢・油汚れなどを予防。
普段の掃除を楽にします。
汚れたテープは貼り替えて交換。

汚れの気になる所に貼って
カビ・水垢・油汚れなどを予防。
普段の掃除を楽にします。
汚れたテープは貼り替えて交換。 ユ4倍強い 破れにくい障子紙 無地

本体 1,180円（税込1,298円）
★サイズ：28cm×9.4m★材質：ポリエステル、パルプ、ビニロンバインダー★生産国：日本
※障子のりは付いておりません。

番号 内容 価格申込番号

幅15mmタイプ

幅30mmタイプ

ヤ

ュ

本体 580円（税込638円）
本体 1,080円（税込1,188円）

クリスマスをお手軽に演出！

122021-チラシNO.773

2022カレンダー

太陽光をエネルギー源とする
イルミネーションで、ソーラーパネルに
太陽光を集め、そのエネルギーを

バッテリーに蓄積します

カ
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ル

ゴ
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ド
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ク

光センサー付きで昼は充電・
夜は点灯、設置場所を選ばず
好きな所に飾れます

お庭や玄関・テラスなどのデコレーションに。防犯対策にも。
可動式ソーラーパネルで向き調節が可能

連続＆
点滅点灯の

2WAY

電源不要のソーラーイルミネーションライト電源不要のソーラーイルミネーションライト LED100球LED100球 143

幅15mm
149

幅30mm
150

144 145

天体写真・天象・行事などを網羅した大判カレンダー

企画・編集：国際文化交友会

●月の朔望、日食、月食、惑星食、流星群、惑星の会合
　など、天体のことがよくわかる！
●裏面には「今月の星座」「観測ガイド」「天象ハイライト」
　「宇宙の詩」「満ち潮・引き潮の時刻」など各月の
　記事と関連した資料を掲載。

くり
月め

心が癒される、ちひろの世界

©CHIHIRO ART MUSEUM
画：いわさきちひろ
企画：ちひろ美術館

©藤城清治事務所

●独特の水彩画で描き出す、
　愛らしいタッチの水彩画。

●光と影で表現する絵画、影絵。
　その影絵を芸術として広く浸透させた
　巨匠・藤城清治の幻想的な美の世界。
　フィルム印刷により美しい仕上がりです。

日本を代表する影絵作家・藤城清治の
フィルムカレンダー
日本を代表する影絵作家・藤城清治の
フィルムカレンダー

めくり
2ヶ月

めくり
2ヶ月

旧 暦

1人分を美味しく！

大掃除に強い味方！

（税込2,398円）

本体本体

食べたい時にレンジで簡単！食べたい時にレンジで簡単！電子レンジで簡単ふっくらごはん電子レンジで簡単ふっくらごはん

焼き上がり
ふっくら

電子レンジ
専用

0.5～1合
炊き用

食洗機
対応

腰板付き障子戸
2枚分

こびりつきにくい加工で
おもちがラクに取れます
こびりつきにくい加工で
おもちがラクに取れます

耳部分にきな粉や
しょうゆが入れられます
耳部分にきな粉や
しょうゆが入れられます

©DISNEY

月の満ち欠け入り

※カレンダーは現在制作中のものもあり、絵柄・デザイン等が変更になる場合があります。

フィルターを
浸さずドリップ

雑味のない
クリアな
味わいに スノコ付き

で蒸し器
としても

手入れ
しにくい

隙間の汚れを
防ぎます

陽が
あたっても
変色・劣化
しにくい

1段ずつ
貼れます

ちょっと押しても
破れにくい

便利な
トレー付き

炊いたお米がくっつきにくい加工の
ミニしゃもじ付き

炊きあがり時間（1合）
500Wで約10分
蒸らし時間は約20分

汚れ防止に貼るだけ簡単！

破れにくく、貼りやすい！

貼っ
ても目

立ちにくい

という発想

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

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

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

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

個人情報の扱い

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

2021-チラシNO.773

食 品 人 気

※一部の期間限定商品を除いた売上ランキングです。

※4～30位はP２・３に掲載しています。

2021-チラシNO.773

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！

16

ぇさかなっつハイ！
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

いロイズ 
　ポテトチップチョコレート
　［オリジナル］

本体 720円（税込777円）
★規格：190g／箱
❶ポテトチップの片面にまろやかなチョコレートをコーティングしまし
た。甘さと塩味の絶妙なバランスをお楽しみください。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乳

ぉ大地の恵み 
　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－

ぅロイズ ピュアチョコレート
　［クリーミーミルク＆ホワイト］

本体 720円（税込777円）
★規格：クリーミーミルク・ホワイト×各20枚（200g）／箱
❶まろやかな味わいのミルクチョコレートと、すっきりとした
甘さのホワイトチョコレートの2種セットです。❷常温90日間❸乳

うロイズ 
　アールショコラ
　［4種詰め合わせ］

本体 760円（税込820円）
★規格：4種 計20個／箱
❶ロイズの頭文字「R」をモチーフにしたふた
つの形で、4種（ジャンドゥーヤ・ストロベリー・
ミルクココア・レモン）のおいしさを楽しめま
す。❷常温90日間❸小麦、乳

おカフェタッセ 
　ミニタブレットアソート
おカフェタッセ 
　ミニタブレットアソート

★規格：180g（20枚）／袋
❶カカオの風味がしっかりと感じられるベルギーチョコレートです。❷常温420日間❸小麦、卵、乳

ぃチロル クリスマスカップ

本体 3,840円（税込4,147円）
★規格：チロルチョコ6種類 計40個入り×8カップ／箱
❶クリスマス限定カップに「冬ちろる」「いちごマシュマロ」味を
含む、6種類（計40個）入りです。パーティーやプレゼントにお得
な8カップでお届けします。❷常温365日間❸小麦、乳
※ご注文多数の場合は規格を変更してお届けさせていただく
場合がございます。ご了承ください。

θ割れチョコ ビター 
　4種のおすすめセット

本体 1,880円（税込2,030円）
★規格：400g／袋
❶ビター・ビターマーブル・ビターアーモンド・ビタークランチの割れチョコ4種をミック
スしました。すべてクーベルチュールチョコを使用しています。❷常温180日間❸乳

μミレー ピローギフト

本体 3,000円（税込3,240円）
★規格：1kg（個包装込み）／箱
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘く
てちょっぴり塩味の、後を引くおいしさです。❷常温210日間❸小麦

ξキリマル
　ラーメンスナック

本体 580円（税込626円）
★規格：3g×50個／箱
❶キリマルラーメンとスナックのコラボ商品です。❷常温150日間❸小麦

ο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

ν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

λ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

ιメリーチョコレート 
　カカオ70％ チョコレート

本体 3,100円（税込3,348円）
★規格：1000g／袋
❶カカオの芳醇な香りとほろ苦さが楽しめます。食べやすい個包装。❷常温240日間❸乳

κ徳用 
　チョコレートボール5ミックス

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：500g／袋
❶ひとつずつの個包装。お子様のおやつやお酒のおつまみ
に最適です。❷常温365日間❸乳

ρ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－

σ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－

π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

ナッツ
本体 1,200円（税込1,296円）

え食塩無添加 
　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

1

共同購入 音楽

ハーベスト

学校・職域生協食品 雑貨 書籍

12月号

今月の今月の
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
応援商

品！
お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

クリスマス限定のチロルチョコカップ！クリスマス限定のチロルチョコカップ！

共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト12月号

意外な組み合わせ
から生まれた
大ヒットのおいしさ

追い求めたのは口溶けのよさ

個性豊かな一口サイズの
カラフルショコラ

カカオ77％×3

ビター×3

塩キャラメルミルク×3

ヌガーミルク×2

コーヒーホワイト×3

抹茶ホワイト×2

コーヒーミルク×2

ヘーゼルナッツミルク×2

ベルギーブリュッセル店舗ベルギーブリュッセル店舗

8種の味をアソートした
ミニタブレット詰め合わせ

（税込1,512円）

本体本体

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！

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

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

食品食品共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト

愛知県
西三河地方の

ソウルフードを模した、
ミニサイズの袋デザインの
ラーメンスナック　

です

50個入

×8

12月号
ビターな割れチョコ4種のたっぷり400gアソート カカオ分70％のハイカカオチョコレート

5つの風味が楽しめる
チョコレートボール

1ｋｇ入り！
お徳用

イチゴ

ミルク ホワイト

ブルー
ベリーレモン

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

昔懐かしい味わい

チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

6種のフルーツを
おやつやヨーグルトに

駄菓子でやきそば味を再現

キリマルラーメンが小さなお菓子になりました

手巻き寿司に適した
しっかりとした質感

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

調理例調理例

ロイズふと美工場

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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