
※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！
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ぃ信州・安曇野 トマトジュース 食塩無添加
本体 3,150円（税込3,402円）

★規格：190g×30缶／箱
❶食塩無添加でトマト本来の風味が生きています。血圧が気になる方に、高めの血圧を
下げるGABAを含んだ機能性表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－

い信州・安曇野 
　りんごジュース

本体 2,980円（税込3,218円）
★規格：190g×30缶／箱
❶信州・安曇野産のりんごを搾った、風味豊かなジュース
です。❷常温18ヶ月間❸－

ぅ信州・安曇野 
　野菜ジュース 
　食塩無添加

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

ぇひろって調べる 落ち葉のずかん （岩崎書店）
本体3,240円（税込3,564円）

★定価税込3,960円★P77★A4変型判★8歳～★著：安田守／監修：中川重年★初版’18年11月
●学校の校庭や公園など、身近な環境で見られるものや特徴的なものなど約260種の落ち葉を紹介。
落ち葉を落とす樹木のことや、落ち葉とともに生きる生物のことについても解説します。

うあいみょん/瞳へ落ちるよレコード
本体 2,520円（税込2,772円）

●定価税込３，０８０円 ●全１３曲 ●歌詞カード付 
●２０２２年８月１７日発売 ●ワーナーミュージック・ジャパン 
●収録時間／未定

■収録曲目■ １．双葉 ２．スーパーガール ３．姿 ４．初恋が泣いている ５．君の
こゝ ろ ６．３６３６ ７．強くなっちゃったんだ、ブルー ８．桜が降る夜は ９．ペルソナ
の記憶 １０．神秘の領域へ １１．ハート １２．インタビュー １３．愛を知るまでは

え杏仁豆腐

★規格：300g×12個／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、
たっぷり300g。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。

ぉ国産りんごの 
　アップルパイ
★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Ωおばあちゃんの
　焼こあじ 100枚
Ω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
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－

α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－

β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－

γお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体 1,290円（税込1,393円）
★規格：55枚／箱
❶国内産100％のうるち米を粗挽きにして生地を造り、堅焼きにして岩塩とオリーブ油で
味付けしました。❷常温150日間❸－

δ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

ε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－

ζアーモンドフロランタン（不揃い）ζ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

ηポテトスナック コンソメ風味
本体 740円（税込799円）

★規格：3枚×20袋／箱
❶荒めに砕いてサラダやスープ、グラタン等のトッピングにしてもおいしく
お召し上がりいただけます。❷常温180日間❸小麦、乳

θ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース
θ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

ι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
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しぼりたてをパックしましたしぼりたてをパックしました
ゴールドパック　安曇野工場

ストレート果汁・無加糖・無香料ストレート果汁・無加糖・無香料

旬の野菜をおいしくブレンド旬の野菜をおいしくブレンド

×30

×30

×12 ×8

×30

いろいろな形、色･･･落ち葉はおもしろい！ 定価の
10％
OFF

（税込1,717円）

本体本体

黄桃・みかん・パインと杏仁豆腐が
よく合います

国産りんごのフィリングを
丁寧に包みました

（税込972円）

本体本体

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

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

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

お米の風味を引き出したマイルドな味お米の風味を引き出したマイルドな味 昔懐かしい味わい昔懐かしい味わい

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

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング
サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

パリパリ食感のスナック菓子パリパリ食感のスナック菓子

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

お得な50食徳用タイプお得な50食徳用タイプ

2022年度8月号で

本体1,680円
2022年度8月号で

本体960円

1枚

あいみょん　待望のニュー・アルバム！あいみょん　待望のニュー・アルバム！
心に刺さるまっすぐな歌詞とキャッチーなメロディが人気のあいみょん。
シングル６曲に加え、７曲の新曲をプラスした新作が登場！

定価の
10％
OFF

ロングライ
フ

●「ストレート」ジュースとは、濃縮・還元作業を行わず、搾り取った果汁を加熱殺菌し、そのまま詰めたもの。果実本来の風味が楽しめます。

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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ごハニーバター くるみ
本体1,600円（税込1,728円）

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

さプチクレープ 
　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

おドトール 
　黒糖ラテドーナツ棒 　

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

かドトール  
　コーヒードーナツ棒

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

がもっちりたい焼き クリーム
本体500円（税込540円）

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

ざいもころ
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－

し岩谷堂羊羹 
　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－

じ有機ぜんざい（パウチ）
本体 990円（税込1,069円）

★規格：180g×5袋／箱
❶有機砂糖と有機小豆で作りました。温めても冷やしてもおいしく召し上がれます。
❷常温360日間❸－

す3種の煎り大豆
本体 500円（税込540円）

★規格：160g／袋
❶3種の国産大豆を熱風焙煎した香ばしさが特長です。食塩・植物油不使用。
❷常温180日間❸－

ず杏仁豆腐もち
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

せゆべしセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：くるみゆべし・黒ごまゆべし×各6個／箱
❶くるみ・黒ごまの手作りゆべし2種詰め合わせです。一口サイズの個包装。❷常温90日間
❸小麦

ぜ雪塩ちんすこう
本体 600円（税込648円）

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

そ無選別 かりんとう
本体 650円（税込702円）

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

ぞ味の逸品 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

た三種のお米せんべい 大袋
本体 740円（税込799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

だチーズのり巻
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

ちサクっとおいしい 
　ピー揚げあられ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：12g×20／箱
❶軽い歯応えにピーナッツの香ばしさが自慢の揚げあられです。❷常温180日間❸落花生

き京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

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

ぎ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

く神戸ドーナツセット
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10個（プレーン4個・珈琲3個・キャラメル3個）／箱
❶オールドファッションタイプのプレーン・ほんのりビターな後味の珈琲味・懐かしい風味
のキャラメル味が楽しめます。❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぐMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャラメル
クッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

こハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー

本体 630円（税込680円）
★規格：85g／袋
❶ざっくり砕いたマカデミアナッツをサクサクの生地に練り込んだ、
一口サイズのハワイ産クッキーです。❷常温365日間❸小麦、卵

け銀座千疋屋 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

げ北海道 バターリッチ
本体 780円（税込842円）

★規格：8個／袋
❶レーズン入りクリームをバターたっぷりのクッキーでサンドしました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳
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ごハニーバター くるみ
本体1,600円（税込1,728円）

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

さプチクレープ 
　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

おドトール 
　黒糖ラテドーナツ棒 　

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

かドトール  
　コーヒードーナツ棒

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

がもっちりたい焼き クリーム
本体500円（税込540円）

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

ざいもころ
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－

し岩谷堂羊羹 
　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－

じ有機ぜんざい（パウチ）
本体 990円（税込1,069円）

★規格：180g×5袋／箱
❶有機砂糖と有機小豆で作りました。温めても冷やしてもおいしく召し上がれます。
❷常温360日間❸－

す3種の煎り大豆
本体 500円（税込540円）

★規格：160g／袋
❶3種の国産大豆を熱風焙煎した香ばしさが特長です。食塩・植物油不使用。
❷常温180日間❸－

ず杏仁豆腐もち
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

せゆべしセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：くるみゆべし・黒ごまゆべし×各6個／箱
❶くるみ・黒ごまの手作りゆべし2種詰め合わせです。一口サイズの個包装。❷常温90日間
❸小麦

ぜ雪塩ちんすこう
本体 600円（税込648円）

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

そ無選別 かりんとう
本体 650円（税込702円）

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

ぞ味の逸品 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

た三種のお米せんべい 大袋
本体 740円（税込799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

だチーズのり巻
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

ちサクっとおいしい 
　ピー揚げあられ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：12g×20／箱
❶軽い歯応えにピーナッツの香ばしさが自慢の揚げあられです。❷常温180日間❸落花生

き京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

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

ぎ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

く神戸ドーナツセット
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10個（プレーン4個・珈琲3個・キャラメル3個）／箱
❶オールドファッションタイプのプレーン・ほんのりビターな後味の珈琲味・懐かしい風味
のキャラメル味が楽しめます。❷常温45日間❸小麦、卵、乳

ぐMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャラメル
クッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

こハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー

本体 630円（税込680円）
★規格：85g／袋
❶ざっくり砕いたマカデミアナッツをサクサクの生地に練り込んだ、
一口サイズのハワイ産クッキーです。❷常温365日間❸小麦、卵

け銀座千疋屋 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

げ北海道 バターリッチ
本体 780円（税込842円）

★規格：8個／袋
❶レーズン入りクリームをバターたっぷりのクッキーでサンドしました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳
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キ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円） へP-Zu（ピーズ）

本体 620円（税込669円）
★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

の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

なカリフォルニア 
　ソフトプルーン

っ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

ぢ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

つミレーサンド 
　国産いちごのジャム

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

づH. ソルメルティサンド
本体1,100円（税込1,188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

てドライフルーツ 梅
本体698円（税込753円）

★規格：100g／袋
❶国産青梅を使用。甘い中にもしっかりとした梅の酸味が味わえ
ます。❷常温365日間❸－

でいか天大王
本体1,000円（税込1,080円）

★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

ぶアサヒテング 
　ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック

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

ぷペンシルカルパス お徳用
本体1,200円（税込1,296円）

★規格：294g（7g×42本）／袋
❶オリジナルブレンドのスパイスで肉の旨みを引き出しました。食
べやすい個包装。❷常温150日間❸小麦、乳

ぢ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

っ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

と愛媛県産ゆずジャム
本体 580円（税込626円）

★規格：300g／瓶
❶愛媛県産のゆず果皮を使用した、糖度40度の爽やかなジャムです。❷常温1年間❸－

どNova 有機オリーブの宝石
本体 980円（税込1,058円）

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

なカリフォルニア 
　ソフトプルーン

本体 1,030円（税込1,112円）
★規格：100g×3／袋
❶カリフォルニア産の種抜きプルーンをソフトな食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温360日間❸－

キ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

に朝食ソフトケーキ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶小麦粉に卵と砂糖をたっぷりと加え、しっとりソフトに焼き上げました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ぬ豆乳とおからのパンケーキ
本体 600円（税込648円）

★規格：2枚×10袋／箱
❶豆乳とおからを生地に練り込み、ふんわりと焼き上げました。2枚ずつの個包装。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ね食塩無添加 
　マカデミア好きのミックスナッツ

本体 700円（税込756円）
★規格：150g／袋
❶それぞれのナッツに適した方法で焙煎し、素材のおいしさを引き出しました。
❷常温180日間❸－

の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－

は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

ば学校給食使用食品 
　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－

ぱ食塩無添加 
　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－

ひ枝豆と黒豆入り 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－

びなんでも噛んでも
本体 880円（税込950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－

ぴうずらのたまご
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20個／箱
❶燻製の香りと芳醇な味わいをお楽しみください。❷常温180日間❸小麦、卵

ふブラックペッパー 焼チーズ
本体 990円（税込1,069円）

★規格：57g×2／袋
❶チーズをやわらかく焼き上げ、ブラックペッパーで味付けしました。おやつやおつまみに
最適です。❷常温120日間❸乳

へP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

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

ネクストブレイク 最新の人気商品 ナッツ・おつまみ
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新学期も朝食で元気に

和のほろ苦さと甘さのベストマッチ和のほろ苦さと甘さのベストマッチ カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス
カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

しょっぱさ×甘さのスイーツしょっぱさ×甘さのスイーツ 塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド
塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド

種なしで食べやすく、
肉厚で食べごたえもあり
種なしで食べやすく、
肉厚で食べごたえもあり

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

抹茶と粒あんの相性抜群です。
前回の企画でも多くの注文をいただきました。
280gと大きめサイズも嬉しいです。

商品担当 おすすめ！
商品担当 おすすめ！

ミックスナッツの中に大好きな
マカデミアナッツが少なくて
がっかりした方もこれなら
満足いただけると思います。

商品担当 おすすめ！

柑橘の爽やかさを豊かに感じる愛媛県産ゆずを使用柑橘の爽やかさを豊かに感じる愛媛県産ゆずを使用 パンがもっとおいしくなる有機トーストスプレッドパンがもっとおいしくなる有機トーストスプレッド ソフトな食感のカリフォルニア産プルーンソフトな食感のカリフォルニア産プルーン

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

しっとりソフトなパンケーキ風の味わいしっとりソフトなパンケーキ風の味わい 1枚あたりカルシウム28mgとコラーゲンを配合1枚あたりカルシウム28mgとコラーゲンを配合

まろやかさが人気の
マカデミアナッツを
約33％配合

まろやかさが人気の
マカデミアナッツを
約33％配合

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 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

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 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 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

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 特製のたれで中までじっくり煮込みました特製のたれで中までじっくり煮込みました しっとりした食感にスパイシーな味わいしっとりした食感にスパイシーな味わい

4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ4種のチーズ味がピザソースとベストマッチビーフジャーキー味の
珍しいポテトスナック
ビーフジャーキー味の
珍しいポテトスナック

おやつやおつまみにおやつやおつまみに

×12

×5

調理例調理例

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。

マカデミアナッツ
アーモンド
カシューナッツ
クルミ

×12

調理例調理例
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に掲載！に掲載！

焦がしキャラメル
ナッツアーモンドの姉妹品です。
こちらも美味しいので
人気商品となりそうです。
ぜひお試しください！

×2

まるでピザのようなおつまみです。
ビールのお供におすすめです。

商品担当 おすすめ！4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ
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キ朝のバナナカステラ
本体 680円（税込734円） へP-Zu（ピーズ）

本体 620円（税込669円）
★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

の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

なカリフォルニア 
　ソフトプルーン

っ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

ぢ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

つミレーサンド 
　国産いちごのジャム

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

づH. ソルメルティサンド
本体1,100円（税込1,188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

てドライフルーツ 梅
本体698円（税込753円）

★規格：100g／袋
❶国産青梅を使用。甘い中にもしっかりとした梅の酸味が味わえ
ます。❷常温365日間❸－

でいか天大王
本体1,000円（税込1,080円）

★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

ぶアサヒテング 
　ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック

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

ぷペンシルカルパス お徳用
本体1,200円（税込1,296円）

★規格：294g（7g×42本）／袋
❶オリジナルブレンドのスパイスで肉の旨みを引き出しました。食
べやすい個包装。❷常温150日間❸小麦、乳

ぢ宇治抹茶のデザート
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：280g×12個／箱
❶宇治抹茶のほろ苦さと粒あんの甘さが調和した和風デザートです。❷常温90日間❸乳

っ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

と愛媛県産ゆずジャム
本体 580円（税込626円）

★規格：300g／瓶
❶愛媛県産のゆず果皮を使用した、糖度40度の爽やかなジャムです。❷常温1年間❸－

どNova 有機オリーブの宝石
本体 980円（税込1,058円）

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

なカリフォルニア 
　ソフトプルーン

本体 1,030円（税込1,112円）
★規格：100g×3／袋
❶カリフォルニア産の種抜きプルーンをソフトな食感に仕上げました。食べやすい個包装。
❷常温360日間❸－

キ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

に朝食ソフトケーキ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶小麦粉に卵と砂糖をたっぷりと加え、しっとりソフトに焼き上げました。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ぬ豆乳とおからのパンケーキ
本体 600円（税込648円）

★規格：2枚×10袋／箱
❶豆乳とおからを生地に練り込み、ふんわりと焼き上げました。2枚ずつの個包装。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ね食塩無添加 
　マカデミア好きのミックスナッツ

本体 700円（税込756円）
★規格：150g／袋
❶それぞれのナッツに適した方法で焙煎し、素材のおいしさを引き出しました。
❷常温180日間❸－

の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－

は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

ば学校給食使用食品 
　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－

ぱ食塩無添加 
　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－

ひ枝豆と黒豆入り 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－

びなんでも噛んでも
本体 880円（税込950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－

ぴうずらのたまご
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：20個／箱
❶燻製の香りと芳醇な味わいをお楽しみください。❷常温180日間❸小麦、卵

ふブラックペッパー 焼チーズ
本体 990円（税込1,069円）

★規格：57g×2／袋
❶チーズをやわらかく焼き上げ、ブラックペッパーで味付けしました。おやつやおつまみに
最適です。❷常温120日間❸乳

へP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

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

ネクストブレイク 最新の人気商品 ナッツ・おつまみ
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新学期も朝食で元気に

和のほろ苦さと甘さのベストマッチ和のほろ苦さと甘さのベストマッチ カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス
カシューナッツの甘みにキャラメルの
香ばしさをプラス

しょっぱさ×甘さのスイーツしょっぱさ×甘さのスイーツ 塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド
塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド

種なしで食べやすく、
肉厚で食べごたえもあり
種なしで食べやすく、
肉厚で食べごたえもあり

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

抹茶と粒あんの相性抜群です。
前回の企画でも多くの注文をいただきました。
280gと大きめサイズも嬉しいです。

商品担当 おすすめ！
商品担当 おすすめ！

ミックスナッツの中に大好きな
マカデミアナッツが少なくて
がっかりした方もこれなら
満足いただけると思います。

商品担当 おすすめ！

柑橘の爽やかさを豊かに感じる愛媛県産ゆずを使用柑橘の爽やかさを豊かに感じる愛媛県産ゆずを使用 パンがもっとおいしくなる有機トーストスプレッドパンがもっとおいしくなる有機トーストスプレッド ソフトな食感のカリフォルニア産プルーンソフトな食感のカリフォルニア産プルーン

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

しっとりソフトなパンケーキ風の味わいしっとりソフトなパンケーキ風の味わい 1枚あたりカルシウム28mgとコラーゲンを配合1枚あたりカルシウム28mgとコラーゲンを配合

まろやかさが人気の
マカデミアナッツを
約33％配合

まろやかさが人気の
マカデミアナッツを
約33％配合

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 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

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 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 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

噛めば噛むほど味が出る噛めば噛むほど味が出る 特製のたれで中までじっくり煮込みました特製のたれで中までじっくり煮込みました しっとりした食感にスパイシーな味わいしっとりした食感にスパイシーな味わい

4種のチーズ味がピザソースとベストマッチ4種のチーズ味がピザソースとベストマッチビーフジャーキー味の
珍しいポテトスナック
ビーフジャーキー味の
珍しいポテトスナック

おやつやおつまみにおやつやおつまみに
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調理例調理例

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。

マカデミアナッツ
アーモンド
カシューナッツ
クルミ
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に掲載！に掲載！

焦がしキャラメル
ナッツアーモンドの姉妹品です。
こちらも美味しいので
人気商品となりそうです。
ぜひお試しください！

×2

まるでピザのようなおつまみです。
ビールのお供におすすめです。

商品担当 おすすめ！4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ
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や九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り
や九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

本体 1,100円（税込1,188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

ぼ餃子の具でまぜご飯の素
本体 1,500円（税込1,620円）

ゅうまい！さば味噌煮
本体2,400円（税込2,592円）

★規格：150g×12缶／箱
❶化学調味料無添加。味噌はヤマカノ醸造の仙台みそを使用しました。開缶
後、そのまま召し上がれます。❷常温37ヶ月間❸小麦

べ新宿中村屋 本格四川 
　花椒香る麻婆豆腐

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

ぺ新宿中村屋 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
ドスパイスの芳醇な香り。120gの食べ切りサイズです。❷常温540日間❸小麦、卵、乳

ほ新宿中村屋 ボロネーゼ
本体 630円（税込680円）

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

ぼ餃子の具でまぜご飯の素
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：130g×5箱／シュリンク
❶温かいご飯に混ぜるだけの、にんにくとニラの香りがたまらない逸品です。1箱2合用。
❷常温540日間❸小麦、乳

ぽ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

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

まらふてぃ（沖縄風豚角煮）
　ごぼう入り

本体 900円（税込972円）
★規格：165g×2／袋
❶皮付き豚ばら肉を沖縄風にじっくり煮込みました。❷常温1年間❸小麦

みうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

むらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

め日本産めんま 黒胡椒入り
本体 890円（税込961円）

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

もゆふいん 濃厚ごま担々麺 2人前
本体 800円（税込864円）

★規格：320g／袋
❶大豆肉みそと濃厚ごま仕立てスープのコクが生み出す旨みをお楽しみください。
❷常温90日間❸小麦

ゃゆふいん 辛麺 2人前
本体 760円（税込820円）

★規格：234g／袋
❶独特のとろみ感が食欲をそそります。お好みで溶き卵を加えてお召し上がりください。
❷常温60日間❸小麦、そば

ゆうまい！さば水煮
本体2,400円（税込2,592円）

★規格：150g×12缶／箱
❶瀬戸内の花藻塩使用しました。化学調味料無添加。開缶後そのまま召し上
がれます。❷常温37ヶ月間❸－

ょまぐろの尾肉 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

よ魚三楼 ちりめん山椒
本体 860円（税込928円）

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

らいぶりがっこ スライス
本体 500円（税込540円）

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

りお徳用 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－

る紀州南高 
　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－

れ手づくり佃煮セット おふくろさん
本体 740円（税込799円）

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

ろ北海道産 秋鮭みそ荒ほぐし
本体 500円（税込540円）

★規格：90g／瓶
❶北海道産大豆で作ったみそで味付けした北海道産秋鮭の荒ほぐしです。隠し味に鮭節を
加え、旨みの詰まった味わいに仕上げました。❷常温365日間❸小麦

ゎ琉球 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

わ高野山特産 ごま豆腐
本体 1,180円（税込1,274円）

★規格：（ごま豆腐100g・たれ5g）×各6／袋
❶厳選した白胡麻のエキスに葛などを加え、なめらかでもっちりとした口当たりに仕上げま
した。❷常温90日間❸小麦

ゐもなか茶漬け のりうめさけ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：30g（さけ茶漬け・うめ茶漬け・のり茶漬け各10g×各1個）／箱
❶ふっくらかわいい鯛のもなかでお茶漬けを包みました。もなかの皮には国産もち米を使用
しています。❷常温270日間❸小麦、乳

お手軽ランチ！ 人気商品
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×15×15

調理例：熊本調理例：熊本

熟成豆板醤のきいた麻婆豆腐の素熟成豆板醤のきいた麻婆豆腐の素 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 こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース
こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

餃子店のまかないごはんを再現餃子店のまかないごはんを再現 水ですすぐだけでプチプチの食感水ですすぐだけでプチプチの食感 豚角煮とごぼうが相性抜群！豚角煮とごぼうが相性抜群！

小腹を満たすミニカップ麺小腹を満たすミニカップ麺 ラーメンのトッピングに！ラーメンのトッピングに！

濃厚ごまスープが癖になる旨さ濃厚ごまスープが癖になる旨さ 辛みスープが癖になる旨さ辛みスープが癖になる旨さ 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

×4

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

じーまーみ
とは、

琉球のこと
ばで

落花生のこ
と。

漢字で書く
と「地豆」

。

国内水揚げの鯖の味噌煮国内水揚げの鯖の味噌煮 国内水揚げの鯖水煮国内水揚げの鯖水煮 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

ミシュランの星獲得店の味をご家庭でミシュランの星獲得店の味をご家庭で 秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス 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

はちみつ味の種抜き南高梅はちみつ味の種抜き南高梅 混ぜるだけでできあがり混ぜるだけでできあがり 北海道産原料にこだわって作りました北海道産原料にこだわって作りました

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 厳選原料から生まれたなめらかな口当たり厳選原料から生まれたなめらかな口当たり 鯛の形のもなかでお茶漬けを包みました鯛の形のもなかでお茶漬けを包みました

麺　類

×5

×12 ×12

調理例

調理例

120gのプ
チサイズ

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

市場のめ
んまの

99％は外
国産と

いわれて
います

調理例 調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例

調理例
調理例調理例 調理例調理例

商品担当 おすすめ！

アレンジで、刻んだザーサイを
入れてもおいしい！

さけ茶漬け
うめ茶漬け
のり茶漬け
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や九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り
や九州の旅 
　ラーメン味めぐり 5食入り

本体 1,100円（税込1,188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

ぼ餃子の具でまぜご飯の素
本体 1,500円（税込1,620円）

ゅうまい！さば味噌煮
本体2,400円（税込2,592円）

★規格：150g×12缶／箱
❶化学調味料無添加。味噌はヤマカノ醸造の仙台みそを使用しました。開缶
後、そのまま召し上がれます。❷常温37ヶ月間❸小麦

べ新宿中村屋 本格四川 
　花椒香る麻婆豆腐

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

ぺ新宿中村屋 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
ドスパイスの芳醇な香り。120gの食べ切りサイズです。❷常温540日間❸小麦、卵、乳

ほ新宿中村屋 ボロネーゼ
本体 630円（税込680円）

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

ぼ餃子の具でまぜご飯の素
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：130g×5箱／シュリンク
❶温かいご飯に混ぜるだけの、にんにくとニラの香りがたまらない逸品です。1箱2合用。
❷常温540日間❸小麦、乳

ぽ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

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

まらふてぃ（沖縄風豚角煮）
　ごぼう入り

本体 900円（税込972円）
★規格：165g×2／袋
❶皮付き豚ばら肉を沖縄風にじっくり煮込みました。❷常温1年間❸小麦

みうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

むらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

め日本産めんま 黒胡椒入り
本体 890円（税込961円）

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

もゆふいん 濃厚ごま担々麺 2人前
本体 800円（税込864円）

★規格：320g／袋
❶大豆肉みそと濃厚ごま仕立てスープのコクが生み出す旨みをお楽しみください。
❷常温90日間❸小麦

ゃゆふいん 辛麺 2人前
本体 760円（税込820円）

★規格：234g／袋
❶独特のとろみ感が食欲をそそります。お好みで溶き卵を加えてお召し上がりください。
❷常温60日間❸小麦、そば

ゆうまい！さば水煮
本体2,400円（税込2,592円）

★規格：150g×12缶／箱
❶瀬戸内の花藻塩使用しました。化学調味料無添加。開缶後そのまま召し上
がれます。❷常温37ヶ月間❸－

ょまぐろの尾肉 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

よ魚三楼 ちりめん山椒
本体 860円（税込928円）

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

らいぶりがっこ スライス
本体 500円（税込540円）

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

りお徳用 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－

る紀州南高 
　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－

れ手づくり佃煮セット おふくろさん
本体 740円（税込799円）

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

ろ北海道産 秋鮭みそ荒ほぐし
本体 500円（税込540円）

★規格：90g／瓶
❶北海道産大豆で作ったみそで味付けした北海道産秋鮭の荒ほぐしです。隠し味に鮭節を
加え、旨みの詰まった味わいに仕上げました。❷常温365日間❸小麦

ゎ琉球 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

わ高野山特産 ごま豆腐
本体 1,180円（税込1,274円）

★規格：（ごま豆腐100g・たれ5g）×各6／袋
❶厳選した白胡麻のエキスに葛などを加え、なめらかでもっちりとした口当たりに仕上げま
した。❷常温90日間❸小麦

ゐもなか茶漬け のりうめさけ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：30g（さけ茶漬け・うめ茶漬け・のり茶漬け各10g×各1個）／箱
❶ふっくらかわいい鯛のもなかでお茶漬けを包みました。もなかの皮には国産もち米を使用
しています。❷常温270日間❸小麦、乳

お手軽ランチ！ 人気商品
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中村屋特製パスタソース
こだわりのレシピと製法で作り上げた
中村屋特製パスタソース

餃子店のまかないごはんを再現餃子店のまかないごはんを再現 水ですすぐだけでプチプチの食感水ですすぐだけでプチプチの食感 豚角煮とごぼうが相性抜群！豚角煮とごぼうが相性抜群！

小腹を満たすミニカップ麺小腹を満たすミニカップ麺 ラーメンのトッピングに！ラーメンのトッピングに！

濃厚ごまスープが癖になる旨さ濃厚ごまスープが癖になる旨さ 辛みスープが癖になる旨さ辛みスープが癖になる旨さ 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
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じーまーみ
とは、

琉球のこと
ばで

落花生のこ
と。

漢字で書く
と「地豆」

。

国内水揚げの鯖の味噌煮国内水揚げの鯖の味噌煮 国内水揚げの鯖水煮国内水揚げの鯖水煮 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

ミシュランの星獲得店の味をご家庭でミシュランの星獲得店の味をご家庭で 秋田の伝統保存食を食べやすくスライス秋田の伝統保存食を食べやすくスライス 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

はちみつ味の種抜き南高梅はちみつ味の種抜き南高梅 混ぜるだけでできあがり混ぜるだけでできあがり 北海道産原料にこだわって作りました北海道産原料にこだわって作りました

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 厳選原料から生まれたなめらかな口当たり厳選原料から生まれたなめらかな口当たり 鯛の形のもなかでお茶漬けを包みました鯛の形のもなかでお茶漬けを包みました
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商品担当 おすすめ！

アレンジで、刻んだザーサイを
入れてもおいしい！

さけ茶漬け
うめ茶漬け
のり茶漬け
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ィカレーカシュー 345g ィカレーカシュー 345g 
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（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。

イナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ 
イ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－

ァさかなっつハイ！
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

ウ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－

ォおいしい大豆で作った きなこ棒ォ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－

ェチーズ 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

グ小川珈琲店 グ小川珈琲店 
　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－

ん大地の恵み 
　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－

エごぼうスティック
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

ゥ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

ゥ焦がし
　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

シ一杯の贅沢 
　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

ケ　　　 仕込みそ「完成品」
本体 2,250円（税込2,430円）

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

ス紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ス紀州産南高梅 
　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。

ズ有明産のり 朝一番ズ有明産のり 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

オ黒糖ドーナツ棒 40本オ黒糖ドーナツ棒 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

を食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
を食塩無添加 
　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

ア野菜チーズナッツ
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

ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれ
ています。❷常温180日間❸えび

ギ黒ゴマ黒糖きな粉（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

ク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

〈チ・ヂ共通〉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－

コ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

ゲ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

コ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

ザ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）

ザ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

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

〈ゲ・コ共通〉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

ゲ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ジ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい
深く仕上げました。❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

セお徳用 セお徳用 
　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－

ゾツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ゾツナフレーク 
　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－

ソ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

ゑ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－

タじゃり豆
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

チだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ヂだしまかせ 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 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ヂだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

1,080円）

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

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

カミレーサンド MIXカミレーサンド 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

ゼ北海道産 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－

キ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

キ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

ダ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ
ダ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

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

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

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

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

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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：南瓜の煮物調理例：南瓜の煮物

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

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！

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 「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種詰め合わせ
「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種詰め合わせ

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

組合員さんの

サクサクのジャガイモと絶妙な塩味が好き。
個包装の食べきりサイズなので、少し食べ
たい時に気軽に食べられる所もうれしい。

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

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

★規格：345g（個装紙込み）／袋（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。

イナッツスナッキング 
　クルミ＆フルーツ 
イ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－

ァさかなっつハイ！
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

ウ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－

ォおいしい大豆で作った きなこ棒ォ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－

ェチーズ 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

グ小川珈琲店 グ小川珈琲店 
　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－

ん大地の恵み 
　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－

エごぼうスティック
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

ゥ焦がし
　キャラメルナッツ 
　アーモンド

ゥ焦がし
　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

シ一杯の贅沢 
　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

ケ　　　 仕込みそ「完成品」
本体 2,250円（税込2,430円）

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

ス紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み
ス紀州産南高梅 
　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。

ズ有明産のり 朝一番ズ有明産のり 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

オ黒糖ドーナツ棒 40本オ黒糖ドーナツ棒 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

を食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ
を食塩無添加 
　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

ア野菜チーズナッツ
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

ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ
ガ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ

本体 700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれ
ています。❷常温180日間❸えび

ギ黒ゴマ黒糖きな粉（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

ク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

〈チ・ヂ共通〉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－

コ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

ゲ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

コ　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,250円（税込4,590円）

★規格：360ml×12／箱

ザ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,000円（税込1,080円）

ザ減塩 いつものおみそ汁 
　5種セット10食

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

〈ゲ・コ共通〉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

ゲ　　　つゆ 3本組
本体 1,150円（税込1,242円）

★規格：360ml×3／箱

ジ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい
深く仕上げました。❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

セお徳用 セお徳用 
　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－

ゾツナフレーク 
　食塩・オイル不使用
ゾツナフレーク 
　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－

ソ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

ゑ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－

タじゃり豆
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

チだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ヂだしまかせ 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 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

ヂだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

1,080円）

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

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

カミレーサンド MIXカミレーサンド 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

ゼ北海道産 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－

キ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

キ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

ダ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ
ダ一杯の贅沢 
　きのこと生姜のスープ

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

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

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

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

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました
サッとあぶると
より柔らかく
香ばしくなります

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：南瓜の煮物調理例：南瓜の煮物

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

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！

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 「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種詰め合わせ
「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種詰め合わせ

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

組合員さんの

サクサクのジャガイモと絶妙な塩味が好き。
個包装の食べきりサイズなので、少し食べ
たい時に気軽に食べられる所もうれしい。

岐阜県
学校生協
岐阜県
学校生協

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

095申込
番号 096申込

番号

097申込
番号

079申込
番号

082申込
番号

093申込
番号090申込

番号 091申込
番号

092申込
番号

087申込
番号

094申込
番号

086申込
番号

081申込
番号080申込

番号

083申込
番号 084申込

番号

088申込
番号

085申込
番号

114申込
番号

099申込
番号

100申込
番号

115申込
番号

104申込
番号

105申込
番号

106申込
番号

107申込
番号

102申込
番号

101申込
番号 103申込

番号

098申込
番号

108申込
番号 109申込

番号 111申込
番号

110申込
番号

113申込
番号

089申込
番号

112申込
番号



2022-チラシNO.788 2022-チラシNO.788

ノ愛媛県産柑橘ストレートジュース 
　3種6本セット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：125ml×6本（3種各2本）／箱
❶インライン方式で搾った愛媛県産柑橘100％ジュースの3種セットです。❷常温365日間❸－

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

ヒゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

月間❸－

パヒカリ オーガニック
　ジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）

ドカレーうどんの素
本体 1,150円（税込1,242円）

ト美味しい瞬間 みそ汁 10食セット

ッ13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

ツごぼうがいっぱい入った 
　豚汁です。

本体1,430円（税込1,544円）
★規格：14g×10食／箱
❶たっぷりのごぼうに豚肉のコクと出汁の旨みが重なった、何度も
食べたくなる味わいです。❷常温18ヶ月間❸小麦

ヅ淡路島 
　フルーツ玉ねぎスープ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：186g（6.2g×30包）／袋
❶フルーツ玉ねぎを使用した、まろやかでコクのある粉末スープ
です。調味料としてチャーハン・カレー・煮物などにも。30食入りの
お徳用。❷常温1年間❸小麦

テ北海道 3種の旨み 
　スープセット

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

デ北海道 
　インカのめざめ ポタージュ

本体1,250円（税込1,350円）
★規格：20g×15袋／袋
❶北海道のブランドポテト「インカのめざめ」で作りました。栗やさ
つまいものようなやさしい甘さです。❷常温365日間❸小麦、乳

パヒカリ 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－

ヒゆずの香味
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－

ビ辻利 
　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－

ピコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

本体1,560円（税込1,684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－

ハピーチジュース
本体3,200円（税込3,456円）

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

バ信州まるごと 
　プルーンジュース

本体5,400円（税込5,832円）
★規格：160g×30缶／箱
❶信州産プルーンを生果から自社工場で搾汁しました。プルーン
本来の爽やかな酸味と甘み・色・香りをお楽しみください。
❷常温18ヶ月間❸－

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

ノ愛媛県産柑橘ストレートジュース 
　3種6本セット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：125ml×6本（3種各2本）／箱
❶インライン方式で搾った愛媛県産柑橘100％ジュースの3種セットです。❷常温365日間❸－

ヘ国産ごぼう茶
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－

ベまめぴよ 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－

ト美味しい瞬間 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

ドカレーうどんの素
本体 1,150円（税込1,242円）

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

ナにゅうめん 4種セット4食
本体 800円（税込864円）

ナにゅうめん 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

フ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－

ブザク切り 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－

プまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜるだけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、甘すぎな
い爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッピングにしても。
❷常温12ヶ月間❸－

ニ塩昆布
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

ヌなめ茸 ミニパック
本体 1,510円（税込1,630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

ネ博多 めんたい海苔
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：（10切20枚）×5袋／袋
❶九州有明海産の若摘みの海苔を博多名物の辛子めんたいとコーン油で味付けしました。
隠し味としてマヨネーズをブレンドしました。❷常温8ヶ月間❸小麦、卵、乳

10 99911

調理例

とうふ
赤だし

簡単便利！
ほうれん草

なめこ

な す

プラス1食

調理例

あめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎあめ色玉ねぎ

ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご
ねばねば野菜と
たまご

根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが
根野菜と
国産しょうが

野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん
野菜とたまごの
具だくさん

ザク切り
キャベツとトマト
ザク切り
キャベツとトマト
ザク切り
キャベツとトマト
ザク切り
キャベツとトマト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

すまし柚子

とろみ醤油まろやか鶏だし

五種の野菜

飲料バラエティー

100杯分

調理例調理例
調理例調理例

牛乳で溶
かすだけ

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！

ささがきごぼうのボリューム満点ささがきごぼうのボリューム満点 手軽においしい！手軽においしい！ 北海道の旨みを詰め込んだスープセット北海道の旨みを詰め込んだスープセット ヒカリの有機JAS認証飲料ヒカリの有機JAS認証飲料 まろやかな味と香りまろやかな味と香り 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
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ノ愛媛県産柑橘ストレートジュース 
　3種6本セット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：125ml×6本（3種各2本）／箱
❶インライン方式で搾った愛媛県産柑橘100％ジュースの3種セットです。❷常温365日間❸－

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

ヒゆずの香味
本体1,600円（税込1,728円）

月間❸－

パヒカリ オーガニック
　ジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）

ドカレーうどんの素
本体 1,150円（税込1,242円）

ト美味しい瞬間 みそ汁 10食セット

ッ13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

ツごぼうがいっぱい入った 
　豚汁です。

本体1,430円（税込1,544円）
★規格：14g×10食／箱
❶たっぷりのごぼうに豚肉のコクと出汁の旨みが重なった、何度も
食べたくなる味わいです。❷常温18ヶ月間❸小麦

ヅ淡路島 
　フルーツ玉ねぎスープ

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：186g（6.2g×30包）／袋
❶フルーツ玉ねぎを使用した、まろやかでコクのある粉末スープ
です。調味料としてチャーハン・カレー・煮物などにも。30食入りの
お徳用。❷常温1年間❸小麦

テ北海道 3種の旨み 
　スープセット

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

デ北海道 
　インカのめざめ ポタージュ

本体1,250円（税込1,350円）
★規格：20g×15袋／袋
❶北海道のブランドポテト「インカのめざめ」で作りました。栗やさ
つまいものようなやさしい甘さです。❷常温365日間❸小麦、乳

パヒカリ 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－

ヒゆずの香味
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－

ビ辻利 
　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－

ピコーヒーバッグ 
　まいにちカフェ

本体1,560円（税込1,684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－

ハピーチジュース
本体3,200円（税込3,456円）

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

バ信州まるごと 
　プルーンジュース

本体5,400円（税込5,832円）
★規格：160g×30缶／箱
❶信州産プルーンを生果から自社工場で搾汁しました。プルーン
本来の爽やかな酸味と甘み・色・香りをお楽しみください。
❷常温18ヶ月間❸－

サいつものおみそ汁 
　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いつものおみそ汁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

ノ愛媛県産柑橘ストレートジュース 
　3種6本セット

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：125ml×6本（3種各2本）／箱
❶インライン方式で搾った愛媛県産柑橘100％ジュースの3種セットです。❷常温365日間❸－

ヘ国産ごぼう茶
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－

ベまめぴよ 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－

ト美味しい瞬間 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

ドカレーうどんの素
本体 1,150円（税込1,242円）

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

ナにゅうめん 4種セット4食
本体 800円（税込864円）

ナにゅうめん 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

フ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－

ブザク切り 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－

プまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜるだけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、甘すぎな
い爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッピングにしても。
❷常温12ヶ月間❸－

ニ塩昆布
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

ヌなめ茸 ミニパック
本体 1,510円（税込1,630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

ネ博多 めんたい海苔
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：（10切20枚）×5袋／袋
❶九州有明海産の若摘みの海苔を博多名物の辛子めんたいとコーン油で味付けしました。
隠し味としてマヨネーズをブレンドしました。❷常温8ヶ月間❸小麦、卵、乳
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愛媛県産柑橘果汁100％を飲み比べできる3種セット愛媛県産柑橘果汁100％を飲み比べできる3種セット

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

ストレート果汁100％・無加糖・無香料ストレート果汁100％・無加糖・無香料 長野県産プルーン100％のストレートジュース長野県産プルーン100％のストレートジュース
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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

メスーパー草取りヅメ

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

モ草枯れ一番 PLUS
本体 928円（税込1,020円）

★内容量：800g★原材料：食塩（天日塩）、ゼオライト（砂）、ハーブ精油★使用量目安：
1本あたり3㎡★生産国：日本
※農薬ではありません。農作物・樹木・芝・花等の植物の栽培・管理には使えません。
※パッケージが変更になる可能性があります。

ャ植物活力アンプル 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

ペ星野富弘詩画集カレンダー
本体 2,375円（税込2,612円）

ホ星野富弘詩画集カレンダー 
　リフィル（差し替え）版

本体 1,995円（税込2,194円）
〈ペ・ホ共通〉★絵7枚／暦13枚（表紙含む）★サイズ：62.6×37cm（使用時）
★生産国：（ペ本体＝日本、ホルダー＝中国）（ホ本体＝日本）
※リフィルとは絵と暦のみの差し替え用。※ホルダーは付いておりません。

ボオレンジページ HANAカレンダー
本体 815円（税込896円）

★14枚（表紙含む）★サイズ：本体＝51×34cm（使用時）、書き込みスペース＝
3.8×4.6cm★生産国：日本

ポ歳時記カレンダー 小

本体 1,350円（税込1,485円）
★13枚（表紙含む）★サイズ：42×29.7cm（使用時）★生産国：日本

マムーンカレンダー
本体 1,440円（税込1,584円）

★13枚（表紙含む）★サイズ：33.7×33.5cm（使用時）
★生産国：日本

ミバムとケロのカレンダー
本体 1,080円（税込1,188円）

★14枚（表紙含む）★サイズ：45.4×29.7cm（使用時）★原作：島
田ゆか★生産国：日本

ムエリック・カール 
　ベストコレクションカレンダー

本体 1,332円（税込1,465円）
★13枚（表紙含む）★サイズ：53×32.5cm（使用時）★生産国：日本

ヤフラワリーランド 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）。

ュ通気性がよくなるプランタースタンド 2セット4個組
本体 798円（税込877円）

★サイズ：約9.4×17×高さ4.5cm（1個）★耐荷重：約20kg（2個使用時）★材質：スチール（粉体塗装）、PVC★生産国：中国

（税込1,188円）

本体本体

2022年度8月号で

本体1,200円

122022-チラシNO.788

化学
合成成分
不使用

天日塩とハーブのWパワー天日塩とハーブのWパワー 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
散布当日

散布3カ月後

地面に
手がつかない
形状

ツメ部分で
草の根元の土を
ほぐしながら
抜ける

フック型の形状で土に入り込みやすい

グリップは
ループ状で
握りやすい

プランターの
サイズに合わせ
て設置できます

139

139

139 140

140
140

軽い力で雑草を根から引き抜く！

刃部は
全身総焼入れで

丈夫

約
3㎡分

非農耕地専用

©ORANGE PAGE

©Yuka Shimada／Ojigi Bunny Inc.

©Tomihiro Hoshino.

ワンタッチ式ホルダーで
絵と暦を自由に
組み合わせて使えます

●ホルダーを再利用するため、
　お得です
●収録作品は星野富弘詩画集
　カレンダーと同じです

ホルダー付き

毎年ご利用いただいている方のためのリフィル版●野の花をちりばめた
　年間カレンダーポスター
　（51.5×36.4cm）付き

●誰かに、自分に、贈りたくなるような
　美しい花の表情をお届けします

●二十四節気、
　七十二候を掲載
●月の満ち欠け、
　月齢、旧暦、六曜、
　干支、潮名、雑節の
　表示あり

●かわいいイラストで
　月の満ち欠けが
　ひと目でわかる

●過去統計に
　基づく天気予測

●大人気の絵本
　『バムとケロ』に
　今年はガラゴも
　登場!

●バムとケロの
　キャラクター
　シール付き

●メモリアルシール付き

●季節の草花や俳句・和歌、
　月の和名（むつき、きさらぎなど）を解説

暦で自然の移ろいを感じる暮らし 暗くなると月の部分が光るキュートな
イラストカレンダー

バムとケロが一緒なら、毎日楽しいね！ 色彩豊かなコラージュの世界をお部屋に

二十四節気

六曜入り

二十四節気六曜入り

●イベントを書き込める
　ステッカー付き

©2022 by Penguin Random House LLC

季節の花が1年中
お部屋を彩ります

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！

鉢底下の通気性や排水性をアップ！鉢底下の通気性や排水性をアップ！

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

（約）4.5
　cm

（約）
9.4cm

（約）17cm 4
個組

鉢底を上げるから
イヤな虫も付きにくい
鉢底を上げるから

イヤな虫も付きにくい

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

©PARCO出版

絵柄・デザイン等が変更になる場合があります。祝日法改正や諸事情により、
元号・祝日・休日・行事が変更または中止になる場合があります。

※鉢は付いておりません※鉢は付いておりません
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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.7882022-チラシNO.788

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！

ぃ信州・安曇野 トマトジュース 食塩無添加
本体 3,150円（税込3,402円）

★規格：190g×30缶／箱
❶食塩無添加でトマト本来の風味が生きています。血圧が気になる方に、高めの血圧を
下げるGABAを含んだ機能性表示食品です。❷常温24ヶ月間❸－

い信州・安曇野 
　りんごジュース

本体 2,980円（税込3,218円）
★規格：190g×30缶／箱
❶信州・安曇野産のりんごを搾った、風味豊かなジュース
です。❷常温18ヶ月間❸－

ぅ信州・安曇野 
　野菜ジュース 
　食塩無添加

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

ぇひろって調べる 落ち葉のずかん （岩崎書店）
本体3,240円（税込3,564円）

★定価税込3,960円★P77★A4変型判★8歳～★著：安田守／監修：中川重年★初版’18年11月
●学校の校庭や公園など、身近な環境で見られるものや特徴的なものなど約260種の落ち葉を紹介。
落ち葉を落とす樹木のことや、落ち葉とともに生きる生物のことについても解説します。

うあいみょん/瞳へ落ちるよレコード
本体 2,520円（税込2,772円）

●定価税込３，０８０円 ●全１３曲 ●歌詞カード付 
●２０２２年８月１７日発売 ●ワーナーミュージック・ジャパン 
●収録時間／未定

■収録曲目■ １．双葉 ２．スーパーガール ３．姿 ４．初恋が泣いている ５．君の
こゝ ろ ６．３６３６ ７．強くなっちゃったんだ、ブルー ８．桜が降る夜は ９．ペルソナ
の記憶 １０．神秘の領域へ １１．ハート １２．インタビュー １３．愛を知るまでは

え杏仁豆腐

★規格：300g×12個／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、
たっぷり300g。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。

ぉ国産りんごの 
　アップルパイ
★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。
❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Ωおばあちゃんの
　焼こあじ 100枚
Ω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
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－

α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－

β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－

γお醤油屋さんの
　サラダ煎 あらびき

本体 1,290円（税込1,393円）
★規格：55枚／箱
❶国内産100％のうるち米を粗挽きにして生地を造り、堅焼きにして岩塩とオリーブ油で
味付けしました。❷常温150日間❸－

δ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

ε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－

ζアーモンドフロランタン（不揃い）ζ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

ηポテトスナック コンソメ風味
本体 740円（税込799円）

★規格：3枚×20袋／箱
❶荒めに砕いてサラダやスープ、グラタン等のトッピングにしてもおいしく
お召し上がりいただけます。❷常温180日間❸小麦、乳

θ喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース
θ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

ι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
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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 書籍共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト

共同購入 食品 雑貨 書籍 音楽

ハーベスト 9月号
9月号

約
23枚分

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
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しぼりたてをパックしましたしぼりたてをパックしました
ゴールドパック　安曇野工場

ストレート果汁・無加糖・無香料ストレート果汁・無加糖・無香料

旬の野菜をおいしくブレンド旬の野菜をおいしくブレンド

×30

×30

×12 ×8

×30

いろいろな形、色･･･落ち葉はおもしろい！ 定価の
10％
OFF

（税込1,717円）

本体本体

黄桃・みかん・パインと杏仁豆腐が
よく合います

国産りんごのフィリングを
丁寧に包みました

（税込972円）

本体本体

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

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

ゆずの爽やかさ、
そのまんま！
ゆずの爽やかさ、
そのまんま！

お米の風味を引き出したマイルドな味お米の風味を引き出したマイルドな味 昔懐かしい味わい昔懐かしい味わい

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

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング
サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

パリパリ食感のスナック菓子パリパリ食感のスナック菓子

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

お得な50食徳用タイプお得な50食徳用タイプ

2022年度8月号で

本体1,680円
2022年度8月号で

本体960円

1枚

あいみょん　待望のニュー・アルバム！あいみょん　待望のニュー・アルバム！
心に刺さるまっすぐな歌詞とキャッチーなメロディが人気のあいみょん。
シングル６曲に加え、７曲の新曲をプラスした新作が登場！

定価の
10％
OFF

ロングライ
フ

●「ストレート」ジュースとは、濃縮・還元作業を行わず、搾り取った果汁を加熱殺菌し、そのまま詰めたもの。果実本来の風味が楽しめます。

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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