
※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。
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。 学校生活協同組合
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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！

※誌面表示の税込価格と実際の請求額が異なる場合があります。
　詳細は請求書にてご確認ください。

〈作り方〉
① 耐熱容器に瀬戸田

レモンシロップを入れ
、熱湯を注ぎます。

② ①に寒天を加え、よ
くかき混ぜます。

③ 粗熱が取れたら、冷
蔵庫で冷やし固めます

。

④ お好みでスライス
をトッピングしてお召

し上がりください。

〈材料〉 １人分
瀬戸田レモン（シロッ

プ）…… 大さじ１

瀬戸田レモン（スライ
ス）…… お好みで

寒天 ………………………
小さじ１／２

熱湯 ………………………
……１００ml

レモンゼリーのレモンゼリーの
作りかた作りかた

ぉ一杯の贅沢 
　ほうれん草と
　キャベツのみそ汁

ぉ一杯の贅沢 
　ほうれん草と
　キャベツのみそ汁
★規格：11g×8食／箱
❶色鮮やかなほうれん草とキャベツがたっぷり。
シャキシャキの食感が楽しいみそ汁です。❷常温12ヶ月間❸－

えチーズ入り かまぼこ
★規格：700g（14g×50本）／ポット
❶おやつやおつまみに最適です。❷常温6ヶ月間❸卵、乳 （税込1,026円）

本体本体

（税込1,328円）

本体本体

Ζ瀬戸田レモン
本体 1,380円（税込1,490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－

ぃさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶国内産カタクチイワシ・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。
カルシウム・マグネシウムが補給できます。❷常温180日間❸落花生

ぅおばあちゃんの焼こあじ 28枚ぅ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－

う野菜チーズナッツ
本体 610円（税込658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

ぇかむかむレモン（個包装）
本体 1,100円（税込1,188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

ΙJagatteru（じゃがってる）
　コーンポタージュ味

本体 1,350円（税込1,458円）
乳

ΙJagatteru（じゃがってる）
　コーンポタージュ味

本体 1,350円（税込1,458円）
★規格：10g×30袋／袋
❶食べやすいスティック状にカットしたじゃがいもを、減圧フライ製法で揚げました。
味付けは濃厚なコーンポタージュ味です。❷常温180日間❸小麦、乳

Η焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド

本体 500円（税込540円）

Η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

Θ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

Θ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

Κミレーサンド MIXΚ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

いカレーカシュー 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。

116

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

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

チーズとかまぼこの相性抜群！チーズとかまぼこの相性抜群！

調理例調理例

野菜の鮮やかな色と
シャキシャキ感
野菜の鮮やかな色と
シャキシャキ感

飽きない美味しさ、ビールの
おつまみに最適。アーモンド
も小魚も美味しい。

三重県学校生協 組合員さんの声！三重県学校生協 組合員さんの声！

野菜のねりこまれたクラッカーが
いい味してます。乾燥チーズも
やみつきになります。

広島県学校生協 組合員さんの声！広島県学校生協 組合員さんの声！

カレーの風味が強すぎず、
周囲を気にせず食べられ
るのが良い。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

しっかり噛み応えがあって、
噛めば噛むほど味わい深い！

岩手県学校生協 組合員さんの声！岩手県学校生協 組合員さんの声！

一袋に２粒入っていて、
食べすぎないのが良い。
噛み応えがあって良い。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

全
国
の
仲
間
が

　利
用
し
て
い
ま
す

全
国
の
仲
間
が

　利
用
し
て
い
ま
す

瀬戸田町
広島県

・皮まで安心して食べられる瀬戸田町産レモンの輪切りを使用しています。
・そのまま食べたり、紅茶に浮かべたり、様々な用途でご使用いただけます。
・シロップにもレモン果汁を使用しており、レモンシロップとしても、
 割ってドリンクとしても楽しめます。

瀬戸田レモン開発者

5月号
5月号

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

ミレービスケットで
クリーム5種をサンド

サクサクじゃがいもの
コーンポタージュ味

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

直火で焦がした
香ばしさ

カタクチイワシ
アーモンド
ピーナッツ

栄養機能食品
（ビタミンD）

©やなせスタジオ©やなせスタジオ

人気のじゃがってる
（２ページ掲載）のコーン
ポタージュ味が新登場です。

商品担当 おすすめ！

隣に掲載しているアーモンドを
ものすごくご利用いただいて
いますが、個人的にはカシュー
の方が美味しいです。
もちろん両方美味しいです。

商品担当 おすすめ！

カリッとして、キャラメルの
風味がとてもGOOD！
１袋の量もGOOD！

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

色んな味が楽しめて
飽きがこない。ウマイ！

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

甘い・しょっぱいの無限
ループ。パッケージの
ミレーちゃんがカワイイ

岩手県学校生協 組合員さんの声！岩手県学校生協 組合員さんの声！

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

群馬県学校生協 組合員さんの声！

カレーの風味が口の中で広がって
カリカリした食感がたまらない
カレーの風味が口の中で広がって
カリカリした食感がたまらない

群馬県学校生協 組合員さんの声！

美味しくカルシウムが摂れます！
味付けが絶妙！
美味しくカルシウムが摂れます！
味付けが絶妙！

群馬県学校生協 組合員さんの声！

ビタミンが欲しい時、疲れがある時、
一粒かむとスカッとします。
ビタミンが欲しい時、疲れがある時、
一粒かむとスカッとします。

群馬県学校生協 組合員さんの声！

同僚からお裾分けしてもらって
美味しさに驚きました！

同僚からお裾分けしてもらって
美味しさに驚きました！

和歌山県学校生協 組合員さんの声！

小魚とナッツのバランスがよい小魚とナッツのバランスがよい

おすすめ商品おすすめ商品

50本

新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。

NO.617チラシ

002申込
番号

004申込
番号

174申込
番号

176申込
番号

175申込
番号

177申込
番号

005申込
番号

003申込
番号

001申込
番号

006申込
番号

007申込
番号

173申込
番号

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
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せ一杯の贅沢 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

せ一杯の贅沢 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

す喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,320円（税込1,425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

す喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,320円（税込1,425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

さ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－

ご信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体 3,780円（税込4,082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－

こごぼうスティック
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

げ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490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

け三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

本体 700円（税込756円）
★規格：205g／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。
食物繊維も多く含まれています。❷常温180日間❸えび

ぐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：75g／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－

か黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,430円（税込1,544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

お大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24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－

お大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24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－

か黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,430円（税込1,544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

が黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,260円（税込1,360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。現代人に不足がちと言われている
鉄分・カルシウム・食物繊維が多く含まれています。❷常温180日間❸落花生

きJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
－

き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－

げ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490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

こごぼうスティック
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

ご信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体 3,780円（税込4,082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－

ざお徳用 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

ざお徳用 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

しだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
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－

ず学園トマトケチャップ
本体 650円（税込702円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－

ず学園トマトケチャップ
本体 650円（税込702円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－

せちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058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

じちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058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

さ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－

ぎ黄金かわらけ 
　かりんとう

本体 700円（税込756円）
★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ぎ黄金かわらけ 
　かりんとう

本体 700円（税込756円）
★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ぐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：75g／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－

け三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

本体 700円（税込756円）
★規格：205g／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれています。❷常温180日間❸えび

く俺の贅沢 
　サラミ＆焼きチーズ 5袋セット

本体 1,600円（税込1,728円）
★規格：41g×5／袋
❶サラミをチーズでサンドし、じっくり焼き上げました。辛みの効いたマスタードソースが香る、
濃厚な味わいです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

く俺の贅沢 
　サラミ＆焼きチーズ 5袋セット

本体 1,600円（税込1,728円）
★規格：41g×5／袋
❶サラミをチーズでサンドし、じっくり焼き上げました。辛みの効いたマスタードソースが香る、
濃厚な味わいです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

全国の仲間が利用しています 全国の仲間が利用しています

2 3

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

サンふじサンふじ

サンつがるサンつがるシナノゴールドシナノゴールド

シナノスイートシナノスイート

秋映（あきばえ）秋映（あきばえ）

×各6

うんしゅうみかん

清見オレンジ

不知火デコポン

×3

調理例調理例調理例調理例

アーモンド
ピーナッツ
カシューナッツ

サクサクした食感で
食べやすい。
あとひく美味しさです。

栃木県学校生協 組合員さんの声！栃木県学校生協 組合員さんの声！

食感と小袋サイズにドハマリ
です。気づけば２～３袋食べる
ほどうまい！です。

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

甘さが上品。絶妙な
歯ごたえ。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！

ナッツとドライフルーツ
の組み合わせとバランス
がよいです。

大分県学校生協 組合員さんの声！大分県学校生協 組合員さんの声！

５種のうま味の違いを
感じながらスッキリ飲
める美味しいジュース。

山口県学校生協 組合員さんの声！山口県学校生協 組合員さんの声！

それぞれの原料の特色
が出て美味しい。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

山形県学校生協 組合員さんの声！

休日の昼食として、ごはんを入れて
粉チーズをかけてリゾット風にしています
休日の昼食として、ごはんを入れて
粉チーズをかけてリゾット風にしています

×5

×20

調理例調理例

調理例調理例

調理例

調理例調理例

北海道学校生協 組合員さんの声！

美味しくて、食べすぎてしまいます（笑）美味しくて、食べすぎてしまいます（笑）

群馬県学校生協 組合員さんの声！

美味しいナッツが適量の個包装で、
食塩無添加だから体にもうれしい
美味しいナッツが適量の個包装で、
食塩無添加だから体にもうれしい

山口県学校生協 組合員さんの声！ 山形県学校生協 組合員さんの声！

５種のうま味の違いを感じながら
スッキリ飲める美味しいジュース
５種のうま味の違いを感じながら
スッキリ飲める美味しいジュース

石川県学校生協 組合員さんの声！

あったかい白ご飯にピッタリ！あったかい白ご飯にピッタリ！

三重県学校生協 組合員さんの声！

何十年と使っていますが飽きません
このだしでとったおみそ汁は美味しいです
何十年と使っていますが飽きません
このだしでとったおみそ汁は美味しいです 上川学校生協 組合員さんの声！

炊いたお米に混ぜるだけなので、
チョーかんたん！
炊いたお米に混ぜるだけなので、
チョーかんたん！

パスタはもちろん、煮こみハンバーグ
などアレンジ自由自在です
パスタはもちろん、煮こみハンバーグ
などアレンジ自由自在です

山口県学校生協 組合員さんの声！

山口県学校生協 組合員さんの声！

一度食べたら他のトマトケチャップ
では満足できません
一度食べたら他のトマトケチャップ
では満足できません

果実を食べているようだった
余計な甘みもなく、とても美味しかった
果実を食べているようだった
余計な甘みもなく、とても美味しかった

三重県学校生協 組合員さんの声！

なつかしい味で、シェアすると喜ばれますなつかしい味で、シェアすると喜ばれます
山口県学校生協 組合員さんの声！

ヨーグルトに入れても美味しいヨーグルトに入れても美味しい

山口県学校生協 組合員さんの声！

ヨーグルトに入れても美味しいヨーグルトに入れても美味しい

新潟県学校生協 組合員さんの声！

新潟県学校生協 組合員さんの声！

近所のスーパーではすぐに売り切れてしまうので、
販売してほしい
近所のスーパーではすぐに売り切れてしまうので、
販売してほしい

広島県学校生協 組合員さんの声！

山形県学校生協 組合員さんの声！

噛めば噛むほど味が出てやみつきになります
そのまま食べても炊き込みご飯にしても
とっても美味しいです

噛めば噛むほど味が出てやみつきになります
そのまま食べても炊き込みご飯にしても
とっても美味しいです

俺の贅沢シリーズは奥さんがほとんど食べてしまいますが、
「サラミ＆焼きチーズ」だけは絶対に守ります
俺の贅沢シリーズは奥さんがほとんど食べてしまいますが、
「サラミ＆焼きチーズ」だけは絶対に守ります

さっぱりとした梅風味で酒のつまみに最高さっぱりとした梅風味で酒のつまみに最高

岐阜県学校生協 組合員さんの声！

サクサクのじゃがいもと
絶妙な塩味が好き
サクサクのじゃがいもと
絶妙な塩味が好き
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せ一杯の贅沢 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

せ一杯の贅沢 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

す喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,320円（税込1,425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

す喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体 1,320円（税込1,425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

さ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－

ご信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体 3,780円（税込4,082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－

こごぼうスティック
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

げ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490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

け三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

本体 700円（税込756円）
★規格：205g／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。
食物繊維も多く含まれています。❷常温180日間❸えび

ぐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：75g／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－

か黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,430円（税込1,544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

お大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24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－

お大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24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－

か黒糖ドーナツ棒 40本
本体 1,430円（税込1,544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

が黒ゴマ黒糖きな粉（徳用袋）
本体 1,260円（税込1,360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。現代人に不足がちと言われている
鉄分・カルシウム・食物繊維が多く含まれています。❷常温180日間❸落花生

きJagatteru
　（じゃがってる）うす塩味
－

き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－

げ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490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

こごぼうスティック
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

ご信州 りんごの味わい 
　5種ジュースセット

本体 3,780円（税込4,082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－

ざお徳用 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

ざお徳用 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

しだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋
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－

ず学園トマトケチャップ
本体 650円（税込702円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－

ず学園トマトケチャップ
本体 650円（税込702円）

★規格：370g／瓶
❶独自の香辛料を使用。トマト本来のおいしさをお楽しみいただけます。❷常温1年間❸－

せちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058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

じちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058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

さ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－

ぎ黄金かわらけ 
　かりんとう

本体 700円（税込756円）
★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ぎ黄金かわらけ 
　かりんとう

本体 700円（税込756円）
★規格：60g×2／袋
❶岩手県産小麦「もち姫」100％の生地にあん入り黒蜜を絡め、上品に仕上げました。
❷常温90日間❸小麦

ぐ北海道産 ほたて貝柱
本体 1,700円（税込1,836円）

★規格：75g／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－

け三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

本体 700円（税込756円）
★規格：205g／袋
❶伯方の塩と紀州南高梅酢で味付けしました。食物繊維も多く含まれています。❷常温180日間❸えび

く俺の贅沢 
　サラミ＆焼きチーズ 5袋セット

本体 1,600円（税込1,728円）
★規格：41g×5／袋
❶サラミをチーズでサンドし、じっくり焼き上げました。辛みの効いたマスタードソースが香る、
濃厚な味わいです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

く俺の贅沢 
　サラミ＆焼きチーズ 5袋セット

本体 1,600円（税込1,728円）
★規格：41g×5／袋
❶サラミをチーズでサンドし、じっくり焼き上げました。辛みの効いたマスタードソースが香る、
濃厚な味わいです。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

全国の仲間が利用しています 全国の仲間が利用しています

2 3

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

サンふじサンふじ

サンつがるサンつがるシナノゴールドシナノゴールド

シナノスイートシナノスイート

秋映（あきばえ）秋映（あきばえ）

×各6

うんしゅうみかん

清見オレンジ

不知火デコポン

×3

調理例調理例調理例調理例

アーモンド
ピーナッツ
カシューナッツ

サクサクした食感で
食べやすい。
あとひく美味しさです。

栃木県学校生協 組合員さんの声！栃木県学校生協 組合員さんの声！

食感と小袋サイズにドハマリ
です。気づけば２～３袋食べる
ほどうまい！です。

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

甘さが上品。絶妙な
歯ごたえ。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！

ナッツとドライフルーツ
の組み合わせとバランス
がよいです。

大分県学校生協 組合員さんの声！大分県学校生協 組合員さんの声！

５種のうま味の違いを
感じながらスッキリ飲
める美味しいジュース。

山口県学校生協 組合員さんの声！山口県学校生協 組合員さんの声！

それぞれの原料の特色
が出て美味しい。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

山形県学校生協 組合員さんの声！

休日の昼食として、ごはんを入れて
粉チーズをかけてリゾット風にしています
休日の昼食として、ごはんを入れて
粉チーズをかけてリゾット風にしています

×5

×20

調理例調理例

調理例調理例

調理例

調理例調理例

北海道学校生協 組合員さんの声！

美味しくて、食べすぎてしまいます（笑）美味しくて、食べすぎてしまいます（笑）

群馬県学校生協 組合員さんの声！

美味しいナッツが適量の個包装で、
食塩無添加だから体にもうれしい
美味しいナッツが適量の個包装で、
食塩無添加だから体にもうれしい

山口県学校生協 組合員さんの声！ 山形県学校生協 組合員さんの声！

５種のうま味の違いを感じながら
スッキリ飲める美味しいジュース
５種のうま味の違いを感じながら
スッキリ飲める美味しいジュース

石川県学校生協 組合員さんの声！

あったかい白ご飯にピッタリ！あったかい白ご飯にピッタリ！

三重県学校生協 組合員さんの声！

何十年と使っていますが飽きません
このだしでとったおみそ汁は美味しいです
何十年と使っていますが飽きません
このだしでとったおみそ汁は美味しいです 上川学校生協 組合員さんの声！

炊いたお米に混ぜるだけなので、
チョーかんたん！
炊いたお米に混ぜるだけなので、
チョーかんたん！

パスタはもちろん、煮こみハンバーグ
などアレンジ自由自在です
パスタはもちろん、煮こみハンバーグ
などアレンジ自由自在です

山口県学校生協 組合員さんの声！

山口県学校生協 組合員さんの声！

一度食べたら他のトマトケチャップ
では満足できません
一度食べたら他のトマトケチャップ
では満足できません

果実を食べているようだった
余計な甘みもなく、とても美味しかった
果実を食べているようだった
余計な甘みもなく、とても美味しかった

三重県学校生協 組合員さんの声！

なつかしい味で、シェアすると喜ばれますなつかしい味で、シェアすると喜ばれます
山口県学校生協 組合員さんの声！

ヨーグルトに入れても美味しいヨーグルトに入れても美味しい

山口県学校生協 組合員さんの声！

ヨーグルトに入れても美味しいヨーグルトに入れても美味しい

新潟県学校生協 組合員さんの声！

新潟県学校生協 組合員さんの声！

近所のスーパーではすぐに売り切れてしまうので、
販売してほしい
近所のスーパーではすぐに売り切れてしまうので、
販売してほしい

広島県学校生協 組合員さんの声！

山形県学校生協 組合員さんの声！

噛めば噛むほど味が出てやみつきになります
そのまま食べても炊き込みご飯にしても
とっても美味しいです

噛めば噛むほど味が出てやみつきになります
そのまま食べても炊き込みご飯にしても
とっても美味しいです

俺の贅沢シリーズは奥さんがほとんど食べてしまいますが、
「サラミ＆焼きチーズ」だけは絶対に守ります
俺の贅沢シリーズは奥さんがほとんど食べてしまいますが、
「サラミ＆焼きチーズ」だけは絶対に守ります

さっぱりとした梅風味で酒のつまみに最高さっぱりとした梅風味で酒のつまみに最高

岐阜県学校生協 組合員さんの声！

サクサクのじゃがいもと
絶妙な塩味が好き
サクサクのじゃがいもと
絶妙な塩味が好き

008申込
番号

009申込
番号

010申込
番号

011申込
番号

016申込
番号

017申込
番号

018申込
番号

020申込
番号 021申込

番号

023申込
番号

024申込
番号

025申込
番号

022申込
番号

019申込
番号

012申込
番号 013申込

番号

014申込
番号

015申込
番号



2023-チラシNO.617 2023-チラシNO.617

ひクイーンピスタチオ アソートパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：120g（20g×3種×各2袋（合計6袋））／袋
❶食べやすいむき身のピスタチオを食べ切りサイズの個包装にしました。❷常温10ヶ月間❸－

び帆立大王
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：220g（個装紙込み）／袋
❶肉厚で大粒の帆立貝をふっくらジューシーに炊き、旨みを引き出しました。❷常温180日間❸－

ば学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

そ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

ぜ銀座千疋屋 フルーツサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ちロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体790円（税込853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90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

ぢまるごと もっちりいも
本体1,450円（税込1,566円）

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

っ栃木県産 紅はるか 
　干し芋

本体1,500円（税込1,620円）
★規格：45g×6袋／袋
❶素材の甘さを最大限に引き出しました。食べやすいスティック
タイプ。❷常温180日間❸－

つ小川珈琲店 アソートセット 
　ドリップコーヒー

本体1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20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、ふたつの
味が楽しめる大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

ぜ銀座千疋屋 フルーツサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ぞチョコ イン スティック
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：10g×30袋／袋
❶サクサクした食感のココアスナックにホワイトチョコを入れて仕上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

たKOUBO アップルパイ
本体 1,760円（税込1,900円）

★規格：12個／箱
❶イタリアの天然酵母「パネトーネ種」を使用したパイ生地に長野県産りんごジャムと国産
アップルプレザーブを包んで焼き上げました。オーブントースターで1～2分ほど温め、冷
ましてから召し上がると、サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

だ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

づ味の逸品 手巻納豆
本体 750円（税込810円）

★規格：50g／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

て銀座餅 醤油味
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：15枚／箱
❶カラッと揚げたうるち米せんべいを醤油だれで仕上げました。❷常温90日間❸小麦

で加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

★規格：4個／袋
❶上質な小豆をじっくりと炊き上げた、品のよい甘さです。❷常温45日間❸小麦

に老舗煮貝屋が作った 
　おつまみあわび

本体1,130円（税込1,220円）
★規格：10粒／袋
❶セネガル産の天然あわびを甲州名産あわび煮貝のたれで味付
けしました。❷常温180日間❸－

ぬマイおつまみ 
　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

ね焼あご
本体1,180円（税込1,274円）

★規格：200g／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－

の枝豆と黒豆入り 
　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－

と激辛カルパス 3種唐辛子ブレンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：21g×10袋／袋
❶辛味の強い唐辛子エキスに焙煎唐辛子・韓国唐辛子・青唐辛子の3種を特製ブレンドして
加え、カルパスに合わせました。❷常温120日間❸－

ど大人の濃い味 おつまみスナッツ
本体 800円（税込864円）

★規格：160g×2／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

な炭火焼風 厚切りハラミ 
　濃厚焼肉だれ味

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：33g×5袋／袋
❶醤油・玉ねぎ・にんにく・唐辛子を独自の配合でブレンドし、焼肉だれの風味を再現。炭焼
の香りもプラスしました。❷常温120日間❸小麦、乳

はいか天大王
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

ば学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,100円（税込1,188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－

ぱカマンベールチーズ入 チーズいか
本体 1,470円（税込1,587円）

★規格：160g／袋
❶小さな国産するめいかの中にカマンベール入りのチーズを詰め込み、香ばしく焼き上げま
した。レンジで軽く温めると、よりおいしく召し上がれます。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

そ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

ひクイーンピスタチオ アソートパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：120g（20g×3種×各2袋（合計6袋））／袋
❶食べやすいむき身のピスタチオを食べ切りサイズの個包装にしました。❷常温10ヶ月間❸－

び帆立大王
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：220g（個装紙込み）／袋
❶肉厚で大粒の帆立貝をふっくらジューシーに炊き、旨みを引き出しました。❷常温180日間❸－

ティータイム おつまみ

商品担当 おすすめ！

4 5

×12

20杯分

包装あり

サクサク食感のチョコスナックです おいしさ長持ちのロングライフパン 3種の味のドーナツセット

あられと納豆を手巻き寿司風に 国産うるち米で作りました 銅板で一面ずつ焼き上げました

パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

そのままでもオーブントースターで
軽く焼いてもOK

栃木県産紅はるかの自然な甘さ

特製ブレンドした刺激的な辛さ 4つの食感と味わいのミックスナッツ 焼肉の豚ハラミの味と炭焼の香りを再現

真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました

おやつで手軽にカルシウム補給 レンジで温めるとよりおいしく

おつまみやラーメンの
トッピングに

甘辛く煮付け、
こんがり焼き上げました

枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス

1894年創業の老舗果物専門店「銀座千疋屋」のスイーツ 瀬戸内のおいしさとドーナツ棒のコラボ

3種の味が楽しめるアソートパック 北の海の恵み

商品担当 おすすめ！

マスカット
レーズン×2

柚子×1

苺×2

果物専門店千疋屋の
商品だけあって美味しいです。
オススメです。

人気のドーナツ棒、
レモンフレーバーです。
この時期にピッタリの
さっぱりとした味わいです。

商品担当 おすすめ！

×12

山椒・ソルト＆レモン・トリュフの
３フレーバーでピスタチオが楽しめます。
リッチな気分になりました。

商品担当 おすすめ！

価格はお高めですが、
それ以上に旨みとジューシーさが
スゴイことになってます。

×3

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

食物繊維たっぷり！

（製品100g中6.4
g含有）

アーモンド

木桶醤油仕込み
カシューナッツ

ジャイアントコーン
パスタスナック

×5

×6

×10 ×5

あわびが個包装のおつまみに
なりました
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ひクイーンピスタチオ アソートパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：120g（20g×3種×各2袋（合計6袋））／袋
❶食べやすいむき身のピスタチオを食べ切りサイズの個包装にしました。❷常温10ヶ月間❸－

び帆立大王
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：220g（個装紙込み）／袋
❶肉厚で大粒の帆立貝をふっくらジューシーに炊き、旨みを引き出しました。❷常温180日間❸－

ば学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

そ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

ぜ銀座千疋屋 フルーツサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ちロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体790円（税込853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90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

ぢまるごと もっちりいも
本体1,450円（税込1,566円）

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

っ栃木県産 紅はるか 
　干し芋

本体1,500円（税込1,620円）
★規格：45g×6袋／袋
❶素材の甘さを最大限に引き出しました。食べやすいスティック
タイプ。❷常温180日間❸－

つ小川珈琲店 アソートセット 
　ドリップコーヒー

本体1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20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、ふたつの
味が楽しめる大容量パッケージです。❷常温12ヶ月間❸－

ぜ銀座千疋屋 フルーツサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

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

ぞチョコ イン スティック
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：10g×30袋／袋
❶サクサクした食感のココアスナックにホワイトチョコを入れて仕上げました。
❷常温180日間❸小麦、乳

たKOUBO アップルパイ
本体 1,760円（税込1,900円）

★規格：12個／箱
❶イタリアの天然酵母「パネトーネ種」を使用したパイ生地に長野県産りんごジャムと国産
アップルプレザーブを包んで焼き上げました。オーブントースターで1～2分ほど温め、冷
ましてから召し上がると、サクサクした食感が楽しめます。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

だ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

づ味の逸品 手巻納豆
本体 750円（税込810円）

★規格：50g／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

て銀座餅 醤油味
本体 1,350円（税込1,458円）

★規格：15枚／箱
❶カラッと揚げたうるち米せんべいを醤油だれで仕上げました。❷常温90日間❸小麦

で加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

★規格：4個／袋
❶上質な小豆をじっくりと炊き上げた、品のよい甘さです。❷常温45日間❸小麦

に老舗煮貝屋が作った 
　おつまみあわび

本体1,130円（税込1,220円）
★規格：10粒／袋
❶セネガル産の天然あわびを甲州名産あわび煮貝のたれで味付
けしました。❷常温180日間❸－

ぬマイおつまみ 
　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

ね焼あご
本体1,180円（税込1,274円）

★規格：200g／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－

の枝豆と黒豆入り 
　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－

と激辛カルパス 3種唐辛子ブレンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：21g×10袋／袋
❶辛味の強い唐辛子エキスに焙煎唐辛子・韓国唐辛子・青唐辛子の3種を特製ブレンドして
加え、カルパスに合わせました。❷常温120日間❸－

ど大人の濃い味 おつまみスナッツ
本体 800円（税込864円）

★規格：160g×2／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

な炭火焼風 厚切りハラミ 
　濃厚焼肉だれ味

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：33g×5袋／袋
❶醤油・玉ねぎ・にんにく・唐辛子を独自の配合でブレンドし、焼肉だれの風味を再現。炭焼
の香りもプラスしました。❷常温120日間❸小麦、乳

はいか天大王
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

ば学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,100円（税込1,188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－

ぱカマンベールチーズ入 チーズいか
本体 1,470円（税込1,587円）

★規格：160g／袋
❶小さな国産するめいかの中にカマンベール入りのチーズを詰め込み、香ばしく焼き上げま
した。レンジで軽く温めると、よりおいしく召し上がれます。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

そ瀬戸内檸檬 ドーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶瀬戸内レモンを使った、爽やかな香りとやさしい甘さが特徴です。
❷常温90日間❸小麦、卵

ひクイーンピスタチオ アソートパック
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：120g（20g×3種×各2袋（合計6袋））／袋
❶食べやすいむき身のピスタチオを食べ切りサイズの個包装にしました。❷常温10ヶ月間❸－

び帆立大王
本体 2,000円（税込2,160円）

★規格：220g（個装紙込み）／袋
❶肉厚で大粒の帆立貝をふっくらジューシーに炊き、旨みを引き出しました。❷常温180日間❸－

ティータイム おつまみ

商品担当 おすすめ！

4 5

×12

20杯分

包装あり

サクサク食感のチョコスナックです おいしさ長持ちのロングライフパン 3種の味のドーナツセット

あられと納豆を手巻き寿司風に 国産うるち米で作りました 銅板で一面ずつ焼き上げました

パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

そのままでもオーブントースターで
軽く焼いてもOK

栃木県産紅はるかの自然な甘さ

特製ブレンドした刺激的な辛さ 4つの食感と味わいのミックスナッツ 焼肉の豚ハラミの味と炭焼の香りを再現

真いかの胴部分を肉厚に伸ばし、
薄い衣で揚げました

おやつで手軽にカルシウム補給 レンジで温めるとよりおいしく

おつまみやラーメンの
トッピングに

甘辛く煮付け、
こんがり焼き上げました

枝豆・黒豆・カシューナッツをミックス

1894年創業の老舗果物専門店「銀座千疋屋」のスイーツ 瀬戸内のおいしさとドーナツ棒のコラボ

3種の味が楽しめるアソートパック 北の海の恵み

商品担当 おすすめ！

マスカット
レーズン×2

柚子×1

苺×2

果物専門店千疋屋の
商品だけあって美味しいです。
オススメです。

人気のドーナツ棒、
レモンフレーバーです。
この時期にピッタリの
さっぱりとした味わいです。

商品担当 おすすめ！

×12

山椒・ソルト＆レモン・トリュフの
３フレーバーでピスタチオが楽しめます。
リッチな気分になりました。

商品担当 おすすめ！

価格はお高めですが、
それ以上に旨みとジューシーさが
スゴイことになってます。

×3

2つの味が楽しめる
大容量パッケージ

食物繊維たっぷり！

（製品100g中6.4
g含有）

アーモンド

木桶醤油仕込み
カシューナッツ

ジャイアントコーン
パスタスナック

×5

×6

×10 ×5

あわびが個包装のおつまみに
なりました
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鉄Ca

るチーズ 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

りカシューナッツ＆えび
本体 550円（税込594円）

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

ら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

め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 1,980円（税込2,138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18ヶ月間❸－

むマヨいか姿フライ
本体 600円（税込648円）

★規格：30枚／箱
❶イカの姿フライをマヨネーズ風味に仕上げました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ま宇治抹茶のデザート

ほすりおろしゼリー ミックス

ぷゆずの香味

ふ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が
楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

ぴ今年の春搾った 日向夏
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ぴ今年の春搾った 日向夏
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ぶまめぴよ 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－

ぷゆずの香味
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－

へ国産ごぼう茶
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－

べザク切り 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－

ぺプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 600円（税込648円）

★規格：16g×50個／袋
❶みかんとパインの果肉入りで、つぶつぶ食感が楽しめます。❷常温180日間❸卵、乳

ほすりおろしゼリー ミックス
本体 1,180円（税込1,274円）

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

ぼ国産果実 ミックスゼリー
本体 920円（税込993円）

★規格：350g（個装紙込み）／袋
❶ブルーベリー・みかん・レモン・りんご・いちごの5種類の味が楽しめます。
❷常温120日間❸－

ぽ榮太樓 冷やしぜんざい
本体 1,620円（税込1,749円）

★規格：1個×6／箱
❶北海道産小豆使用。余分なものを加えず、和菓子職人がふっくらと炊き上げました。
❷常温181日間❸－

ま宇治抹茶のデザート
本体 1,800円（税込1,944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

みミニ 水ようかん
本体 780円（税込842円）

★規格：16g×50個／袋
❶水ようかんを手軽な一口タイプにしました。❷常温180日間❸－

ゃポテトスナック 
　コンソメ風味

本体800円（税込864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

やゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458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－

ゅおいしい
　大豆で作った 
　きなこ棒

本体680円（税込734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－

ゆもっちりたい焼き 
　クリーム

本体570円（税込615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

むマヨいか姿フライ
本体 600円（税込648円）

★規格：30枚／箱
❶イカの姿フライをマヨネーズ風味に仕上げました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

め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 1,980円（税込2,138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18ヶ月間❸－

も神戸ナッツキャラメリゼプレミアム 
　オレンジピール入り

本体 2,190円（税込2,365円）
★規格：20個／袋
❶3種のナッツ（風味豊かなアーモンド・まろやかな甘みのカシューナッツ・軽い食感のパン
プキンシード）とオレンジピールをキャラメルコーティングしました。食べやすい個包装。
❷常温120日間❸－

ょペヤング 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

ら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 1,350円（税込1,458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

ふ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が
楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

りカシューナッツ＆えび
本体 550円（税込594円）

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

るチーズ 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

よじゃり豆 濃厚チーズ味
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：280g（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

初夏の味覚・飲料 シェアしやすい

商品担当 おすすめ！
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×各4

×24

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用

調理例調理例

練乳風味の一口サイズ すりおろした果肉と果汁の一口ゼリー 国産果汁使用のフルーツ型ゼリー

小豆本来のおいしさを大切に作りました 和のほろ苦さと甘さのベストマッチ 涼やかな一口タイプの水ようかん

ココア味の飲みやすい豆乳飲料 まろやかな味と香り 国産ごぼうを皮つきのまま
じっくり焙煎

いちごのおいしさそのままに

ベビーサイズで食べやすい マカデミアナッツ塩味の小分けタイプ 3種のナッツとオレンジピールを
キャラメルコーティング

駄菓子でやきそば味を再現 チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

パリに本店を置く人気ブーランジェリー

パリパリ食感のスナック菓子 ゆずの爽やかさ、そのまんま 香ばしいきな粉がたっぷり もっちり生地にクリームを
包んで焼き上げました

独特の芳香と爽やかな酸味 ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごの
国産果汁100％ジュースセット

ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス

3種のチーズを配合した濃厚スナック

×12

×6 ×12

調理例調理例

今年度今回限りの企画です。
新物日向夏の味をご賞味ください。

×30

カシューナッツとえびと
塩加減が絶妙です。
えびの見た目が少し
頼りないですが、
味はグッドです。

商品担当 おすすめ！

これからの季節、手軽に
冷たくて美味しい、
ちょうどいい大きさ。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！
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鉄Ca

るチーズ 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

りカシューナッツ＆えび
本体 550円（税込594円）

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

ら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

め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 1,980円（税込2,138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18ヶ月間❸－

むマヨいか姿フライ
本体 600円（税込648円）

★規格：30枚／箱
❶イカの姿フライをマヨネーズ風味に仕上げました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

ま宇治抹茶のデザート

ほすりおろしゼリー ミックス

ぷゆずの香味

ふ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が
楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

ぴ今年の春搾った 日向夏
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ぴ今年の春搾った 日向夏
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12本／箱
❶今年の春（3月～5月）に収穫した宮崎県産日向夏を搾った、ストレート果汁100％ジュースです。
❷常温180日間❸－

ぶまめぴよ 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－

ぷゆずの香味
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－

へ国産ごぼう茶
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－

べザク切り 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－

ぺプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 600円（税込648円）

★規格：16g×50個／袋
❶みかんとパインの果肉入りで、つぶつぶ食感が楽しめます。❷常温180日間❸卵、乳

ほすりおろしゼリー ミックス
本体 1,180円（税込1,274円）

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

ぼ国産果実 ミックスゼリー
本体 920円（税込993円）

★規格：350g（個装紙込み）／袋
❶ブルーベリー・みかん・レモン・りんご・いちごの5種類の味が楽しめます。
❷常温120日間❸－

ぽ榮太樓 冷やしぜんざい
本体 1,620円（税込1,749円）

★規格：1個×6／箱
❶北海道産小豆使用。余分なものを加えず、和菓子職人がふっくらと炊き上げました。
❷常温181日間❸－

ま宇治抹茶のデザート
本体 1,800円（税込1,944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

みミニ 水ようかん
本体 780円（税込842円）

★規格：16g×50個／袋
❶水ようかんを手軽な一口タイプにしました。❷常温180日間❸－

ゃポテトスナック 
　コンソメ風味

本体800円（税込864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

やゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458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－

ゅおいしい
　大豆で作った 
　きなこ棒

本体680円（税込734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－

ゆもっちりたい焼き 
　クリーム

本体570円（税込615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

むマヨいか姿フライ
本体 600円（税込648円）

★規格：30枚／箱
❶イカの姿フライをマヨネーズ風味に仕上げました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

め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 1,980円（税込2,138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18ヶ月間❸－

も神戸ナッツキャラメリゼプレミアム 
　オレンジピール入り

本体 2,190円（税込2,365円）
★規格：20個／袋
❶3種のナッツ（風味豊かなアーモンド・まろやかな甘みのカシューナッツ・軽い食感のパン
プキンシード）とオレンジピールをキャラメルコーティングしました。食べやすい個包装。
❷常温120日間❸－

ょペヤング 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

ら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 1,350円（税込1,458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

ふ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

本体 2,080円（税込2,246円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶産地限定フルーツ果汁100％。凍らせるとシャリシャリの食感で果実本来の味が
楽しめます。❷常温10ヶ月間❸－

りカシューナッツ＆えび
本体 550円（税込594円）

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

るチーズ 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

よじゃり豆 濃厚チーズ味
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：280g（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

初夏の味覚・飲料 シェアしやすい

商品担当 おすすめ！
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×24

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用

調理例調理例

練乳風味の一口サイズ すりおろした果肉と果汁の一口ゼリー 国産果汁使用のフルーツ型ゼリー

小豆本来のおいしさを大切に作りました 和のほろ苦さと甘さのベストマッチ 涼やかな一口タイプの水ようかん

ココア味の飲みやすい豆乳飲料 まろやかな味と香り 国産ごぼうを皮つきのまま
じっくり焙煎

いちごのおいしさそのままに

ベビーサイズで食べやすい マカデミアナッツ塩味の小分けタイプ 3種のナッツとオレンジピールを
キャラメルコーティング

駄菓子でやきそば味を再現 チーズ好きが納得の
濃厚チーズ種菓子

パリに本店を置く人気ブーランジェリー

パリパリ食感のスナック菓子 ゆずの爽やかさ、そのまんま 香ばしいきな粉がたっぷり もっちり生地にクリームを
包んで焼き上げました

独特の芳香と爽やかな酸味 ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごの
国産果汁100％ジュースセット

ほんのり甘く味付けした
小えびとカシューナッツをミックス

3種のチーズを配合した濃厚スナック

×12

×6 ×12

調理例調理例

今年度今回限りの企画です。
新物日向夏の味をご賞味ください。

×30

カシューナッツとえびと
塩加減が絶妙です。
えびの見た目が少し
頼りないですが、
味はグッドです。

商品担当 おすすめ！

これからの季節、手軽に
冷たくて美味しい、
ちょうどいい大きさ。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！
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原材料は黒大豆と
砂糖と食塩だけです。
噛み応えもあり、
体想いの商品です。

約400年の歴史をもつ「島の光」。
瀬戸内海特有の澄みきった寒の風が吹き
寄せる中で、天日干しして作っています。

れ長野県産
　シャインマスカットゼリー

本体 700円（税込756円）
★規格：50個／袋
❶長野県産シャインマスカット果汁を使用した、一口タイプのゼリーです。
❷常温180日間❸－

れ長野県産
　シャインマスカットゼリー

本体 700円（税込756円）
★規格：50個／袋
❶長野県産シャインマスカット果汁を使用した、一口タイプのゼリーです。
❷常温180日間❸－

ろ豆つぶころころ 黒豆

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：25g×10袋／袋
❶原材料はすべて国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩
だけで味付けし、程よい硬さに仕上げました。
❷常温180日間❸－

ォ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：麺100g・スープ45g×各10／箱
❶のど越しのよい細打ちのちぢれ麺と、酸味を抑えたコクのある冷やし中華スープが相
性抜群。酸味が苦手な方にもおすすめです。❷常温60日間❸小麦、卵

オ永平寺 胡麻豆腐
本体 1,260円（税込1,360円）

★規格：胡麻豆腐115g・みそだれ15g×各4／箱
❶本葛粉のなめらかな舌ざわりと、胡麻の香ばしい風味をお楽しみください。❷常温90日間
❸－

カ丸美屋 業務用 のり茶漬け
本体 830円（税込896円）

★規格：300g（6g×50袋）／袋
❶香ばしいあられと海苔の風味が豊かに広がります。50袋入り。❷常温24ヶ月間❸乳

【ガ・キ共通】
❶寒の時期に造られるコシの強さが特徴の手延べ
そうめんです。製造時に加えた純正ゴマ油の風味
もお楽しみください。❷常温3年間❸小麦

ガ小豆島そうめん 
　島の光 1kg

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：1kg（50g×20束）／箱

キ小豆島そうめん 
　島の光 2kg

本体 2,670円（税込2,883円）
★規格：2kg（50g×40束）／箱

ギ　　　つゆ 3本組
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：360ml×3／箱
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

イ萬天楼 別府冷麺

本体 650円（税込702円）
★規格：100g×2袋／箱
❶麺はこんにゃくのような少しかための食感で
す。別府では飲んだ最後の締めとして愛されて
います。❷常温80日間❸小麦

ゥ北緯40度 盛岡冷麺ゥ北緯40度 盛岡冷麺

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

ゎカリッとじゃが 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

わ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

わ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

ゐいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁
ゐいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512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

ゑ鯛めしの素
本体 728円（税込786円）

★規格：鯛カマ1切れ・調味液150g／箱
❶香ばしく焼きを入れた愛媛県産真鯛を具材に、昆布だし入りで上品に仕上げた炊き
込みごはんの素です。ほぐした鯛の身にレモンやすだちを搾って混ぜ合わせていただ
くと、一層おいしく召し上がれます。2合用（2～3人前）。❷常温18ヶ月間❸小麦

ァ明太いわし
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：390g／真空パック
❶素焼きして余分な脂を落とした国産いわしに独自のたれで魚特有の臭みを消し、骨
までやわらかく炊き上げました。調味たら子で和えたピリッとした辛さが特長です。
100g当たりカルシウム450mgを含有しています。❷常温91日間❸小麦

ア子持ちししゃも 
　甘露煮

本体 800円（税込864円）
★規格：130g×2袋／袋
❶骨までやわらかく、頭から丸ごと食べられます。❷常温90日間❸小麦

ィ牡蠣の燻製 油漬け
本体 800円（税込864円）

★規格：固形量60g（内容総量115g）／缶
❶宮城県産牡蠣を桜のチップで燻製にして綿実油に漬け込み、食塩のみで味付けしまし
た。❷常温3年間❸－

をゴロっと北海ホタテの
　焦がし醤油ふりかけ

本体 500円（税込540円）
★規格：55g／袋
❶北海道産ホタテの旨みを凝縮した干し貝柱と青森県産ホタテの水煮を
ブレンドし、独自の製法でこだわりの食感に仕上げました。❷常温180日間
❸小麦、卵、かに

ん宮崎の技 鶏の炭火焼 
　青ゆずこしょう味

本体 500円（税込540円）
★規格：120g／袋
❶ごはんのおかずやお酒のおつまみとして最適です。❷常温180日間❸－

ウ北海道産スイートコーン 
　冷たいスープ
ウ北海道産スイートコーン 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶甘みと風味の強い北海道産スイートコーンに生クリームを加え、コクのあるなめらか
なスープに仕上げました。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

ェ九州産さつまいも 
　冷たいスープ
ェ九州産さつまいも 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶九州産さつまいもをじっくり焼いて旨みを引き出し、豊かな香りと甘みのスープに仕
上げました。❷常温16ヶ月間❸小麦、乳

エ会津産アスパラガス 
　冷たいスープ
エ会津産アスパラガス 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶国内有数の産地である会津のアスパラガスの豊かな香りを引き出して生クリームを
加え、コクのあるなめらかなスープに仕上げました。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け

クセになる噛み心地瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け

クセになる噛み心地

夏準備学校生協セレクト商品 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
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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

調理例調理例 調理例調理例
調理例調理例
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カリカリ食感！ カレー味のじゃがいもフライ

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 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

昔ながらの飛騨の味 吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ ごはんがすすむあられの香ばしさと
海苔の風味

父の日メニューにいかが！

大分・別府で有名なB級グルメ

白き麺の逸品「島の光」

本場の味をご家庭で

×5×5×5

調味料（アミノ酸等）無添加

時間がない朝でも袋を開けて注ぐだけ！すぐ飲める冷たいスープ！！

ゆずの風味が効いた
宮崎名物こだわり食感の生ふりかけ

残ったオイルはパスタにもおすすめぷちぷち卵がたっぷり国産いわしの佃煮に
調味たらこを和えてピリッと辛く

冷やして味わう 本格レストランの味

組合員様の声が、
この一本に濃縮されています

いただいたご意見は、チラシ誌面または
WEBサイトに掲載させていただく場合がございます。

チラシに掲載ご希望の商品がありましたら、
教えてください。

あなたの声を聞かせてください 商品のリクエストを募集しております

共同購入ご利用アンケート

6月18日
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商品担当 おすすめ！

５０個入りのお徳用サイズです。
シャインマスカットの果汁を
使用しているゼリーって
珍しいです。

商品担当 おすすめ！

商品担当 おすすめ！

愛媛県産真鯛と昆布だしの
上品な味わい

お気に入り
アイテム
募集中！

学校生協が
組合員様と
一緒に作った

オリジナル
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50g×20束には
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原材料は黒大豆と
砂糖と食塩だけです。
噛み応えもあり、
体想いの商品です。

約400年の歴史をもつ「島の光」。
瀬戸内海特有の澄みきった寒の風が吹き
寄せる中で、天日干しして作っています。

れ長野県産
　シャインマスカットゼリー

本体 700円（税込756円）
★規格：50個／袋
❶長野県産シャインマスカット果汁を使用した、一口タイプのゼリーです。
❷常温180日間❸－

れ長野県産
　シャインマスカットゼリー

本体 700円（税込756円）
★規格：50個／袋
❶長野県産シャインマスカット果汁を使用した、一口タイプのゼリーです。
❷常温180日間❸－

ろ豆つぶころころ 黒豆

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：25g×10袋／袋
❶原材料はすべて国産。国産大豆（黒大豆）を砂糖と塩
だけで味付けし、程よい硬さに仕上げました。
❷常温180日間❸－

ォ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782円）

★規格：麺100g・スープ45g×各10／箱
❶のど越しのよい細打ちのちぢれ麺と、酸味を抑えたコクのある冷やし中華スープが相
性抜群。酸味が苦手な方にもおすすめです。❷常温60日間❸小麦、卵

オ永平寺 胡麻豆腐
本体 1,260円（税込1,360円）

★規格：胡麻豆腐115g・みそだれ15g×各4／箱
❶本葛粉のなめらかな舌ざわりと、胡麻の香ばしい風味をお楽しみください。❷常温90日間
❸－

カ丸美屋 業務用 のり茶漬け
本体 830円（税込896円）

★規格：300g（6g×50袋）／袋
❶香ばしいあられと海苔の風味が豊かに広がります。50袋入り。❷常温24ヶ月間❸乳

【ガ・キ共通】
❶寒の時期に造られるコシの強さが特徴の手延べ
そうめんです。製造時に加えた純正ゴマ油の風味
もお楽しみください。❷常温3年間❸小麦

ガ小豆島そうめん 
　島の光 1kg

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：1kg（50g×20束）／箱

キ小豆島そうめん 
　島の光 2kg

本体 2,670円（税込2,883円）
★規格：2kg（50g×40束）／箱

ギ　　　つゆ 3本組
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：360ml×3／箱
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

イ萬天楼 別府冷麺

本体 650円（税込702円）
★規格：100g×2袋／箱
❶麺はこんにゃくのような少しかための食感で
す。別府では飲んだ最後の締めとして愛されて
います。❷常温80日間❸小麦

ゥ北緯40度 盛岡冷麺ゥ北緯40度 盛岡冷麺

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

ゎカリッとじゃが 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

わ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

わ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

ゐいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁
ゐいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512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

ゑ鯛めしの素
本体 728円（税込786円）

★規格：鯛カマ1切れ・調味液150g／箱
❶香ばしく焼きを入れた愛媛県産真鯛を具材に、昆布だし入りで上品に仕上げた炊き
込みごはんの素です。ほぐした鯛の身にレモンやすだちを搾って混ぜ合わせていただ
くと、一層おいしく召し上がれます。2合用（2～3人前）。❷常温18ヶ月間❸小麦

ァ明太いわし
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：390g／真空パック
❶素焼きして余分な脂を落とした国産いわしに独自のたれで魚特有の臭みを消し、骨
までやわらかく炊き上げました。調味たら子で和えたピリッとした辛さが特長です。
100g当たりカルシウム450mgを含有しています。❷常温91日間❸小麦

ア子持ちししゃも 
　甘露煮

本体 800円（税込864円）
★規格：130g×2袋／袋
❶骨までやわらかく、頭から丸ごと食べられます。❷常温90日間❸小麦

ィ牡蠣の燻製 油漬け
本体 800円（税込864円）

★規格：固形量60g（内容総量115g）／缶
❶宮城県産牡蠣を桜のチップで燻製にして綿実油に漬け込み、食塩のみで味付けしまし
た。❷常温3年間❸－

をゴロっと北海ホタテの
　焦がし醤油ふりかけ

本体 500円（税込540円）
★規格：55g／袋
❶北海道産ホタテの旨みを凝縮した干し貝柱と青森県産ホタテの水煮を
ブレンドし、独自の製法でこだわりの食感に仕上げました。❷常温180日間
❸小麦、卵、かに

ん宮崎の技 鶏の炭火焼 
　青ゆずこしょう味

本体 500円（税込540円）
★規格：120g／袋
❶ごはんのおかずやお酒のおつまみとして最適です。❷常温180日間❸－

ウ北海道産スイートコーン 
　冷たいスープ
ウ北海道産スイートコーン 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶甘みと風味の強い北海道産スイートコーンに生クリームを加え、コクのあるなめらか
なスープに仕上げました。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

ェ九州産さつまいも 
　冷たいスープ
ェ九州産さつまいも 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶九州産さつまいもをじっくり焼いて旨みを引き出し、豊かな香りと甘みのスープに仕
上げました。❷常温16ヶ月間❸小麦、乳

エ会津産アスパラガス 
　冷たいスープ
エ会津産アスパラガス 
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶国内有数の産地である会津のアスパラガスの豊かな香りを引き出して生クリームを
加え、コクのあるなめらかなスープに仕上げました。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け

クセになる噛み心地瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け
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昔ながらの飛騨の味 吉野本葛のなめらかさに胡麻の香ばしさ ごはんがすすむあられの香ばしさと
海苔の風味

父の日メニューにいかが！

大分・別府で有名なB級グルメ

白き麺の逸品「島の光」

本場の味をご家庭で

×5×5×5

調味料（アミノ酸等）無添加

時間がない朝でも袋を開けて注ぐだけ！すぐ飲める冷たいスープ！！

ゆずの風味が効いた
宮崎名物こだわり食感の生ふりかけ

残ったオイルはパスタにもおすすめぷちぷち卵がたっぷり国産いわしの佃煮に
調味たらこを和えてピリッと辛く

冷やして味わう 本格レストランの味

組合員様の声が、
この一本に濃縮されています

いただいたご意見は、チラシ誌面または
WEBサイトに掲載させていただく場合がございます。

チラシに掲載ご希望の商品がありましたら、
教えてください。

あなたの声を聞かせてください 商品のリクエストを募集しております

共同購入ご利用アンケート

6月18日
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商品担当 おすすめ！

５０個入りのお徳用サイズです。
シャインマスカットの果汁を
使用しているゼリーって
珍しいです。

商品担当 おすすめ！

商品担当 おすすめ！

愛媛県産真鯛と昆布だしの
上品な味わい

お気に入り
アイテム
募集中！

学校生協が
組合員様と
一緒に作った

オリジナル
商品

50g×20束には
右のオリジナルつゆ
3本が目安です
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2023-チラシNO.617 2023-チラシNO.617

ッらーめんですかい
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

ツうどんですかい
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

ヅそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

テちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

セ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。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ソ減塩 
　いつものおみそ汁 5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188円）

ソ減塩 
　いつものおみそ汁 5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188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

ダからだシフト 
　糖質コントロール グリーンカレー

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：140g×5袋／箱
❶ココナッツの甘さと青唐辛子の辛さが引き立つ、本格的な味わいです。
❷常温395日間❸小麦、乳　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

チからだシフト 
　糖質コントロール 親子丼

本体 2,500円（税込2,700円）
★規格：200g×10袋／箱
❶卵のふわふわ感とだしの旨みにこだわり、かつおの風味豊かなつゆで仕上げました。
❷常温360日間❸小麦、卵　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

ヂ稲庭手延べ 
　ホッとそうめん

本体 1,700円（税込1,836円）
★規格：1袋×5／箱
❶丼に麺と熱湯を入れてふたをし、約3分でできあがり。独自の製法により、即席めんながら
コシのある食感です。化学調味料無添加の比内地鶏スープでどうぞ。❷常温180日間❸小麦

ゾ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

タ本格派 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

ゼ麺QUICK 濃厚海老クリームパスタ
本体 880円（税込950円）

★規格：200g×2／袋
❶袋のままレンジで温め、そのまま器に盛り付けるだけ。ゆでたてのようなもちもちの
食感を実現しました。❷常温365日間❸小麦、卵、乳、えび

ク100時間かけた ビーフカレー
本体 2,150円（税込2,322円）

ク100時間かけた ビーフカレー
本体 2,150円（税込2,322円）

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

グ新宿中村屋 
　プチカレー ビーフ

本体 1,050円（税込1,134円）
★規格：120g×5袋／袋
❶オリジナルブレンドのスパイスで仕上げた香り豊かなビーフカレーです。
❷常温540日間❸小麦、乳

ケ絶品高菜キムチ
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：120g×4／袋
❶βカロテン・カリウム・鉄分・カルシウム・ビタミンKなどを含んでいます。ウコ
ン不使用でお弁当などに入れた本品を温めても香りが気になりません。
❷常温120日間❸小麦

ゲ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

本体 1,780円（税込1,922円）
★規格：400g（使用原料B級品・サイズ3L）／ポリ容器
❶多少の斑点はありますが、おいしさは通常品と同じです。❷常温6ヶ月間❸－
※梅の実から液が出ることがありますが、品質には問題ありません。

サしいたけのうま煮 しょうゆ味
本体 600円（税込648円）

★規格：100g／箱
❶九州産しいたけを使い、天然由来のうま味成分で製造しました。ごはんのお供や料理の
脇品に。❷常温180日間❸小麦

ザお徳用 細切 紫蘇おこぶ
本体 700円（税込756円）

★規格：130g／袋
❶北海道産天然真昆布を使用。熟練の職人がじっくり炊いて旨みを閉じ込めた細切昆布
に、爽やかな紫蘇を合わせました。❷常温120日間❸小麦

シ生ふりかけ 
　磯風味 かつおちりめん

本体 580円（税込626円）
★規格：30g×2／袋
❶調味した国内産かつおぶしと瀬戸内海産乾燥ちりめんをブレンドした、ソフトタイプの
ふりかけです。化学調味料不使用。❷常温120日間❸小麦

コ国産しょうが入り 
　姫かつお角煮

本体 920円（税込993円）
★規格：130g（具90g・たれ40g）×2／袋
❶高知県産宗田鰹を大釜で茹で、こだわりの醤油たれと千切りしょうがをたっぷり加えて
仕上げました。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦

ゴ4種のとろ火炊き
　煮豆セット

本体 548円（税込591円）
★規格：40g×5袋（昆布豆×2袋、紅しぼり豆・金時豆・黒豆×各1袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。計5袋入り。
❷常温90日間❸小麦

ジツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 1,120円（税込1,209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－

スお徳用 
　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－

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

定番商品
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調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

野菜の具材感を楽しむ人気のスープ5種セット100時間以上かけて作ったこだわりのカレー レンチン2分30秒ですぐ食べられる、具入りパスタ

ささがきごぼうのボリューム満点 溶きたまごのふわっとしたのど越しを再現「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

1110

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

調理例調理例

とうふ

赤だし

ほうれん草

なめこ

な す

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

オリジナルブレンドの
スパイスで仕上げました

やみつきになるやさしい辛さ

金時豆

黒 豆
昆布豆×2

紅しぼり豆

×5 ×4

×5

×8

塩分
約4％

大粒の紀州南高梅を漬け込みました しっとりやわらか 国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供

際立つ天然由来のおいしさ 昆布の旨みと紫蘇の風味が食欲をそそります 安心の国内産原料をバランスよくブレンド レンジ調理可能のグリーンカレー チンするだけで、ふわふわ卵と風味豊かな
かつおつゆの親子丼が食べられます！
チンするだけで、ふわふわ卵と風味豊かな
かつおつゆの親子丼が食べられます！

お湯をかけて3分で
ゆでたての手延べそうめんのできあがり
お湯をかけて3分で
ゆでたての手延べそうめんのできあがり

幅広く使える水煮ツナフレーク 三陸の荒波で育った厚みと弾力 歯切れのよい味付けのり

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

調理例調理例

糖 質
4.9g

1食

糖 質
5.0g

1食
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ッらーめんですかい
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

ツうどんですかい
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

ヅそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

テちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

セ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。化学調味料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、卵、乳

ソ減塩 
　いつものおみそ汁 5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188円）

ソ減塩 
　いつものおみそ汁 5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188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

ダからだシフト 
　糖質コントロール グリーンカレー

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：140g×5袋／箱
❶ココナッツの甘さと青唐辛子の辛さが引き立つ、本格的な味わいです。
❷常温395日間❸小麦、乳　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

チからだシフト 
　糖質コントロール 親子丼

本体 2,500円（税込2,700円）
★規格：200g×10袋／箱
❶卵のふわふわ感とだしの旨みにこだわり、かつおの風味豊かなつゆで仕上げました。
❷常温360日間❸小麦、卵　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

ヂ稲庭手延べ 
　ホッとそうめん

本体 1,700円（税込1,836円）
★規格：1袋×5／箱
❶丼に麺と熱湯を入れてふたをし、約3分でできあがり。独自の製法により、即席めんながら
コシのある食感です。化学調味料無添加の比内地鶏スープでどうぞ。❷常温180日間❸小麦

ゾ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

タ本格派 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

ゼ麺QUICK 濃厚海老クリームパスタ
本体 880円（税込950円）

★規格：200g×2／袋
❶袋のままレンジで温め、そのまま器に盛り付けるだけ。ゆでたてのようなもちもちの
食感を実現しました。❷常温365日間❸小麦、卵、乳、えび

ク100時間かけた ビーフカレー
本体 2,150円（税込2,322円）

ク100時間かけた ビーフカレー
本体 2,150円（税込2,322円）

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

グ新宿中村屋 
　プチカレー ビーフ

本体 1,050円（税込1,134円）
★規格：120g×5袋／袋
❶オリジナルブレンドのスパイスで仕上げた香り豊かなビーフカレーです。
❷常温540日間❸小麦、乳

ケ絶品高菜キムチ
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：120g×4／袋
❶βカロテン・カリウム・鉄分・カルシウム・ビタミンKなどを含んでいます。ウコ
ン不使用でお弁当などに入れた本品を温めても香りが気になりません。
❷常温120日間❸小麦

ゲ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

本体 1,780円（税込1,922円）
★規格：400g（使用原料B級品・サイズ3L）／ポリ容器
❶多少の斑点はありますが、おいしさは通常品と同じです。❷常温6ヶ月間❸－
※梅の実から液が出ることがありますが、品質には問題ありません。

サしいたけのうま煮 しょうゆ味
本体 600円（税込648円）

★規格：100g／箱
❶九州産しいたけを使い、天然由来のうま味成分で製造しました。ごはんのお供や料理の
脇品に。❷常温180日間❸小麦

ザお徳用 細切 紫蘇おこぶ
本体 700円（税込756円）

★規格：130g／袋
❶北海道産天然真昆布を使用。熟練の職人がじっくり炊いて旨みを閉じ込めた細切昆布
に、爽やかな紫蘇を合わせました。❷常温120日間❸小麦

シ生ふりかけ 
　磯風味 かつおちりめん

本体 580円（税込626円）
★規格：30g×2／袋
❶調味した国内産かつおぶしと瀬戸内海産乾燥ちりめんをブレンドした、ソフトタイプの
ふりかけです。化学調味料不使用。❷常温120日間❸小麦

コ国産しょうが入り 
　姫かつお角煮

本体 920円（税込993円）
★規格：130g（具90g・たれ40g）×2／袋
❶高知県産宗田鰹を大釜で茹で、こだわりの醤油たれと千切りしょうがをたっぷり加えて
仕上げました。化学調味料不使用。❷常温365日間❸小麦

ゴ4種のとろ火炊き
　煮豆セット

本体 548円（税込591円）
★規格：40g×5袋（昆布豆×2袋、紅しぼり豆・金時豆・黒豆×各1袋）／袋
❶昭和4年創業の煮豆屋が直火炊きした、懐かしい手造りの味わいです。計5袋入り。
❷常温90日間❸小麦

ジツナフレーク 
　食塩・オイル不使用

本体 1,120円（税込1,209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－

スお徳用 
　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－

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

定番商品
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×15×15 ×15 ×15

×10

×10×5

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

野菜の具材感を楽しむ人気のスープ5種セット100時間以上かけて作ったこだわりのカレー レンチン2分30秒ですぐ食べられる、具入りパスタ

ささがきごぼうのボリューム満点 溶きたまごのふわっとしたのど越しを再現「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
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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

調理例調理例

とうふ

赤だし

ほうれん草

なめこ

な す

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

オリジナルブレンドの
スパイスで仕上げました

やみつきになるやさしい辛さ

金時豆

黒 豆
昆布豆×2

紅しぼり豆

×5 ×4

×5

×8

塩分
約4％

大粒の紀州南高梅を漬け込みました しっとりやわらか 国内産原料を昔ながらの直火炊きで提供

際立つ天然由来のおいしさ 昆布の旨みと紫蘇の風味が食欲をそそります 安心の国内産原料をバランスよくブレンド レンジ調理可能のグリーンカレー チンするだけで、ふわふわ卵と風味豊かな
かつおつゆの親子丼が食べられます！
チンするだけで、ふわふわ卵と風味豊かな
かつおつゆの親子丼が食べられます！

お湯をかけて3分で
ゆでたての手延べそうめんのできあがり
お湯をかけて3分で
ゆでたての手延べそうめんのできあがり

幅広く使える水煮ツナフレーク 三陸の荒波で育った厚みと弾力 歯切れのよい味付けのり

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

調理例調理例

糖 質
4.9g

1食

糖 質
5.0g

1食
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番号 117申込

番号 118申込
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番号
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番号
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番号
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番号 109申込

番号

111申込
番号 112申込

番号

096申込
番号

099申込
番号

102申込
番号

105申込
番号 106申込

番号 107申込
番号

103申込
番号 104申込

番号

100申込
番号 101申込

番号

097申込
番号

098申込
番号



初夏の快適便利雑貨
楽 し く

できあがり時間目安は
500Wで約4分

保冷炭酸飲料ボトル 500ml
本体 3,400円（税込3,740円）
番号 色 申込番号

シルバー
レッド

ト
ド

ハ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。

ヒドリンクビオ 2.1L
本体 1,480円（税込1,628円）

★容量：2.1L★色：ホワイト★サイズ：約14.9×10.4×30cm★耐熱温度：本体＝100
℃、ふた＝110℃★耐冷温度：本体＝－30℃、ふた＝－20℃★材質：本体＝AS樹脂、栓
＝ABS樹脂・シリコーンゴム、留め具＝ABS樹脂、フタ＝ポリプロピレン・熱可塑性エ
ラストマー★生産国：中国
※電子レンジ・食洗機・食器乾燥機不可。
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでふたを閉めないでください。

ビ両面で量れる計量スプーン
本体 600円（税込660円）

★サイズ：約5.3×1.2×19cm★重量：約39g★生産国：日本
※電子レンジ不可。

ピびん蓋開け
本体 1,480円（税込1,628円）

★サイズ：約7.5×22.5×厚3cm★材質：金属部＝鉄にクロームメッキ、樹脂部＝エラ
ストマー樹脂★生産国：日本
※安定した状態で使用してください。

ノUVカット 抗菌防臭アームカバー
本体 980円（税込1,078円）

★内容：1組（2枚）★色：ブラック★適応サイズ：上腕周り22～30cm★材質：綿、ポリエステル、その他★生産国：日本

デ国産 岡山児島デニムの
　おでかけ帽子 インディゴ

本体 4,780円（税込5,258円）
★サイズ：頭囲＝56.5～58.5cm、つば最大長さ＝前約9cm・後ろ約6.5cm
★材質：綿100％★生産国：日本

★サイズ：（S～M）ウエスト＝58
～70cm、ヒップ＝82～95cm、
総丈＝52cm、（L～LL）ウエスト＝
６９～85cm、ヒップ＝92～１０５
cm、総丈＝54cm
〈ナ・ニ・ヌ・ネ共通〉★材質：ウ
エスト部＝ナイロン85％・ポリウ
レタン15％、ヒップ部＝ポリエス
テル85％・綿15％★生産国：中国

バ電子レンジ専用 
　フレンチトーストメーカー 
　スヌーピー やさい

本体 1,080円（税込1,188円）
★満水容量：1000ml★耐熱温度：140℃★サイズ：17×15×高さ7.5cm★材質：ポ
リプロピレン★生産国：日本 ※食洗器不可

パ食パンスライサー 
　HC グリーン

本体 1,200円（税込1,320円）
★サイズ：約14.8×6×15.5cm★耐熱温度：80℃★耐冷温度：－20℃★材質：本体＝ABS
樹脂、5・6枚スライサー＝ポリプロピレン★生産国：日本 ※食洗機・食器乾燥機不可。

★容量：500ml★サイズ：本体＝約6.5×6.5×24cm、
口径＝約3.6cm★重量：約200g★材質：ステンレス鋼、
ポリプロピレン、シリコーンゴム★生産国：マレーシア
※電子レンジ・食洗機不可。

ちょい足しおしりカバー
本体 1,780円（税込1,958円）
番号 品名（適応サイズ） 申込番号

S～M
L～LL
S～M

ナ
ニ
ヌ

L～LLネ

シャツ
ブルー
シャツ
ホワイト

122023-チラシNO.617

121 122

雑味のない
クリアな
味わいに

パッキン
一体構造で
お手入れ
簡単

4・5・6枚
切りの食パン
に対応

置き場に困らない便利なトレー付き ※トレーは食洗機不可

フィルターを浸さずドリップ

おでかけが 　　　   なるおでかけが 　　　   なる

便利キッチン　  　  ツールキッチン　  　  ツール

基本レシピ
＋6種の

アレンジレシピ
付き

レンジで手軽にフレンチトーストレンジで手軽にフレンチトースト 加熱／保存
切替弁付き

 調理例
（5枚切食パン1枚）
 調理例
（5枚切食パン1枚）

ムレにくくサラッとした着け心地で汗ばむ季節も快適

この製品に使用されている原料には天然有機系デオドラント
加工「ロンフレッシュ®」が付与されています。

美しい
風合いが楽しめ、
使うほどに味わいが

増します

日本製ジーンズの原点・岡山県児島のデニム生地を使用

先端部分がへり状のつばは好みで位置を上下に調節できます
内
側
は
ゴ
ム
付
き
で

適
度
に
フ
ィッ
ト

コ
ン
パ
ク
ト
に
し
ま
え
て

持
ち
運
び
も
ラ
ク
ラ
ク
！

2WAY
ジーンズの原点
岡山県の
児島デニム

9cm

ジーンズのようならせん状のステッチで小顔効果も

UVカット率
90％以上

お尻やお腹まわりの
ラインを自然にカバー

ウエスト部に吸水速乾生地使用。
伸縮性があるから着脱ラクラク。

着ぶくれしにくい。

サッと履くだけ！ 体型カバー

スライサーの溝に
ナイフを入れて
食パンを均一の
厚さにカット

縦置きでも横置きでも、
左右どちらでも使えます
縦置きでも横置きでも、
左右どちらでも使えます

調理イメージ

市販の食パンをキレイに均一カット

パッキンを取り外さずに洗えてお手入れ簡単 スプーンひとつで大さじも小さじも量れます 固く開けられない蓋を簡単オープン
完全密封で横置き可能完全密封で横置き可能 片手ワンプッシュで

開閉できます

　（約）
5.3
cm

　（約）19cm

15ml

5ml

表 大さじ1

裏 小さじ1
フック付き
キッチンの好きなところに掛けられるので、
使いたいときにすぐ使えます

表で大さじ、裏で小さじが量れます。
続けて量りたい時もスプーンを替える
必要がなく作業がスムーズ

中心部分に
鉄芯入りで
丈夫

小さなキャップから直径9cmまで幅広く対応小さなキャップから直径9cmまで幅広く対応

マジックのキャップ ペットボトル びんの蓋

炭酸飲料を冷たいままキープ

フタを少し回し
“シュッ”と圧力を

逃します

フタを少し回しすと
“シュッ”と圧力が抜け、
フタが開けやすい

炭酸ガスの圧力を
開放する専用設計

口当たりの良い
金属の飲み口

さらにフタを
回すと開きます

シュッ！

ジム

レジャー

オフィス

などに！

シャツブルー

シャツホワイト

シャツホワイトシャツホワイト

バックスタイル
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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。
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。 学校生活協同組合

2023-チラシNO.6172023-チラシNO.617

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！

※誌面表示の税込価格と実際の請求額が異なる場合があります。
　詳細は請求書にてご確認ください。

〈作り方〉
① 耐熱容器に瀬戸田

レモンシロップを入れ
、熱湯を注ぎます。

② ①に寒天を加え、よ
くかき混ぜます。

③ 粗熱が取れたら、冷
蔵庫で冷やし固めます

。

④ お好みでスライス
をトッピングしてお召

し上がりください。

〈材料〉 １人分
瀬戸田レモン（シロッ

プ）…… 大さじ１

瀬戸田レモン（スライ
ス）…… お好みで

寒天 ………………………
小さじ１／２

熱湯 ………………………
……１００ml

レモンゼリーのレモンゼリーの
作りかた作りかた

ぉ一杯の贅沢 
　ほうれん草と
　キャベツのみそ汁

ぉ一杯の贅沢 
　ほうれん草と
　キャベツのみそ汁
★規格：11g×8食／箱
❶色鮮やかなほうれん草とキャベツがたっぷり。
シャキシャキの食感が楽しいみそ汁です。❷常温12ヶ月間❸－

えチーズ入り かまぼこ
★規格：700g（14g×50本）／ポット
❶おやつやおつまみに最適です。❷常温6ヶ月間❸卵、乳 （税込1,026円）

本体本体

（税込1,328円）

本体本体

Ζ瀬戸田レモン
本体 1,380円（税込1,490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－

ぃさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶国内産カタクチイワシ・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。
カルシウム・マグネシウムが補給できます。❷常温180日間❸落花生

ぅおばあちゃんの焼こあじ 28枚ぅ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－

う野菜チーズナッツ
本体 610円（税込658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

ぇかむかむレモン（個包装）
本体 1,100円（税込1,188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

ΙJagatteru（じゃがってる）
　コーンポタージュ味

本体 1,350円（税込1,458円）
乳

ΙJagatteru（じゃがってる）
　コーンポタージュ味

本体 1,350円（税込1,458円）
★規格：10g×30袋／袋
❶食べやすいスティック状にカットしたじゃがいもを、減圧フライ製法で揚げました。
味付けは濃厚なコーンポタージュ味です。❷常温180日間❸小麦、乳

Η焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド

本体 500円（税込540円）

Η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

Θ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

Θ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

Κミレーサンド MIXΚ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

いカレーカシュー 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。
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ハーベスト

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

チーズとかまぼこの相性抜群！チーズとかまぼこの相性抜群！

調理例調理例

野菜の鮮やかな色と
シャキシャキ感
野菜の鮮やかな色と
シャキシャキ感

飽きない美味しさ、ビールの
おつまみに最適。アーモンド
も小魚も美味しい。

三重県学校生協 組合員さんの声！三重県学校生協 組合員さんの声！

野菜のねりこまれたクラッカーが
いい味してます。乾燥チーズも
やみつきになります。

広島県学校生協 組合員さんの声！広島県学校生協 組合員さんの声！

カレーの風味が強すぎず、
周囲を気にせず食べられ
るのが良い。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

しっかり噛み応えがあって、
噛めば噛むほど味わい深い！

岩手県学校生協 組合員さんの声！岩手県学校生協 組合員さんの声！

一袋に２粒入っていて、
食べすぎないのが良い。
噛み応えがあって良い。

山形県学校生協 組合員さんの声！山形県学校生協 組合員さんの声！

全
国
の
仲
間
が

　利
用
し
て
い
ま
す

全
国
の
仲
間
が

　利
用
し
て
い
ま
す

瀬戸田町
広島県

・皮まで安心して食べられる瀬戸田町産レモンの輪切りを使用しています。
・そのまま食べたり、紅茶に浮かべたり、様々な用途でご使用いただけます。
・シロップにもレモン果汁を使用しており、レモンシロップとしても、
 割ってドリンクとしても楽しめます。

瀬戸田レモン開発者

5月号
5月号

果実を丸ごと使って
シロップに漬けました

ミレービスケットで
クリーム5種をサンド

サクサクじゃがいもの
コーンポタージュ味

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

直火で焦がした
香ばしさ

カタクチイワシ
アーモンド
ピーナッツ

栄養機能食品
（ビタミンD）

©やなせスタジオ©やなせスタジオ

人気のじゃがってる
（２ページ掲載）のコーン
ポタージュ味が新登場です。

商品担当 おすすめ！

隣に掲載しているアーモンドを
ものすごくご利用いただいて
いますが、個人的にはカシュー
の方が美味しいです。
もちろん両方美味しいです。

商品担当 おすすめ！

カリッとして、キャラメルの
風味がとてもGOOD！
１袋の量もGOOD！

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

色んな味が楽しめて
飽きがこない。ウマイ！

福岡県学校生協 組合員さんの声！福岡県学校生協 組合員さんの声！

甘い・しょっぱいの無限
ループ。パッケージの
ミレーちゃんがカワイイ

岩手県学校生協 組合員さんの声！岩手県学校生協 組合員さんの声！

キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

群馬県学校生協 組合員さんの声！

カレーの風味が口の中で広がって
カリカリした食感がたまらない
カレーの風味が口の中で広がって
カリカリした食感がたまらない

群馬県学校生協 組合員さんの声！

美味しくカルシウムが摂れます！
味付けが絶妙！
美味しくカルシウムが摂れます！
味付けが絶妙！

群馬県学校生協 組合員さんの声！

ビタミンが欲しい時、疲れがある時、
一粒かむとスカッとします。
ビタミンが欲しい時、疲れがある時、
一粒かむとスカッとします。

群馬県学校生協 組合員さんの声！

同僚からお裾分けしてもらって
美味しさに驚きました！

同僚からお裾分けしてもらって
美味しさに驚きました！

和歌山県学校生協 組合員さんの声！

小魚とナッツのバランスがよい小魚とナッツのバランスがよい

おすすめ商品おすすめ商品

50本

新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。

NO.617チラシ

002申込
番号

004申込
番号

174申込
番号

176申込
番号

175申込
番号

177申込
番号

005申込
番号

003申込
番号

001申込
番号

006申込
番号

007申込
番号

173申込
番号

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


