
2023-チラシNO.650

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）

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

2023-チラシNO.650

※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 ※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。

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

獲浸透印用インク 3本組 （赤）
本体 720円（税込792円）

★内容量：1本約5cc★成分：顔料系インク★生産国：日本
※本品専用の浸透印以外に注入しないようご注意ください。

殻チョークホルダー 3色セット
本体 1,120円（税込1,232円）

★内容：3色セット（アイボリー・イエロー・オレンジ）★サイズ：各径2.5×9.5cm★材質：ABS、POM樹脂★生産国：日本
※チョークは商品に含まれません。

割ASUE Fairtrade Coffee 
　ドリップコーヒー

本体 1,580円（税込1,706円）
★規格：160g（8g×20袋）／箱
❶エチオピア産オーガニックコーヒー使用のドリップコーヒー2種をお届けします。簡易抽出タイプ。本品の売り上げの
一部はOne of Love プロジェクトに寄付されます。❷常温365日間❸－

喝炭火焙煎 有機アイスコーヒー 無糖
本体 2,880円（税込3,110円）

★規格：1000ml×6本／箱
❶炭火焙煎した有機コーヒー豆と南アルプス自然水を使用。自然落下のネル（濾過布）ドリ
ップで時間をかけて抽出したストレートタイプのアイスコーヒーです。❷常温365日間❸－

恰ヒカリ オーガニックジンジャーエール
本体 4,500円（税込4,860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－

括オーガニック 
　グリーンルイボスティー

本体 660円（税込712円）
★規格：96g（（3g×16袋）×2袋）／袋
❶抗酸化作用をもつフラボノイド・ミネラルを多く含み、緑茶に近い香りとすっきりした味わ
い。美容と健康維持のために世界中で広く愛飲されています。❷常温730日間❸－

潟小川珈琲店 
　有機珈琲コレクション ドリップ

本体 700円（税込756円）
★規格：10g×9袋／袋
❶芳醇な香りとバランスのとれた味わいの「オリジナルブレンド」3袋・フ
ルーティな香りと爽やかな味わいの「フェアトレードモカブレンド」3袋・し
っかりとした苦みに濃厚な味わいの「フレンチローストブレンド」3袋のセ
ットです。❷常温365日間❸－

格ぶどうと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体  1,640円（税込1,771円）
★規格：185ml×20／箱

核りんごと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体  1,640円（税込1,771円）
★規格：185ml×20／箱
〈格・核共通〉
❶心地よいスパークリングと果実の自然な甘みで贅
沢なひとときをどうぞ。❷常温360日間❸－

撹瀬戸田八朔
本体 1,380円（税込1,490円）

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

拡ポテトスナック 
　カレー風味

本体 800円（税込864円）
★規格：3枚×20袋／箱
❶パリパリッとした独特の食感をお楽しみください。❷常温180日間❸小麦

各ミックスナッツ各ミックスナッツ
本体 1,400円（税込1,512円）

★規格：12g×25P／箱
❶3種類のナッツをうす塩味配合でミックスしました。食べ切りサイズの個包装。
❷常温180日間❸－

廓ウォーカー 
　フレーバーアソート

本体 630円（税込680円）

廓ウォーカー 
　フレーバーアソート

本体 630円（税込680円）
★規格：170g／袋
❶ショートブレッド3種の各5袋入り。食べやすい個包装。
❷常温15ヶ月間❸小麦、乳

活銘柄牛カレーセット
　（宮崎牛・長崎黒毛和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶宮崎県産宮崎牛肉と長崎県産黒毛和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

渇銘柄牛カレーセット
　（松阪牛・佐賀黒毛和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶三重県産松阪牛肉と佐賀県産黒毛和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

滑銘柄牛カレーセット
　（近江牛・博多和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶滋賀県産近江牛肉と福岡県産博多和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

葛銘柄牛カレーセット
　（米沢牛・熊本あか牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶山形県産米沢牛肉と熊本県産あか牛肉を、それぞれソテーした
玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘みが
溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

食 品 共同購入 NO.650チラシ学校・職域生協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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ノック式で、
チョークの繰り出し具合を

調整できます

アイボリー

イエロー

手が汚れず、小さくなった
チョークも使える！
手が汚れず、小さくなった
チョークも使える！

浸透印専用！補充インク浸透印専用！補充インク

オレンジ

商品担当 おすすめ！

商品例商品例

3
本組

エシカル消費とは、買い物をするときに
自分視点だけでなく、環境や社会など
他者への視点をプラスする消費のことです

エシカル消費とは、買い物をするときに
自分視点だけでなく、環境や社会など
他者への視点をプラスする消費のことです

ブランド牛カレー祭ブランド牛カレー祭

20袋入
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フェアトレードモカブレンド

フレンチローストブレンド

オリジナルブレンド

フェアトレード認証のオーガニックコーヒー 商品担当おすすめ特集！　商品担当おすすめ特集！　
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微炭酸ジュース微炭酸ジュース

先生の必需品！

せんべいとも
ポテトチップスとも

八朔を使用

ショートブレッドの

商品担当 おすすめ！

エシカル消費エシカル消費
有機JASマーク
なるべく自然の力で育てたオーガニックな
農産物からつくられました

国際フェアトレード認証ラベル
フェアトレードとは、環境に配慮した農業や労働条件の改善をおこなう途上国の生産者に
対して、適正な価格での継続的な取引により、自立を支援する取り組みです

くらしのみらいを考えるくらしのみらいを考える

南アフリカ共和国特産の
有機栽培ノンカフェイン茶

ヒカリの有機JAS認証飲料芳ばしい香りにほろ苦い旨さ

小川珈琲店
有機珈琲シリーズ
の3種パック

銘柄牛と野菜をじっくり煮込みました

程よい塩味の程よい塩味の
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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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学小名浜食堂 すき焼き丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

岳小名浜食堂 牛丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

楽小名浜食堂 プチ焼鳥丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

確夕張メロン 
　ひとくちゼリー

本体 550円（税込594円）
★規格：21g×15個／箱
❶冷やしてゼリーとして、凍らせてシャーベットとして楽しめます。ひとくちサイズ。❷常温180日間❸乳

穫南部せんべい 詰め合わせ
本体 1,000円（税込1,080円）

穫南部せんべい 詰め合わせ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：24枚／箱
❶ピーナッツせんべいとごませんべいをセットでお届け。昔ながらの素朴な味わいです。❷常温90日間❸小麦、落花生

覚横濱ハーバー ダブルマロン
本体 1,440円（税込1,555円）

★規格：8個／箱
❶薄くソフトなカステラ生地で、刻んだ栗と栗餡をやさしく包みました。しっとりとした食感と
マロンの味わいが絶妙です。❷常温60日間❸小麦、卵、乳
※パッケージが変更になる場合があります。

赫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

較広島もみじ饅頭
本体 650円（税込702円）

★規格：10個／箱
❶きめ細かなカステラ生地に甘さ控えめなこしあんがもみじの葉先まで詰まっています。
❷常温50日間❸小麦、卵

角ういろ
本体 600円（税込648円）

★規格：58g×6個（白・抹茶・小豆×各2個）／パック
❶主原料に国産米を使用。口の中でべたつかず、歯切れのよい食感です。　　　　　　　　
白・抹茶・小豆の各2個入り。❷常温60日間❸－
※寒い時期は地域によって固くなる場合があります。

郭ミレービスケット
本体 540円（税込583円）

★規格：30g×6袋×2／袋
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、昔懐かしい味わ
いです。❷常温210日間❸小麦

閣黒糖ドーナツ棒 20本
本体 880円（税込950円）

★規格：20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

隔雪塩ちんすこう
本体 600円（税込648円）

隔雪塩ちんすこう
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

額茎わかめみそ漬
本体 660円（税込712円）

★規格：120g×2／袋
❶鳴門産わかめを宮崎仕込みのみそと秘伝の味付けで仕上げました。❷常温180日間❸小麦

顎ごぼうみそ漬
本体 660円（税込712円）

★規格：100g×2／袋
❶宮崎県産ごぼうをあっさりとした白みそで素材を生かした味わいに仕上げました。
❷常温180日間❸小麦

掛日向かぼちゃのみそ漬
本体 760円（税込820円）

★規格：100g×2／袋
❶宮崎県特産黒皮かぼちゃを米みそのまろやかな風味に仕上げました。食べやすいスライス
タイプ。❷常温180日間❸小麦

笠伊勢うどん
本体 1,540円（税込1,663円）

★規格：281.85g（麺250g・たれ31g・具0.85g）×4袋／箱
❶太いうどんとたまり醤油、みりんのたれが相性抜群です。三重県産あおさ付き。
たれは薄めず、そのままからめてどうぞ。❷常温120日間❸小麦

樫波積屋謹製 出雲蕎麦
本体 740円（税込799円）

★規格：294g（めん100g・つゆ47g×各2食）／袋
❶出雲の有名そば処「鶴華 波積屋（つるが はづみや）」監修商品。国内産そば粉使用の
五割生そばです。2人前。つゆ付き。❷常温180日間❸小麦、そば

橿喜多方ラーメン 
　プレミアム 厚み
橿喜多方ラーメン 
　プレミアム 厚み

本体 980円（税込1,058円）
★規格：378g（麺120g・醤油スープ35g・チャーシューメンマ33g・乾燥ねぎ1g×各2）／箱
❶つるっとした喉越しのちぢれ太麺と、コクがありつつすっきりした醤油スープが相性抜群。
じっくり煮込んだやわらかいチャーシュー・メンマ・ねぎもセットしました。2食入り。
❷常温45日間❸小麦

鰍琴平荘 中華そば 醤油味
本体 570円（税込615円）

★規格：310g（めん110g・スープ45g×各2）／袋
❶アゴだしの旨みをたっぷり加えた淡麗醤油スープにちぢれ中太麺が
よく絡みます。2食入り。❷常温101日間❸小麦、卵

鰍琴平荘 中華そば 醤油味
本体 570円（税込615円）

★規格：310g（めん110g・スープ45g×各2）／袋
❶アゴだしの旨みをたっぷり加えた淡麗醤油スープにちぢれ中太麺が
よく絡みます。2食入り。❷常温101日間❸小麦、卵

梶琴平荘 味噌そば
本体 570円（税込615円）

★規格：326g（めん110g・スープ53g×各2）／袋
❶期間限定営業店舗の限定メニュー。鯛のだしを隠し味とした深みの
ある濃厚な白味噌スープとちぢれ中太麺が絶妙に絡みます。2食入り。
❷常温101日間❸小麦、卵

梶琴平荘 味噌そば
本体 570円（税込615円）

★規格：326g（めん110g・スープ53g×各2）／袋
❶期間限定営業店舗の限定メニュー。鯛のだしを隠し味とした深みの
ある濃厚な白味噌スープとちぢれ中太麺が絶妙に絡みます。2食入り。
❷常温101日間❸小麦、卵

革ハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー

本体 750円（税込810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

革ハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー

本体 750円（税込810円）
★規格：85g／袋
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学小名浜食堂 すき焼き丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

岳小名浜食堂 牛丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

楽小名浜食堂 プチ焼鳥丼の素
本体 900円（税込972円）

★規格：80g×3／袋
❶袋のまま熱湯に入れ、3～5分間加熱してお召し上がりください。❷常温1年間❸小麦

確夕張メロン 
　ひとくちゼリー

本体 550円（税込594円）
★規格：21g×15個／箱
❶冷やしてゼリーとして、凍らせてシャーベットとして楽しめます。ひとくちサイズ。❷常温180日間❸乳

穫南部せんべい 詰め合わせ
本体 1,000円（税込1,080円）

穫南部せんべい 詰め合わせ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：24枚／箱
❶ピーナッツせんべいとごませんべいをセットでお届け。昔ながらの素朴な味わいです。❷常温90日間❸小麦、落花生

覚横濱ハーバー ダブルマロン
本体 1,440円（税込1,555円）

★規格：8個／箱
❶薄くソフトなカステラ生地で、刻んだ栗と栗餡をやさしく包みました。しっとりとした食感と
マロンの味わいが絶妙です。❷常温60日間❸小麦、卵、乳
※パッケージが変更になる場合があります。

赫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

較広島もみじ饅頭
本体 650円（税込702円）

★規格：10個／箱
❶きめ細かなカステラ生地に甘さ控えめなこしあんがもみじの葉先まで詰まっています。
❷常温50日間❸小麦、卵

角ういろ
本体 600円（税込648円）

★規格：58g×6個（白・抹茶・小豆×各2個）／パック
❶主原料に国産米を使用。口の中でべたつかず、歯切れのよい食感です。　　　　　　　　
白・抹茶・小豆の各2個入り。❷常温60日間❸－
※寒い時期は地域によって固くなる場合があります。

郭ミレービスケット
本体 540円（税込583円）

★規格：30g×6袋×2／袋
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、昔懐かしい味わ
いです。❷常温210日間❸小麦

閣黒糖ドーナツ棒 20本
本体 880円（税込950円）

★規格：20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

隔雪塩ちんすこう
本体 600円（税込648円）

隔雪塩ちんすこう
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

額茎わかめみそ漬
本体 660円（税込712円）

★規格：120g×2／袋
❶鳴門産わかめを宮崎仕込みのみそと秘伝の味付けで仕上げました。❷常温180日間❸小麦

顎ごぼうみそ漬
本体 660円（税込712円）

★規格：100g×2／袋
❶宮崎県産ごぼうをあっさりとした白みそで素材を生かした味わいに仕上げました。
❷常温180日間❸小麦

掛日向かぼちゃのみそ漬
本体 760円（税込820円）

★規格：100g×2／袋
❶宮崎県特産黒皮かぼちゃを米みそのまろやかな風味に仕上げました。食べやすいスライス
タイプ。❷常温180日間❸小麦

笠伊勢うどん
本体 1,540円（税込1,663円）

★規格：281.85g（麺250g・たれ31g・具0.85g）×4袋／箱
❶太いうどんとたまり醤油、みりんのたれが相性抜群です。三重県産あおさ付き。
たれは薄めず、そのままからめてどうぞ。❷常温120日間❸小麦

樫波積屋謹製 出雲蕎麦
本体 740円（税込799円）

★規格：294g（めん100g・つゆ47g×各2食）／袋
❶出雲の有名そば処「鶴華 波積屋（つるが はづみや）」監修商品。国内産そば粉使用の
五割生そばです。2人前。つゆ付き。❷常温180日間❸小麦、そば

橿喜多方ラーメン 
　プレミアム 厚み
橿喜多方ラーメン 
　プレミアム 厚み

本体 980円（税込1,058円）
★規格：378g（麺120g・醤油スープ35g・チャーシューメンマ33g・乾燥ねぎ1g×各2）／箱
❶つるっとした喉越しのちぢれ太麺と、コクがありつつすっきりした醤油スープが相性抜群。
じっくり煮込んだやわらかいチャーシュー・メンマ・ねぎもセットしました。2食入り。
❷常温45日間❸小麦

鰍琴平荘 中華そば 醤油味
本体 570円（税込615円）

★規格：310g（めん110g・スープ45g×各2）／袋
❶アゴだしの旨みをたっぷり加えた淡麗醤油スープにちぢれ中太麺が
よく絡みます。2食入り。❷常温101日間❸小麦、卵

鰍琴平荘 中華そば 醤油味
本体 570円（税込615円）

★規格：310g（めん110g・スープ45g×各2）／袋
❶アゴだしの旨みをたっぷり加えた淡麗醤油スープにちぢれ中太麺が
よく絡みます。2食入り。❷常温101日間❸小麦、卵

梶琴平荘 味噌そば
本体 570円（税込615円）

★規格：326g（めん110g・スープ53g×各2）／袋
❶期間限定営業店舗の限定メニュー。鯛のだしを隠し味とした深みの
ある濃厚な白味噌スープとちぢれ中太麺が絶妙に絡みます。2食入り。
❷常温101日間❸小麦、卵

梶琴平荘 味噌そば
本体 570円（税込615円）

★規格：326g（めん110g・スープ53g×各2）／袋
❶期間限定営業店舗の限定メニュー。鯛のだしを隠し味とした深みの
ある濃厚な白味噌スープとちぢれ中太麺が絶妙に絡みます。2食入り。
❷常温101日間❸小麦、卵

革ハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー

本体 750円（税込810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

革ハワイアンホースト 
　マカデミアナッツクッキー
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★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
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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）

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

2023-チラシNO.650

※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 ※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。

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

獲浸透印用インク 3本組 （赤）
本体 720円（税込792円）

★内容量：1本約5cc★成分：顔料系インク★生産国：日本
※本品専用の浸透印以外に注入しないようご注意ください。

殻チョークホルダー 3色セット
本体 1,120円（税込1,232円）

★内容：3色セット（アイボリー・イエロー・オレンジ）★サイズ：各径2.5×9.5cm★材質：ABS、POM樹脂★生産国：日本
※チョークは商品に含まれません。

割ASUE Fairtrade Coffee 
　ドリップコーヒー

本体 1,580円（税込1,706円）
★規格：160g（8g×20袋）／箱
❶エチオピア産オーガニックコーヒー使用のドリップコーヒー2種をお届けします。簡易抽出タイプ。本品の売り上げの
一部はOne of Love プロジェクトに寄付されます。❷常温365日間❸－

喝炭火焙煎 有機アイスコーヒー 無糖
本体 2,880円（税込3,110円）

★規格：1000ml×6本／箱
❶炭火焙煎した有機コーヒー豆と南アルプス自然水を使用。自然落下のネル（濾過布）ドリ
ップで時間をかけて抽出したストレートタイプのアイスコーヒーです。❷常温365日間❸－

恰ヒカリ オーガニックジンジャーエール
本体 4,500円（税込4,860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－

括オーガニック 
　グリーンルイボスティー

本体 660円（税込712円）
★規格：96g（（3g×16袋）×2袋）／袋
❶抗酸化作用をもつフラボノイド・ミネラルを多く含み、緑茶に近い香りとすっきりした味わ
い。美容と健康維持のために世界中で広く愛飲されています。❷常温730日間❸－

潟小川珈琲店 
　有機珈琲コレクション ドリップ

本体 700円（税込756円）
★規格：10g×9袋／袋
❶芳醇な香りとバランスのとれた味わいの「オリジナルブレンド」3袋・フ
ルーティな香りと爽やかな味わいの「フェアトレードモカブレンド」3袋・し
っかりとした苦みに濃厚な味わいの「フレンチローストブレンド」3袋のセ
ットです。❷常温365日間❸－

格ぶどうと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体  1,640円（税込1,771円）
★規格：185ml×20／箱

核りんごと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体  1,640円（税込1,771円）
★規格：185ml×20／箱
〈格・核共通〉
❶心地よいスパークリングと果実の自然な甘みで贅
沢なひとときをどうぞ。❷常温360日間❸－

撹瀬戸田八朔
本体 1,380円（税込1,490円）

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

拡ポテトスナック 
　カレー風味

本体 800円（税込864円）
★規格：3枚×20袋／箱
❶パリパリッとした独特の食感をお楽しみください。❷常温180日間❸小麦

各ミックスナッツ各ミックスナッツ
本体 1,400円（税込1,512円）

★規格：12g×25P／箱
❶3種類のナッツをうす塩味配合でミックスしました。食べ切りサイズの個包装。
❷常温180日間❸－

廓ウォーカー 
　フレーバーアソート

本体 630円（税込680円）

廓ウォーカー 
　フレーバーアソート

本体 630円（税込680円）
★規格：170g／袋
❶ショートブレッド3種の各5袋入り。食べやすい個包装。
❷常温15ヶ月間❸小麦、乳

活銘柄牛カレーセット
　（宮崎牛・長崎黒毛和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶宮崎県産宮崎牛肉と長崎県産黒毛和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

渇銘柄牛カレーセット
　（松阪牛・佐賀黒毛和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶三重県産松阪牛肉と佐賀県産黒毛和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

滑銘柄牛カレーセット
　（近江牛・博多和牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶滋賀県産近江牛肉と福岡県産博多和牛肉を、それぞれソテーし
た玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘み
が溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

葛銘柄牛カレーセット
　（米沢牛・熊本あか牛）

本体 600円（税込648円）
★規格：160g×2袋／袋
❶山形県産米沢牛肉と熊本県産あか牛肉を、それぞれソテーした
玉ねぎ・人参とじっくり煮込みました。牛肉の旨みと野菜の甘みが
溶け込んだ、深みのある味わいです。各1食入り。
❷常温2年間❸小麦

食 品 共同購入 NO.650チラシ学校・職域生協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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ノック式で、
チョークの繰り出し具合を

調整できます

アイボリー

イエロー

手が汚れず、小さくなった
チョークも使える！
手が汚れず、小さくなった
チョークも使える！

浸透印専用！補充インク浸透印専用！補充インク

オレンジ

商品担当 おすすめ！

商品例商品例

3
本組

エシカル消費とは、買い物をするときに
自分視点だけでなく、環境や社会など
他者への視点をプラスする消費のことです

エシカル消費とは、買い物をするときに
自分視点だけでなく、環境や社会など
他者への視点をプラスする消費のことです

ブランド牛カレー祭ブランド牛カレー祭

20袋入

×30

×6

フェアトレードモカブレンド

フレンチローストブレンド

オリジナルブレンド

フェアトレード認証のオーガニックコーヒー 商品担当おすすめ特集！　商品担当おすすめ特集！　

606
605

×20
×20

9杯入

微炭酸ジュース微炭酸ジュース

先生の必需品！

せんべいとも
ポテトチップスとも

八朔を使用

ショートブレッドの

商品担当 おすすめ！

エシカル消費エシカル消費
有機JASマーク
なるべく自然の力で育てたオーガニックな
農産物からつくられました

国際フェアトレード認証ラベル
フェアトレードとは、環境に配慮した農業や労働条件の改善をおこなう途上国の生産者に
対して、適正な価格での継続的な取引により、自立を支援する取り組みです

くらしのみらいを考えるくらしのみらいを考える

南アフリカ共和国特産の
有機栽培ノンカフェイン茶

ヒカリの有機JAS認証飲料芳ばしい香りにほろ苦い旨さ

小川珈琲店
有機珈琲シリーズ
の3種パック

銘柄牛と野菜をじっくり煮込みました

程よい塩味の程よい塩味の

ミニハートストロベリー

ミニソルテッドキャラメル

レモン

カシューナッツ
アーモンド

ヘーゼルナッツ

宮崎

長崎

松阪

佐賀

近江

博多

米沢

熊本

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

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

605申込
番号

603申込
番号

601申込
番号

604申込
番号

602申込
番号

606申込
番号

607申込
番号 608申込

番号

631申込
番号

630申込
番号

632申込
番号

633申込
番号 634申込

番号

635申込
番号 636申込

番号 637申込
番号 638申込

番号


