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ドとなっております。 

チラシ情報のページで

ニュースをカラーで見

る事ができます。 

生産者：和歌山：ばんじろう村 

富有（ふゆう）柿は甘味が強く、多汁で果肉が

柔らかい、柿の王様と呼ばれるほど美味しい品

種です。「柿赤くなれば医者青くなる」という

諺どおり、柿は秋の味覚の中でも特に美味し

く、カロチン等のビタミンやミネラルが豊富な

健康果実。秋の味覚をどうぞ 

翌々週 

ばんじろう村の 富有柿 

甘味が強く、多汁で柔らかな果肉！秋の味覚をお楽しみ下さい 

農薬や化学肥料等は一切不

使用で栽培されています。 

800g前後袋入り 

 630円 品番８９０７ 

この機会に是非お使い下さい！ 

限定

企画 

秋冬用寝具等を特別価格にて紹介しています。オーガニック布団などのオススメの布団等掲載

しています。厳しい検査を合格した、安全安心な布団となっておりますので是非御覧下さい。 

注文は別紙「ハート注文書」に必要事項を記入して提出して下さい。返品は出来かねますの

で、内容等確認の上ご注文下さい。 

翌々週 

本コミがおすすめの25点 

取り扱い：愛知：ヘルシーメイト 

翌々週 

※詳細は別紙カラーチラシを参照し、注文は4

桁品番注文書をご確認の上、ご希望の品の4桁

品番をOCR下段に記入してご注文下さい。 

お子様のおやつに！ ＯＧチョコレート各種 

9429 ミルク 

9430 スイート 

9431 ホワイト 

9432 ビター 

9433 抹茶 

一括原材料：粗製糖、カカオマ

ス、カカオバター、ミルクパウ

ダー、砂糖、抹茶パウダー 

カカオマスはもちろん、カカオバターや粗製糖ま

でこだわりの素材を用いてできたナチュラルチョ

コレートです。乳化剤や香料などの食品添加物は

一切使用せず、カカオをふんだんに用いて手間と

時間をかけて丁寧に作られているので、チョコ

レート本来の味が楽しめます。 

冷蔵 

各60g 300円 

→270円 

翌週 

供給 

再開 

本カリン    

生産者：長野：小坂隆さん 

加工用に 
翌々週 

特有の芳香がある花梨「かりん」の果実は、

非常に固く酸味も強いので生食には適しませ

んが、砂糖やハチミツ漬け、ジャムや花梨酒

等の加工用に最適。またかりんの成分は、の

ど飴によく配合されているように、咳や痰等

の喉の不調を和らげる効果が期待できます。 

品番８９０３ 

1kg袋入り 

590円 

２回 

限定 

※ムソーの冬ギフトは次週からの配布分に掲載予定

です。 

今回より注文承ります 
冬の厳選ギフト 

今週からギフトチラシを

配布しています。ゆうき

生協が厳選しましたあら

ゆるギフトを、お世話に

なっているあの方への贈

り物に是非お使いくださ

い。ご自宅用にもどうぞ 

9956 玄米 1kg 700円 

9957 白米 1kg 765円 

有機もち米 

生産者：今治有機農業研究会 

農薬や化学肥料

等は一切使用せ

ず栽培された、

新米のもち米各

種です。各種あ

らゆる料理に是

非お使い下さい     

今年度産のもち米ができました！ 

翌週 

有機ＪＡＳの

シールはついて

いませんが、有

機圃場で作られ

たもち米です。 



北海道産手亡豆を使

用し、丹精込めて練

り上げ熟成したあん

を、栗のような形に

してじっくり焼き上

げました。 

栗しぐれ 

原 材 料 ： 白 餡、砂 糖

（三温糖）、水飴 

大阪：ムソー 

120g入り 

310円 品番９４２８ 

大阪：ムソー 

ミニどら焼き 
国内産１００％の小麦粉

を主原料に焼き上げた皮

で、北海道産小豆で作っ

たつぶあんをはさみ込み

ました。 生地はふんわ

り、あんはしっとり、こ

だわりの美味しさの「ど

ら焼」です。  
6個 入り 

290円 

原材料：てんさい糖、鶏卵、小麦粉（国内産１０

０％）、小豆（北海道産）、水飴、植物油脂（米

油）、米飴、膨脹剤（重曹）  

品番９４２６ 
翌週 

翌週 

純国産ポテトチップス和風だし  

 
53ｇ 175円 

→165円 

国産の昆布やかつおだ

し、隠し味に玉ねぎ粉末

を入れた、和風だしの効

いたポテトチップスで

す。シンプルな原材料で

じゃがいも本来のおいし

さをお楽しみください。 

原材料：じゃがいも（国

産）、米油、和風だし（鰹

節粉末、食塩、昆布粉末、

澱粉、玉ねぎ粉末） 取り扱い：ムソー 

品番８１９８ 

翌々週 

 こどもキーマ 
素材本来の味をベースとした優しい

味付けのお子様向けカレーです。 

化学調味料や酵母エキスなどはもち

ろん、7代アレルゲンも使用していま

せん。鶏肉、鶏がらスープを使用

し、旨味を引き出しております。 

原材料：野菜（じゃがいも、とうもろこし（非遺伝子組み換

え）、鶏肉、炒めタマネギ、鶏ガラスープ、とうもろこしペー

スト、カボチャペースト、たまねぎペースト、なたね油、トマ

トペースト、米粉、砂糖、食塩、カレー粉、おろししょうが、

香辛料 

品番８１６５ 

100ｇ 270円 

 →260円 

 こどもハヤシ 
素材本来の味をベースとした優しい味

付けのお子様向けカレーです。 

化学調味料や酵母エキスなどはもちろ

ん、7代アレルゲンも使用していませ

ん。トマトの酸味は抑えたまろやかな

味付けとなっております。 

原材料：鶏肉、炒めたまねぎ、鶏がらスープ、トマトペース

ト、とうもろこし（非遺伝子組み換え）、なたね油、米粉、砂

糖、食塩、でん粉、ナツメグ粉末、乾燥ローレル、セロリ粉

末、乾燥マジョラム（一部の鶏肉を含む） 

品番８１６４ 

100ｇ 270円 

 →260円 

取り扱い：秋川牧園 取り扱い：秋川牧園 

 

 
ソンバーユ 

原材料：馬油（国内産） 

独自技術で油臭を除去した、元祖「馬油」です。 

馬油100％成分無調整（口中無害）ソンバーユを

代表するものです。 

翌週 

品番９０７１ 

70ml  

1960円 

取り扱い：創健社 

初回

特価 

初回

特価 

初回

特価 

原材料：砂糖（てんさい含蜜糖）、生餡、水飴、蜂

蜜、寒天、食塩 

在庫が無くなり次

第、次の製造時期

（春頃）まで休止

となります。 

下郷イチゴジャム 

大阪：ムソー  

翌週 

130g  535円 
OCR０６６ 

冷蔵 

 

 

桧の菜箸（角形天削） 

品番９０６８ 

1膳 630円 

 →600円 

取り扱い：石本漆器店 

初回

特価 

「ひのきのお箸」と同じ

く、漆塗りの太めで、角

形天削の菜箸です。調理

にはもちろん、食卓の取

り箸としても見栄えのす

るお箸です。 

翌々週 翌々週 

 

 

和三盆せんべい 

原材料：菓子用粉（小麦粉、小麦澱粉）、卵白（卵を

含む）、和三盆、グラニュー糖、馬鈴薯澱粉（遺伝子

組み換えでない）、ごま油、食塩 

徳島県特産の高級和三盆を贅

沢に使った高級感のある薄焼

きのせんべい。 

和三盆の風味を引き出すため

に出来るだけシンプルな原料

で仕上げました。 

品番４１８４ 

翌々週 

 

 
もち太郎 

原材料：大麦、馬鈴薯澱粉

（遺伝子組み換えでない）、

ごま油、食塩 

スーパー食材として人気のもち

麦を使い、ふんわり軽やかに焼

いたお煎餅。自然をそのまま頬

張ったような素朴な味わいをど

うぞ。 

翌々週 品番４１８５ 

もちもちふわふわ  

 

蜂蜜黒大豆 

原材料：黒大豆（遺伝

子組み換えでない・北

海道産）、上白糖、蜂

蜜（愛媛県産）、食塩 

北海道産の黒大豆を独自の特

殊製法で焙煎し、サクサク感

のある軽い食感に仕上げてい

ます。砂糖蜜と愛媛県産みか

ん蜂蜜を丹念に手掛け、程よ

くあっさりした甘さと香ばし

さが後を引きます。 

翌々週 品番４１８６ 

1袋（60ｇ）345円 

1袋（35ｇ） 345円 

1袋（35ｇ）380円 

取り扱い：宮栄 

取り扱い：宮栄 

取り扱い：宮栄 

 

 

焼いもサクサク 

原材料：はだか麦（愛媛県産）、紫芋粉（愛媛県

産）、粗糖、ごま油、鶏卵、馬鈴薯澱粉、食塩 

愛媛県産さつま芋の粉末をたっ

ぷり練りこんで焼き上げた、焼

き芋のような風味の薄焼き煎餅

です。 

翌々週 品番４１８２ 

1袋（60ｇ）345円 

取り扱い：宮栄 



国産素材で作ったみそに、風味豊

かなを加えました。コクとうま味

が魅力です。 

豆板醤のピリカラと味噌の旨味

を、程良い酸味の玄米酢等で仕

上げました 

原材料：しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えで

ない）、小麦、食塩〕、食塩、かつお節エ

キス、煮干しエキス、さば節エキス、昆布

エキス、酵母エキス、チキンエキス、宗田

かつお節エキス  

鶏がらスープをベースに、沖縄海

水塩「青い海」を加え、玄米黒酢

を隠し味に仕上げました。  

本醸造醤油をベースに、だしと天

日塩等で仕上げました。あっさり

醤油味です。 

原材料：しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えでな

い）、チキンエキス、食塩、白だし（小麦発

酵調味料、かつお節、みりん、食塩、砂糖、

昆布、しいたけ）、砂糖、米黒酢、かつお節

エキス、昆布エキス 

冬季限定供給品 

みそちゃんこ鍋スープ 

有機大豆使用の豆乳を使い、有機

ごまの風味を生かした鍋スープで

す。 

原材料：豆乳〔大豆（遺伝子組換えでない）〕、砂糖、

食塩、有機すりごま、かつお節エキス、昆布エキス、煮

干しいわし粉/重曹 

原材料：米みそ（大豆、米、食塩）、

み り ん、豆 み そ（大 豆、食 塩）、砂

糖、食塩、かつお節粉、昆布エキス、

唐辛子、酵母エキス、煮干イワシ粉末  

品番９４２３ 

品番９４２２ 

翌週 

 「冬季限定のストレートタイプの鍋スープの素」で
す。このスープに色々な野菜や具材を加えると、手

軽に色々な鍋がご堪能頂けますよ。是非ゆうきの野

菜・具材たっぷりの美味しい鍋を家族皆でお楽しみ

下さい。 

 取り扱い：大阪：ムソー 

3～4人前   

295円 

3～4人前   

295円 

キムチ鍋スープ 

原材料：米みそ、水あめ、魚醤、米

黒酢、豆板醤、食塩、にんにく、昆

布エキス、煮干いわし粉末、唐辛

子、パプリカ色素  

品番９４２１ 

翌週 

3～4人前   

295円 

寄せ鍋スープ 

品番９４２４ 

翌週 

3～4人前   

295円 

とり塩鍋スープ 

3～4人前   

295円 

翌週 

品番９４２５ 

原材料:ごま：だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、豆乳（大豆：遺伝子組換えでない）、もち米飴、練りごま、しょうゆ、砂糖、鶏がら

スープ、なたね油、食塩、米みそ、ごま、ごま油、でん粉、いわしエキス、しょうが、オニオンエキス、唐辛子  

   塩レモン：もち米飴（米（国産））、甘酒、鶏がらスープ、塩レモン、レモン果汁、昆布エキス、煮干エキス、でん粉、イワシエキス  

   麻婆：醤油（大豆（国産）・小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、味噌、甜麺醤、ポークエキス、ごま油、清酒、にんにく、しょうが、

豆板醤、でん粉、辣油、香味油、、いわしエキス、なたね油、食塩、香辛料（花椒粉、五香粉、こしょう）  

冨貴食品の鍋の素 

取り扱い：大阪：ムソー 

翌々週 

8501 ごま鍋の素 

8502 塩レモン鍋の素 

8503 麻婆鍋の素 

素材本来の味を大切にして作った美味しい鍋の素です。

ごまのコクと香りが食欲をそそるごま鍋の素、自家製塩

レモンを使ったさっぱりとしたスープの塩レモン鍋の

素、コクのある辛味の中にネギ油とスパイスが香る本格

中華鍋だしの麻婆鍋の素。お好みでお選び下さい。 

各150g 

335円 

化学調味料・保存料等、添加物不使用！ 

翌週 

使われている野

菜はすべて国内

産の、こだわり

のがんもどきで

す。 

秋から春先にかけての季節限定供給品！製造：松山：共同農産 

焼きとうふ がんもどき 

冷蔵 冷蔵 

翌週 

～鍋ものやすき焼き、おでん等これからの季節に大活躍！是非お使い下さい～ 

翌週 

3個 

200円 

ソフト豆腐の両

面を、圧搾一番

絞りのなたね油

で焼きあげまし

た。 

2枚 

200円 

品番９１５４ 品番９１５５ 

ごま豆乳鍋スープ 理事のオススメ供給品コーナー 
別紙にて理事の紹介文を記載しています。 

各種 ゴミ袋 

原材料：ポリエチレン 

取り扱い：セキ 

容量45ℓのごみ袋

で、どちらも10枚

入りです。 

どちらも10枚入り 

170円 

冷蔵 

精米機 匠味米 
精米スピードは速く、米

割れも少なく、高温にな

りにくい。 

新米の供給も始まったこ

の時期に合わせて一台い

かがでしょうか？ 

6901 レッド 

6902 ホワイト 
各色 23980円 

翌々週 

詳しくは別紙のチラシ

をご覧ください。 

粗挽ポークソーセージ 
 ポークカレーソーセージ 

 

冷蔵 

粗挽きポークソーセージ

タイプのものを、大人も

子どもも大好きなカレー

風味に仕上げました。お

弁当やおかずの一品に最

適です。 

冷蔵 

粗挽きの豚肉を天然羊腸

に詰めて作ります。オー

ソドックスな味わいなの

で、お子様から大人の方

どなたにでも好まれる美

味しさ。 150g 

580円 

150g 

580円 品番８５３３ 品番８５３４ 

OCR541 乳白色 

OCR542 透明 



製造：(有)ゆうぼく 

夏季限定供給品 

無添加ウィンナー各種 

冷凍 

原材料：自然豚うで肉(香川・徳島)、玉ねぎ、三温糖、食塩、こしょう（ごまウィンナーには

ゴマが入ります。）   

翌々週 

OCR438 ゆうぼくウィンナー 100g 400円 

OCR439 ゆうぼくごまウィンナー 100g 430円 

自然豚を新鮮な状態で加工し、燻製まですべてゆうぼくの里で行っ

ています。結着剤や増量剤を使用しないため、製造過程における温

度管理と肉の新鮮さが結着の決め手です。 

ポークウィンナーは香辛料を極力控え、やさしい味に仕上げている

ので、お子さんにもオススメです。ごまウィンナーはごまを混ぜ合

わせています。 

香川県の自然豚を遺伝

子組み換えを行ってい

ないとうもろこしの餌

で育て、新鮮なうちに

2週間塩漬けし、燻製

しました。安心して食

べられる加工品に仕上

げています。 

（有）ゆうぼくのハムスライス各種 

冷凍 

翌々週 

OCR440 ロースハムスライス 120g 800円 

OCR441 ボンレスハムスライス 120g 670円 

原材料：豚肉、食塩、白こしょう、三温糖、

黒こしょう、ナツメグ、クローブス 

自然豚を使った（有）ゆうぼくのウィンナー 

カナダで有機栽培された砂糖楓の樹液を、水

や添加物を一切加えずにそのまま煮詰めて作

られた、ちょっと贅沢な有機JAS認定メー

プルシロップです。クッキーやケーキ等のお

菓子作りにはもちろん、ホットケーキのシ

ロップやアイスクリームのトッピング、コー

ヒーや紅茶の甘味等、様々に使えます。まろ

やかでやさしい甘さのメープルシロップを是

非どうぞ。 

まろやかで優しい甘さのシロップ 

ＯＧメープルシロップ 

取り扱い：大阪：ムソー 賞味期限：常温1080日 

 最近では各種あら

ゆる料理に砂糖の代

わりとしてメープル

シロップを使われる

方も多いんだとか。 

是非色々な用途で幅

広くお使い下さい。 

250ml  1275円 

→1190円 品番９１３４ 
翌々週 

 

リサイクル台所用固形 

90g 135円 →125円 

2kg 775円 →700円 2kg 860円 →775円 

4ℓ 1680円 →1515円 4ℓ 2110円 →1900円 

OCR５０２ 

OCR５０３ OCR５０４ 

OCR５０７ 

キッチンやお風呂場等の洗浄に最適

な台所用の固形石けんです。キッチ

ンスポンジと合わせれば、その洗浄

効果もさらに良くなります 

リサイクル 洗濯用粉末 

リサイクル 洗濯用液体 

独特の石けん臭さをレモ

ン香料を入れることで解

決した粉末の石けんです 

特に冬場に起こる粉石けん

の溶けにくさを液体にする

ことで解消した液状石けん 

リサイクル品が馴染めな

い方向きの液体石けん。

バージンオイル100％ 

洗濯用液体  バージンオイル 

OCR５０８ 

翌週 

翌週 

翌週 

洗濯用粉末 レモン香料 

翌週 

翌週 翌週 

昔ながらの洗濯用の粉石け

ん。石けん分が70％ある

洗浄力が抜群の粉石けん。 

～廃油から作られた環境にも優しいリサイクル石けんを～ 

洗濯用粉末漂白剤入り 洗濯用粉末アルカリ剤入り 

全自動洗濯機に合わせ

て、溶けやすくするため

に酸素系漂白剤を入れた

粉末の石けんです。 

石けん分を減らし重層を

配合して、溶けやすく石

けんの匂いも残らないア

ルカリ剤粉石けんです。 

翌週 翌週 
1kg 400円 →360円 1kg 400円 →360円 

OCR５０５ OCR５０６ 

洗濯用固形 

昔ながらの釜焚きで長時間かけて作ったリサ

イクル固形石鹸です。リサイクル石鹸ですの

で、いろいろな用途に使えます 

OCR501 280ｇ 250円→225円 

品番9126 150ｇ 140円→130円 

特価 

特価 

 

古代米にはビタミン、ミ

ネラルが豊富に含まれて

います。お好みの量をご

はんにまぜて、お召し上

がりください！ 

取り扱い：有限会社 兵頭産業（松前町） 

翌週 9711 古代米（三種ブレンド） 

9712 赤 米 

9713 黒 米 

各200g 300円 

冷蔵 

原材料：古代米：赤米、黒米、緑米（全て愛媛県産） 

    赤米：赤米（愛媛県産）  

    黒米：黒米（愛媛県産） 

(有)兵頭産業の古代米各種！ 



成分：過炭酸ナトリウム

（酸素系） 

成分：純石けん分（10％

脂肪酸カリウム） 

成分：過炭酸ナトリウ

ム（酸素系）、アルカ

リ剤（重層）、界面活

性剤（純石けん分） 

酸素系漂白剤と重層と

石けんの3つの相乗作

用で洗濯槽や排水パイ

プ等の洗いにくい部分

の汚れを落とします。 

植物油（パーム・パーム核）を主原料に、オレンジの

皮から絞ったオレンジオイルを使用した香りの良い液

状せっけんです。お風呂洗いはもちろん、窓やトイレ

などの住居用にも。ボトルは便利な泡スプレー式です 

風呂洗い石けん 

スプレー500ml 555円 

→530円 品番９１１１ 

詰替え450ml 360円 

→325円 OCR５１６ 

翌週 

ナチュロン純粉石けんＮ 

植物油（パーム油）を原料にした純植物性石

けんです。添加剤や助剤は一切使用していな

い無添加石けんですので、絹やウール洗いに

もお使い頂け、ふんわりと洗い上げます。 

ＯＣＲ５１３ 

成分：純石けん分（99％脂肪酸ナトリウム） 

1kg 755円 

→680円 翌週 

オリーリンスはオリーブスクワランやホホバ油、精油

を配合していますので、きしみ感のないしなやかな髪

にまとめてくれます。髪にやさしい天然成分（カミツ

レ・シソ・ボタンエキス）により髪の健康を保ちます 

オリーリンス 

ポンプ550ml 1305円 

→1240円 

詰替え500ml 885円 

→800円 

合成界面活性剤等の化学合

成物質は不使用。無着色。 

OCR５２２ 

翌週 

酸素系漂白剤 
酸素の作用で黄ばみや石けんカスの付着を防止し、嫌

な匂いを和らげてくれます。肌着や衣服の黄ばみやし

みの漂白・除菌・消臭にお使い下さい。過炭酸ナトリ

ウム100％なので塩素ガス発生等の心配はありません 

ボトル430g 445円 

→425円 

詰替え500g 445円 

→400円 

品番９１１０ 

OCR５１５ 

翌週 

洗濯槽クリーナー 

100g×3袋740円  

→670円 OCR５１７ 

翌週 

ひまわり油を主原料に、天然ビタミンE・天然ハーブ

エキスを使用した髪にやさしい植物性石けんシャン

プー。ローズマリーやラベンダー、ユーカリやオレン

ジ等の精油を配合したシトラスフローラルの香りです 

ナチュロンシャンプー 

成分：水、カリ石けん素地、グリセリ

ン、トコフェロール、香料、クエン酸 

ポンプ500ml 990円 

→940円 

詰替え500ml 645円 

→580円 OCR５１９ 

翌週 

品番９１１６ 

ナチュロンリンス 
髪の毛を弱酸性にし、しっとりつややかな髪を保ちま

す。ホホバ油や天然ハーブエキスを配合した髪に優し

いリンスです。ローズマリーやラベンダー、ユーカリ

等の精油を配合したシトラスフローラルの香りです。 

成分：水、クエン酸、エタノール、グリセリン、

ホホバ油、キサンタンガム、香料、クエン酸Na 

ポンプ500ml 990円 

→940円 品番９１１８ 

詰替え500ml 645円 

→580円 OCR５２０ 

翌週 

オリーシャンプー 
オリーブ油を主原料に、マンダリンオレンジ果皮油等

を配合した爽やかな香りの石けんシャンプー。オリー

ブスクワランや髪に優しい天然成分を使用し、洗髪中

のきしみ感を和らげました。ポンプは経済的な泡式。 

品番９１１９ 

詰替え500ml 885円 

→800円 OCR５２１ 

合成界面活性剤等の化学合

成物質は不使用。無着色。 

ポンプ550ml 1305円 

→1240円 

翌週 

成分：石ケン素地、グリセリン、トコフェ

ロール（天然ビタミンE）  

95g×3個 285円  

→260円 

植物油を原料に香料・着色料・合成酸化防止

剤・防腐剤などの合成添加物不使用の固形石

けん。天然ビタミンＥ使用。 

OCR４９４ 

翌週 

パックス化粧石けんＥ 

品番９１２０ 

成分：純石けん分（5% 脂肪酸カリウム）、アルカリ剤（炭

洗浄助剤のアルカリ剤（炭酸塩）を

配合しているので、黄ばみや汚れに

密着して汚れを落とします。逆さに

し

トイレ洗い石けん 

翌週 

スプレー400ml 445円 

→425円 

詰替え350ml 265円 

→240円 

品番９０８８ 

品番９０８９ 

キッチンスポンジ 

骨格構造の目の荒いスポンジ

なので、水切れがよく衛生的

でヌルヌルしません。また研

磨剤等を使用していませんの

で、食器を傷付けません。泡

立ちや耐久性も抜群 

翌週 

成分：水、カリ石けん素

地、グリセリン、ローズマリーエキス、

マカデミアナッツ油使

用の植物性全身用石け

ん。泡状ポンプ式ボト

ルに詰め替えると、赤

ちゃんの入浴時に使い

易く、きめ細かい泡で

お肌を

包むよ

ベビー全身シャンプー（詰替） 

翌週 

材質：軟質ポリウレタン 

1個 170円  

→155円 

OCR499 色つき 

OCR500 ﾅﾁｭﾗﾙ 

300ml 550円 

→495円 品番９１０１ 



成分：水、グリセリン、ベヘニルアルコール、ベタイン、スク

ワラン、カリ石ケン素地、ホホバ種子油、ステアリン酸、パル

ミチン酸、ベヘン酸、アルガニアスピノサ核油、ツバキ油、加

水分解シルク、グルコシルセラミド、アルゲエキス、加水分解

卵核膜、キサンタンガム、トコフェロール、ヒノキチオール、

エタノール、プロパンジオール、香料   

成分：水、グリセリン、ハイ

ブリッドヒマワリ油（ハイオ

レイックヒマワリ油）、ホホ

バ油、カリ石けん素地、トコ

フェロール（天然ビタミン

E）、ビワ葉エキス、ヒノキ

チオール、エタノール 

成分：水、グリセリン、エタノール、

リンゴ酸、ビワ葉・シラカバ・ヘチマ

エキス、ヒノキチオール、クエン酸Na 

パサついて広がりがちな髪をうる

おいヴェールで包みこみ、しっと

り、まとまる髪に整えます。毛髪

表面に被膜を形成し、毛先まで滑

らかな指通りに導きます。ローズ

（天然香料）のやさしく華やかな

香りです。  

成分：水、カリ石けん素地、グリセリ

ン、トコフェロール、ヒノキチオー

ル、エタノール、香料、クエン酸 

成分：水、カリ石けん素地、グリセ

リン、トコフェロール、ビワ葉エキ

ス、エタノール、香料、クエン酸 

ヒマワリ油を主原料とした、植物性石けんのハンド

ソープです。ヌルヌルせずにサッパリと洗えます。

天然ビタミンEやヒノキチオール配合で手を清潔に

保ってくれます。ポンプ

ハンドソープ 

ポンプ260ml 455円 

→435円 品番９１２２ 

詰替500ml 520円 

→470円 ＯＣＲ５２４ 

ヒマワリ油を主原料に、ビワ葉エキスやハーブエキス

を配合した植物性石けんの全身洗浄料・ボディーソー

プです。ローズマリーやゼラニウム等の精油を加えた

香りの良い石けんです。

ボディーソープ 

品番９１２３ 

ＯＣＲ５２５ 

ポンプ500ml 1040円 

→990円 

詰替500ml 630円  

→570円 

クリームソープ  無香料 
植物油（パーム油、ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ホホバ油、ヒマワリ油の保湿を

プラス。クリーミーに泡立ちます。汚れは落

としてうるおいを残す“つる・しっとり”の

洗い上がりがうれしい、日常使いの石けん。 

成分：石ケン素地、

ハイブリッドヒマワ

リ油、ホホバ油、ト

ＯＣＲ４９５ 

1個 125円→115円 

翌週 

1個 160円→145円 

成分：石けん素地、ハイブ

リッドヒマワリ油、ホホバ

油、トコトリエノール、レモ

ングラス油、ローズマリー油 

クリームソープ（L） 

ＯＣＲ４９６ 

植物油を原料にした石けん素地に、ひまわり

油とホホバ油を配合しました。レモングラ

ス・ローズマリーのエッセンシャルオイル入

り。キメ細かくクリーミーな泡立ちの石けん 

翌週 

クリームソープ  ＳＲ 

ＯＣＲ４９７ 

植物油（パーム油、ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ホホバ油、ヒマワリ油の保湿を

プラス。4種のエッセンシャルオイル（パル

マローザ油など）を配合しています。 

成分：石ケン素地、ハイブ

リッドヒマワリ油、ホホバ

油、トコトリエノール 、パ

ルマローザ油、 ニオイテン

ジクアオイ油、グレープフ

ルーツ果皮油、クスノキ葉油  
翌週 

1個 170円→155円 

成分：石けん素地、ハイ

ブリッドヒマワリ油、ホ

ホバ油、トコトリエノー

ル、ハッカ油 

植物油（パーム油・ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ひまわり油とホホバ油を配合し

ました。ハッカのエッセンシャルオイル入り

です。キメ細かくクリーミーに泡立ちます。 

ＯＣＲ４９８ 

クリームソープ（M） 

翌週 

1個 160円→145円 

クエン酸や植物エキスの働きにより、洗顔後の肌を

弱酸性に保ち、ひきしめる化粧水です。ヘチマエキ

スや天然水により、うるおいを保ちみずみずしい肌

にします。2回目からは

フェイシャルローション フェイスクリアソープ 
毎日の洗顔でも皮脂を取りすぎず肌の持つ自然な防

御力を守り、きめ細やかな泡立ちで、滑らかでしっ

とりとした洗い心地が得られます。ハチミツなどの

保湿成分と植物性石けんをじっくり熟成させました 

翌週 

翌週 1個95g 820円 

→740円 

成分：石けん素地、グ

リセリン、ハチミツ、

白糖（スクロース）、

水、トコフェロール

（天然ビタミンE）、

OCR５３０ 

OCR５３１ 

詰替え100ml 1080円 

→975円 

ボトル100ml 1360円 

→1295円 品番９１２４ 

合成の紫外線吸収剤や合成界面活性剤等は使用せず、

石けんで乳化した伸びがよくサラッとした仕上がりが

得られるUVクリームです。日焼けによるしみ・そば

かすを防ぎ、お化粧の下地

合成界面活性剤や合成保存料や着色料等の化学合成物

質は一切使用せずに、ひまわり油とホホバ油を石けん

で乳化したシンプルで安全なクリームです。お肌を乾

燥から守り、滑らかで張り

エモリエントクリーム 

1個35g 1420円 

→1280円 OCR５３３ 

ナチュロンUVクリーム 

翌週 

翌週 

OCR５３５ 

1個35g 740円 

→670円 

成分：水、プロパンジオール、スク

ワラン、酸化チタン、グリセリン、

カリ石けん素地、ステアリン酸、パ

ルミチン酸、ベヘン酸、シリカ、

ローズ水、シア脂、ベヘニルアル

コール、ヒノキチオール、カミツレ

花エキス、カワラヨモギエキス、エ

タノール 

180g 1060円 

→955円 

ナチュロントリートメント 

翌週 品番９０９０ 

モイストローション  
ナチュロン 

成分：水、グリセリン、トレハロース、クインスシードエキス、ビワ

葉エキス、シラカバエキス、ヘチマエキス、カンゾウ根エキス、キサ

ンタンガム、ヒノキチオール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール 

洗顔後の肌を弱酸性に

し、潤いを補う化粧水

です。べとつきがな

く、しっとりとした感

触です。脂性でない方

におすすめです。 

翌週 

9097 ボトル 100ml 1470円→1400円 

9098 詰替 100ml 1195円→1075円 



八幡浜：矢野傳の練り物は、合成保存料は使用せず冷凍すり身（無リン）

と調味料は必要最低限にとどめ、地元：八幡浜港に水揚げされた新鮮

な魚をふんだんに使用しています。魚の旬が感じられる練り物をどうぞ 

原材料：魚（エソ・グチ・ムツ・トラハゼ・その他

の白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（20％）、魚しょ

並ちくわ 

50g×2本 190円 

  →170円 

上板かまぼこ いよ誉れかまぼこ 

上天ぷら 野菜天ぷら 

ごぼうじゃこ天 きんぴらじゃこ天 

じゃこ天 

特価 特価 

特価 特価 

特価 特価 特価 

特価 

イカ入りじゃこ天 

原材料：魚（ハランボ、ホウボウ、トラハゼ、その

他の白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、伯方

の塩、魚しょうゆ、三温糖、清酒、甘蔗澱粉、イカ 

特価 

原材料：魚（エソ・グチ・ムツ・トラハゼ・ホウボ

ウ・他白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（30％）、魚

しょうゆ、伯方の塩、三温糖、清酒、甘藷澱粉 

原材料：魚（エソ・グチ・ムツ・トラハゼ・その他

の白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（20％）、魚しょ

うゆ、伯方の塩、三温糖、清酒、甘藷澱粉 

原材料：魚（エソ・グチ・ムツ・トラハゼ・その他

の白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、魚しょ

うゆ、伯方の塩、三温糖、清酒 

原材料：魚（エソ・グチ・ムツ・トラハゼ・その他

の白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（20％）、魚しょ

うゆ、伯方の塩、三温糖、みりん、甘藷澱粉、人参 

原材料：魚（トラハゼ・ホウボウ・その他の白身

魚）、無リン冷凍イトヨリ（30％）、魚しょうゆ、

伯方の塩、三温糖、甘藷澱粉、ごぼう、人参 

原材料：魚（トラハゼ・ホウボウ・ハランボ・アジ

等）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、魚醤油、伯方

の塩、三温糖、みりん、甘藷澱粉、ごぼう、人参 

原材料：魚（トラハゼ・ホウボウ・ハランボ・アジ

等）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、魚しょうゆ、

伯方の塩、三温糖、みりん、甘藷澱粉、ごぼう 

えび入り天 
冷蔵 

原材料：魚（エソ・

グチ・トラハゼ・そ

の他の白身魚）、無

リン冷凍イトヨリ

（20％）、伯 方 の

塩、甘 蔗 澱 粉、魚

しょうゆ、三温糖、

清酒、エビ 

特価 

翌週 

原材料：魚（エソ・ホタルジャコ・アジ・その他の

白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、魚しょう

ゆ、伯方の塩、三温糖、清酒 

野菜棒天 
冷蔵 

原材料：魚（エソ、

グチ、トラハゼ、そ

の他の白身魚）、無

リン冷凍イトヨリ

（30％）、伯 方 の

塩、甘 蔗 澱 粉、魚

しょうゆ、三温糖、

清酒、ごぼう、人参 

翌週 特価 

35g×5枚 295円 

  →265円 

OCR０９５ OCR１００ 翌週 翌週 翌週 

翌週 翌週 

OCR０９８ 翌週 翌週 

翌週 

上ちくわ 
翌週 

特価 

30g×4本 275円 

  →250円 

冷蔵 

OCR０９４ 

冷蔵 

1本110g 275円 

  →250円 冷蔵 

OCR０９６ 

1本120g 450円 

  →405円 冷蔵 

OCR０９７ 

50g×2枚 245円  

 →220円 冷蔵 

OCR０９９ 

冷蔵 

50g×2枚 245円 

  →220円 

20g×8枚 285円 

  →255円 冷蔵 冷蔵 

OCR１０１ 

3本入り 255円 

→230円 

50g×2枚 340円 

  →310円 OCR１０２ 

30g×3枚 185円 

  →170円 冷蔵 

50g×3枚 265円 

  →240円 冷蔵 

OCR１０３ 

翌週 OCR１０４ OCR１０５ 



フランスパン    

表面が固く、中身はふっくらと焼き上げたフ

ランスパンです。お好みでジャムやバターや

チーズ等を添えても美味しいです。食事パン

にもどうぞ。 

ＯＣＲ０５７ 

翌週 

原材料：愛媛県産小麦粉、ホシノ天然酵母、天塩 

南国市の斉藤牧場さんの

牛乳から採れた牛乳「南

国斉藤牧場の山地酪農牛

乳」です。さらっとして

いてとっても飲みやすい

です 。低温殺菌、ノンホ

モ牛乳です。 

山地酪農牛乳 

OCR０３６ 
翌週 

1L  

360円 

取り扱い：ひまわり乳業 

冷蔵 

食事パンやおやつパンにもどうぞ！ 松山：くるみの森のパン 

キュービックフランス 
国内産小麦粉とホシノ天然酵母等を使用し

て風味良く焼き上げました。 

1個  

350円 

原材料：愛媛

県産小麦粉、

天然塩、ホシ

ノ天然酵母 翌週 

ＯＣＲ０５８ 

原材料：愛媛県産小麦粉、三温糖、天塩、四つ葉バター、

低温殺菌牛乳、当生協の卵、ホシノ天然酵母、米、麹 

当生協の卵をたっぷり練り込んで作ったロー

ルパンです。バターの風味いっぱいのその味

わいは、食卓の名脇役になること間違い無し 

翌週 

5個入り 

385円 

バターロール 

ＯＣＲ０５５ 

特価 

1本 350円

→315円 

コロコロパン（人参） 

原材料：小麦粉（愛媛県産チクゴ

イズミと北海道産ユメチカラの混

合）、ゆうき生協のたまご、四つ

葉バター、ひまわり低温殺菌牛

乳、三温糖、天日塩、人参、ホシ

ノ天然酵母 

翌週 

季節ごとの野菜を練り込

んだ、ほんのりと甘いパ

ンです。お子様のおやつ

にもピッタリです。 

7個入り 

340円  

ＯＣＲ０５６ 

ブルーベリージャム 

収穫初期の酸味の強い実と、後半の甘味の

強い実を混ぜながら味のバランスをとって

います。パンやヨーグルトにどうぞ！ 

高知産のブルーベリーを使用！ 

翌週 
品番9514 大 480g 1630円 

品番9515 小 240g 865円 

原材料：ブルーベリー(高知産)、粗糖（鹿児島産） 

取り扱い：ザイオンバレーファーム 

大分：下郷農協  

耶馬渓の高原大地で育った

牧草をたっぷり食べた、健

康な牛から搾った生乳を使

用。その生乳からできた牛

乳と、厳選された珈琲豆か

ら丹念にネルドリップした

コーヒー抽出液をバランス

よく配合した味わい豊かな

カフェオレです 

原材料：生乳、乳製

品、砂糖（三温糖） 

カフェオーレ 

OCR０４０ 冷蔵 

下郷ヨーグルト 

耶馬渓の高原大地で育った牧草をたっぷり食

べた、健康な牛から搾った生乳を使用してで

きた、食べやすい加糖タイプのヨーグルトで

す。朝食やお子様のおやつ等にも最適です。 

OCR０３９ 冷蔵 

翌週 

翌週 

100g 

110円 1L 

300円 

秋川牧園ヨーグルト 

OCR037 プレーン 

OCR038 加糖 

各300g 350円 

原料の秋川牛乳は、non

-GMO、さらにPHF

コーン等、徹底的にこだ

わったエサで育てた牛か

ら搾っています。体の免

疫力を高める「ビフィズ

ス菌BB-12」を使用

し、香料や凝固剤など不

使用のシンプルで飽きの

こない味わいのヨーグル

トに仕上げました。   

翌々週 

冷蔵 

原材料：プレーン：牛乳  

    加糖：牛乳、砂糖、加糖練乳 

原材料：上ちくわ：地場の魚各種、無リン冷凍イトヨリ（20％）、魚しょう

ゆ、伯方の塩、三温糖、清酒、甘藷澱粉 上天ぷら：地場の魚各種、無リン

冷凍イトヨリ（20％）、魚しょうゆ、伯方の塩、三温糖、みりん、甘藷澱

粉、人参  きんぴらじゃこ天：地場の魚各種、無リン冷凍イトヨリ

（10％）、魚しょうゆ、伯方の塩、三温糖、みりん、甘藷澱粉、ごぼう、人

参 野菜棒天：地場の魚各種、無リン冷凍イトヨリ（30％）、魚しょうゆ、

伯方の塩、三温糖、甘藷澱粉、ごぼう、人参 

矢野傳おでん用セット 
八幡浜港に水揚げされた新鮮な魚

を豊富に使用した人気の練り物4

種類（きんぴらじゃこ天・上ちく

わ・上天ぷら・野菜棒天）のお得

なセットです。 

特価 

翌週 

製造：八幡浜：矢野傳 

冷蔵 

1セット 800円 

→720円 OCR１０６ 



30g 324円 →300円 

菜彩ふりかけ 

大根葉とキヌアポン 

味わい深いコクと、まろやかさの

ある梶田商店の食品添加物無添加

醤油です。濃口醤油は特に旨味と

味の伸びが強く、淡口は通常の濃

口醤油のような味わいのする色の

淡い醤油です。  

出来上がった醤油もろみを、搾っ

た生揚げ醤油に、もう一度醤油麹

を再び仕込んで、醗酵・熟成させ

たもので、二段仕込みとも呼ばれ

ています。原料は地元の大豆、

塩、小麦だけで余計なものは一切

使用していません。 

天 然 醸 造 丸 大 豆 醤 油 
品番4132 濃口（大） 720ml 1775円 

品番4133 濃口（小） 300ml 1035円 

品番4134 淡口（大） 720ml 1775円 

品番4135 淡口（小） 300ml 1035円 

原材料：大豆100%愛媛県産フクユタカ、小麦100%愛媛県産チクゴイズミ、ミナミノカオリ 

品番 規格 量目 価格 

品番4136 大 720ml 2810円 

品番4137 小 300ml 1480円 

品番 規格 量目 価格 

品番4138 大 300ml 1500円 

品番4139 小 150ml 860円 

巽晃（濃口） 再仕込み醤油 梶田泰嗣  

原材料：大豆（愛媛県産）、小麦（愛媛県産） 原材料：大豆（愛媛県産）、小麦（愛媛県産） 

たつみ みがらしみそ 

100g 275円 冷蔵 

原材料：麦みそ・砂糖(国内産)・醸造酢(国内産)・からし(国内産)  

品番４１４０ 

和がらしと甘口の麦白みそで造り上げたおかずみそです。からし酢味噌と

しても美味しく召し上がれます。 

巽醤油のこいくちとうすくちの味わ

いの中間をイメージしました。 か

け醤油・煮物・焼物・汁物等、素材

の持ち味を引き立たせる醤油として

最適です。 

無農薬・無化学肥料で次回の仕込みか

ら、長尾さんの小麦に変わります。 

たつみ麦みそ・粒 
南予地方(南伊予)独特の麹歩合の高い仕込みで、麦の甘さが麹菌に

よって最大にひきだされた自然なやさしい甘味を備えた味噌です。

初めて麦みそを食べられた方から美味しくて驚かれるお味噌です。   

品番4130 甘口 

品番4131 中辛 
原材料：大麦(国内産)・裸麦(愛媛県産)・大豆(愛媛県産)・食塩(香川県産) 

表示には酒精(国内産)と入っていますが、ゆうき生協で取り扱う供給品には含まれていません。  

冷蔵 

翌々週 

700g 各590円 

原材料：大根葉・醤油（大豆・小麦・食塩）・砂糖

（洗双糖）・食塩・発酵調味料（米・米こうじ・食

塩）・魚醤(魚介類)  

原材料：大根葉・醤油（大豆・小麦・食塩）・キヌア（キヌ

アパフ）・砂糖（洗双糖）・食塩・発酵調味料（米・米こう

じ・食塩）・魚醤(魚介類 )  

翌々週 

品番４２０５ 

品番４２０６ 

原材料は熊本県産の大根葉に雑穀のキヌ

アをパフしたものと調味料だけ。 

醤油は国産有機大豆と国産有機小麦で作

られたＪＡＳ有機認証された醤油を使っ

ています。パフしたキヌアが香ばしくて

大人にも人気のふりかけです。 

～いんやん倶楽部の月一特価企画！～ 

菜彩ふりかけ：大根葉 
シンプルな原料でつくるシンプルなふ

りかけです。原材料は熊本県産の大根

葉と調味料だけ。醤油は国産有機大豆

と国産有機小麦で作られたＪＡＳ有機

認証された醤油を使っています。  

品番4099 しそわかめ 

品番4100 ちりめんわかめ 各40g 270円 

食物繊維、カルシウムをたっぷり含んだわかめの素材を生かしま

した。柔らかなわかめの食感と爽やかなシソの香りが食欲をそそ

ります。温かいご飯やおにぎりはもちろん、卵焼きやパスタに混

ぜるなど、日頃の料理のお供にどうぞ！ 

原材料：しそわかめ：わかめ（鳴門産）、てんさい糖、食塩、赤しそ（国産） 

    ちりめんわかめ：わかめ（鳴門産）、てんさい糖、しらす（音戸産）、食塩、赤しそ（国産） 

鉄分、カルシウムが豊富

なひじき！調理しなけれ

ば 食 べ る こ と が 出 来 な

か っ た ひ じ き（長 崎 県

産）を柔らかなソフトふ

りかけにしました。白い

ご飯やおにぎりに相性抜

群なふりかけです。 

原材料一括：ひじき（長崎県産）、てんさい糖（北海道産）、食塩、みりん、昆布粉末、赤しそ、

高菜漬け（高菜とひじきのみ）、「カリカリ梅（梅ひじきのみ）」生姜、醸造酢、「鰹節エキス

（かつおひじきと海ひじきのみ）」、「水あめ（しょうがひじきのみ）」、「醤油（鰹ひじきと生

姜ひじきのみ）」、「ちりめん（ちりめんひじきのみ）」 

品番4101 高菜とひじき 

品番4102 梅ひじき 

品番4103 しそひじき 

品番4104 かつおひじき 

品番4105 生姜ひじき 

品番4106 ちりめんひじき 

翌々週 

各40g 290円 

“マルシマ”のソフトふりかけシリーズ 

特価 

翌々週 

30g  324円 

→300円 



濃縮番茶入梅醤エキス（個包装） 

5g×15個 990円→920円 

日本の伝統調味料の良さ

を生かす 梅醤（うめしょ

う）エキス番茶入り 

奈良県産の有機栽培青梅

で作られた有機梅干しと

国産原料（大豆・小麦）

で作られた天然醸造の醤

油でつくった梅醤エキス

に濃縮した番茶を加えた

ものです  

“ノンオイル“  油も砂

糖も使っていないドレッ

シングタイプの調味料で

す。 うまみとコクがあ

ります。有機栽培で育て

た青ジソを刻んでいれて

います。 

原材料：有機梅干し（国産）、本醸造醤

油[大豆(国産、遺伝子組み換えでない)、

小麦(国産)、食塩]、番茶[茶（国産）] 

5g×10個 990円→920円 

成分： 水・ヘチマ水・プロパンジオー

ル・グリセリン・ダイコン根発酵液・シソ

葉エキス・カンゾウ抽出末・トウキンセン

カ花エキス・シャクヤク根エキス・キハダ

樹皮エキス・アルギニン・BG  原材料：本葛、れんこん粉末、麦芽 

梅肉エキス本葛あめ  
(梅肉エキス＆本葛のリニューアル版です） 

～体調改善にも最適！大阪：いんやん倶楽部の月一特価企画！～ 

150g 2300円 

→2215円 

青梅をすりおろした搾り

汁を煮詰めてできた梅肉

エキスと本葛を麦芽で糖

化させました。そのまま

でも、お湯に溶かしても

どうぞ。お腹や風邪に優

しいエキスです。 

「昔から喉に優しい」と

言われるれんこん粉末と

本葛粉を麦芽で糖化させ

た濃縮エキスです。ほの

かな苦みと甘味がありま

す。そのまま舐めたり、

お湯に溶かしてお召し上

がり下さい。 

成分：チンピ・ウイキョウ・サンシ

シ・ガイヨウ・コウボク・センキュ

ウ・カンゾウ・コウカ・ソウジュツ・

トウキ  

品番４１９８ 

れんこん本葛あめ  
(れんこん湯エキスのリニューアル版です)   

本葛あめ    

原材料：本葛・麦芽  

翌々週 

品番４１９５ 

本葛粉を麦芽で糖化

させた本葛水あめで

す。優しい甘みが特

徴です。あめ湯にし

てどうぞ。甘味料と

してもお使いくださ

い。  

うまあじドレッシング 

青じそ 

いんやんローション 

品番４２０２ 

天然のへちま水にシャク

ヤクエキス、トウキンセ

ンカエキスなどの植物成

分を配合した一般肌用化

粧水です。香料・着色

料・酸化防止剤・アル

コール等の添加物を使っ

ていません。  

愛情せっけん 

成分：石けん素地・ツバキ油・酸化チタン  

翌々週 

品番４１９９ 

伊豆利島産のヤブ椿からとった椿油を配

合しています。 

香料も使っていない植物性せっけんで

す。 

スポンジで泡立てるとキメの細かい泡に

なります。体だけでなく洗顔や洗髪にも

お使いいただけます。  

椿 油 

成分：椿油  

翌々週 

品番４２００ 

１０種類の生薬を配合

した入浴剤です。 

１００％生薬配合で香

料や合成着色料を使っ

ていません。生薬薬用

浴用剤はまろやかな湯

ざわりと生薬の豊かな

香りで身体を芯から温めてくれます。１回分

(25g)がパックに入っているので便利です。  

生薬薬用浴用剤 

原材料：発酵調味料（米・米こう

じ・食塩）・醤油（大豆・小麦・食

塩）・リンゴ酢・青じそ・赤梅酢・

酵母エキス  

4203 2パック 480円 

4204 10パック 1815円 

伊豆利島産の一番搾

りの椿油です。利島

産の椿油は島内で農

薬を使わず育てられ

た椿の実を収穫して

島の製油工場で搾油

されたものです。 

脱臭した椿油をかわ

いいボトルに入れま

した。  

翌々週 

原材料：本葛、麦芽、梅肉エキス 

150g 2300円 

→2215円 

150g 1300円 

→1250円 

220g 626円→600円 

80g 880円 

→765円 

28ml 1430円 

→1245円 

150ml 2200円 

→1905円 

翌々週 

原材料：梅干し（国内産）、本醸造醤油  

梅醤エキス    

品番４１９０ 

梅干しを裏ごしたものと

醤油を合わせたエキス。

番茶に加えるだけでから

だを芯から温めてくれる

梅 醤 番 茶 の 完 成。醤 油

は、しっかり熟成させた

本醸造醤油を使用してい

ます。濃さはお好みで。 

250g 1782円 

→1545円 

翌々週 
れんこん本葛あめ（個包装） 

国内産本葛粉とれんこ

ん粉末を麦芽で糖化。

ほのかな苦みと自然な

甘み。原材料のれんこ

ん粉末に、れんこんの

節50％使用。ペース

トタイプで、そのま

ま、または湯に溶いて

ご使用ください。 
品番４１９６ 

原材料：本葛粉(国産）、れんこ

ん粉末（国産）、麦芽（カナダ

産・国内加工）  

品番４１９７ 

翌々週 

品番４１９３ 翌々週 

品番４１９４ 

翌々週 

国内産の農薬を使わずに栽培し、塩

漬けした「なすのへた」を炭にした

“なすのへた炭”を配合した塩はみ

がきです。界面活性剤や防腐剤、増

粘剤等の添加物も使っていません。 

なすの黒やき 

    塩ハミガキ 

成分：  海塩・水・グリセリン・

炭・トウモロコシ（非遺伝子組み換

え）・石けん素地・ハッカ油  

品番４２０１ 

 

翌
々
週 

100g 1320円 

→1140円 

翌々週 

翌々週 

いんやんリップクリーム 

オリーブスクワ

ラン、伊豆利島

産のヤブ椿から

とった椿油を配

合したリップク

リームです。 

翌々週 

原材料：ヒマシ油・ミツロウ・キャデ

リラロウ・カルナウバロウ・スクワラ

ン・ミリスチン酸オクチルドデシル・

ホホバ種子油・トコフェロール・ヨク

イニンエキス・オリザノール・グリチ

ルレチン酸ステアリル・ツバキ油・酸

化チタン・酸化鉄  

品番４２０７ 1本 1325円 

ねり梅にした国産梅干し

と、本醸造醤油で造った梅

醤エキスに、煮出して濃縮

した国産番茶と生姜のしぼ

り汁を混ぜ合わせました。

お湯をそそぐだけで手軽に

生姜入梅醤番茶がいただけ

ます。  

原材料：梅干（奈良産）、本醸造

醤油（国内産）、番茶（島根産）、生姜（国内産）  

濃 縮 番 茶 ・ 生 姜 入  
梅 醤 エ キ ス 

品番４１９２ 

翌々週 

250g 2106円 

→1825円 

奈良県産の梅干しと田中

屋の本醸造醤油で作った

梅醤エキスに、西製茶の

ほうじ番茶を煮出して濃

縮したものを混ぜ合わせ

ました。お湯を注ぐだけ

で簡単に梅醤番茶が頂け

ますよ。 

濃縮番茶入  
梅醤エキス 

原材料：梅干し（奈良県産）、田中屋の本醸造醤油

西製茶の番茶（島根県産・無農薬栽培ほうじ番茶） 

品番４１９１ 

翌々週 

250g 1998円 

→1730円 

特価 



有機  レモン 
各種色々な料理をサッパリと 

当生協のレモンは有機栽培だから皮ごと安心

して使えます。唐揚げや焼き魚に搾るのはも

ちろん、各種料理のアクセントに！またマー

マレードや蜂蜜漬け、レモンティー等の加工

用にも。各種色々な料理をサッパリとどうぞ 

品番９９３０ 

1級500g 320円 

品番９９３１ 

2級500g 165円 翌週 

あかぎにふじを交配し選抜、育成されたもの

です。味は甘味が強く、酸味は少なめ。果肉

は歯ごたえがあり、香りがよくて果汁が豊富

です。  

名 月 

3kg箱入り 

1900円 

品番８９０５ 

翌々週 

長野：小坂隆さん 

最も人気の高いりんご サンふじ 
国光とデリシャスを掛け合わせた品種。富士は

しっかりした歯応えで豊富な果汁があり、強い

甘味とバランスの良い酸味でスッキリとした味

わいがある、最も人気が高く大衆的な品種です 

出荷予定を目安に注文をとっているため、天候不順や

生育不良の時は、遅配になる場合があります。 

農薬散布は、出来る限り抑えて一般市販品に比べ半分

以下。肥料も有機質肥料だけを施して栽培しています 
翌々週 

１缶に一日分の野菜350gを濃縮し、２０種類の野菜を使用した、砂糖・

食塩無添加のトマトミックスジュースです。有機トマトはアメリカ産、

有機レモンはスペイン産、その他の野菜は全て国内産です。甘味は野菜

由来のもので砂糖・食塩は一切使用しておりませんので、糖分や塩分を

気にされている方にも安心してお飲み頂けますよ。 

原材料：有機トマトジュース（濃縮トマト還元）、野菜ジュース（有機にんじん（濃縮還元）、セルリー、か

ぼちゃ、｛アスパラガス・だいこん・はくさい・小松菜、ピーマン（すべて濃縮還元）｝、ビーツ、｛ケー

ル・赤ピーマン・野沢菜、ブロッコリー（すべて濃縮還元）｝、キャベツ、ほうれん草、グリンピース、レタ

ス、クレソン、パセリ）、有機ゆこう果汁、レモン果汁  

190g×30缶 4480円 
  
品番９１６５ 

有機野菜飲むならこれ！  １日分 

不足しがちな野菜類のサポートとしても是非どうぞ 

翌週 

190g×10缶 1550円 
  

ＯＣＲ４００ 

製造：徳島：ヒカリ食品 

8904 長野：水野さん 5㎏箱入り 2885円 

8906 長野：小坂さん 3㎏箱入り 1900円 

8902 青森：斉藤農園さん 800g 680円 

 

ＯＧぶどうジュース  
海外産有機赤ぶどう果汁（コンコード果汁）と有機白ぶどう果汁を使用

した、果汁100％（濃縮還元）の有機ぶどうジュースです。白ぶどう果

汁とブレンドすることにより、コンコード果汁の渋みを抑えて、 飲みや

すくすっきりとした味わいの有機ぶどうジュースです。香料・酸味料は

無添加です。砂糖・香料、保存料、着色料、酸味料は使用していません

ので、大人だけでなく、お子様にも美

味しくお飲みいただける、すっきりと

したぶどうジュースです。   

品番 規格 価格 

9198 160g×10缶 1540円 

9183 160g×30缶 4390円 

原材料：有機ぶどう（アメリカ、アルゼンチン）   取り扱い：ヒカリ食品 

翌週 

飲みやすくすっきりとした味わいの有機ぶどうジュースです！  

品番８９０８ 

青森：斎藤農園 

ゴールデンデリシャスと印度を掛け合わせた品種

です。細かい肉質で豊富な果汁、言わずと知れた

強い甘さと香りがある青りんごです。酸味が少な

いので小さいお子様にも大変好かれます。 

王 林 翌々週 

800g袋入り  

650円 

取り扱い：フェアトレーディング 

翌々週 

500g以上 

415円 

ＯＣＲ０１１ 

有機バナナ 

エクアドル産、また

はコロンビア産を供

給しています。芳醇

な香り・爽やかな酸

味・コクのある美味

しさに定評がある有

機バナナをどうぞ 

温州早生みかん    

県内の生産者のおいしいみかんを今年もよろしくどうぞ！ 

今年もおいしいみかんをお届けしま

すので、ぜひご注文下さい。 

美味しい「ゆうきのみかん」をよろ

しくお願い致します。 

贈答用はもう少し後に始まります。 

今年も宜しくお願い致します。 

翌週 

9935 温州早生みかん（愛媛産） 1kg 300円 

9937 温州早生みかん（大西産） 2kg 650円 



当生協では、なるべく地元産の有機（又は農薬・化学肥料不使用）栽培のものを原則として供給して

います。尚、ここに掲載している以外の単品野菜につきましては4桁品番注文書をご参照下さい。 

干しれんこん 

熊本：肥後レンコンの里 

60g入り   

295円 品番９９４９ 

～ゆうき生協の単品野菜！農産物情報～ 
じゃがいも 

（北海道産） 

翌週 

9903 ２㎏ 640円 

9944 1kg 355円 

ピーマン 

東温：和田丸有機グループ 

300g 

165円 品番９９１６ 

翌週 

しょうが 

100g 

235円 

高知：仁科家族農園 

品番９９４６ 

レンコン 

500g 

420円 

熊本：肥後レンコンの里 

品番９９４７ 

赤玉ねぎ 

500g 

120円 品番９９１１ 

今治：今治有機農業研究会 

1kg  

385円 

さつまいも 

今治：今治有機農業研究会 

翌週 

品番９９１０ 

翌週 

品番９９０８ 

ゴボー 

400g 

310円 

今治：今治有機農業研究会 

炒め物や漬け物、酢物に！ 

特有のシャキシャキ食感 

はやとうり 

東温：和田丸有機グループ 

2個 

155円 品番９９１２ 

1kg  

 465円 

里 芋 

今治：今治有機農業研究会 

品番９９２０ 

乾燥ごぼう 

品番９９４８ 

30g 

415円 

熊本：くまもと有機の会 

翌週 

たまねぎ 

翌週 

今治：有機農業研究会 

9902 ２㎏ 550円 

9943 １kg 300円 
品番９９０５ 

ぎんなん 

200g 

555円 

東温：和田丸有機グループ 

翌週 

タカノツメ 

20本 

155円 

翌週 

品番９９０６ 
 

ししとう 

200g 

155円 

品番９９０７ 

東温：和田丸有機グループ 

東温：和田丸有機グループ 

有機フルーティーＭＩＸジュース＋野菜 

原材料：果実(有機ぶどう、有機りんご、有機バナナ、有機レモン、かぼす、有機すだち)、野菜(有機トマト、

有機にんじん、有機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、有機モロヘイヤ、有機たまねぎ、有機青じそ)             

製造元：ヒカリ食品 

果汁85%＋野菜汁15%の、甘めで程よく飲みごたえのある、砂糖・食

塩不使用の有機JAS認定ミックスジュースです。野菜も一緒に取ること

ができ、お子様や女性にも美味しくお飲み頂けます。 

容器は、環境に配慮したカートカンを使用しています。 

 国産有機野菜（にんじん、小松菜、エンサイ、つるむらさき、モロヘイ

ヤ、たまねぎ、青じそ）と国産有機果実（すだち）、国産特別栽培（栽

培期間中農薬不使用）果実(かぼす)、 海外産有機トマト・ぶどう・りん

ご・バナナ・レモン 使用しています。 

お試し用 195ｇ×5本 

800円 品番９１７６ 

箱入り 195ｇ×15本 

2340円 
翌週 

品番９１９７ 



200g  

245円 

90g  

245円 

取り扱い：玉屋珈琲店  

玉屋コーヒーの 

カフェインレスブレンド  

翌々週 

蓮根うどん 

翌々週 

れんこん粉 翌々週 

無農薬無化学肥料で栽

培されたレンコンを乾

燥させ粉末状にしまし

た。水、又はお湯に小

さじ一杯を入れてお飲

みください。味噌汁や

お好み焼きなどの料理

にもどうぞ。 

生姜入り蓮根のど飴 

国内産の小麦粉を主

原料とし、無農薬無

化学肥料で栽培され

たレンコンの粉を生

地 に 練 り込 み まし

た。夏場にはざるう

どんでどうぞ。 

無農薬無化学肥料で栽

培されたレンコンと生

姜を使用しました。貴

重な国内産のごまの風

味と生姜の香りのバラ

ンスが絶妙。甘すぎな

いのが魅力です。 

 熊本県で栽培されたレンコン・芽レンコン・レンコ

ンの節を使用して作られました。レンコンは鉄分

やビタミンC、カルシウムが豊富に含まれてお

り、しかも低カロリー。古くから漢方などにも使

われ、滋養強壮に良いとされてきたレンコンを

使用し たこれらの供給品を是非どうぞ。 

製造：すべて熊本：水の子 

月一 

企画 

原材料：麦芽水飴、洗双糖、生姜、レンコン粉、ごま 

品番４００１ 

100g 

635円 

品番４００３ 品番４００２ 

原材料：国産小麦粉・レンコン粉、塩 

有機モカブレンド 【原産国名】 エチオピア、コロンビア、ペルー、メキシコ 

ほどよい酸味と芳香性豊かなモカをベースに、 

中性的なコロンビアとペルーをブレンドしています。 

柔らかい酸味をベースにした、飲みよいブレンドに仕上げています。 

玉屋コーヒー月一企画 翌々週   
 玉屋珈琲店では、長年の経験を持つ職人が昔ながらのやり方で、毎日早朝からコーヒー豆を煎り始め

ます。 

毎朝、錦市場から堺町通へ曲がると煎りたてのコーヒーの香りが漂ってきますが、玉屋の朝の風景と香

りは昔から、そしてこれからも変わることはありません。 

メキシコ・グァテマラ・ペルー・コロンビアなどのコーヒー豆それぞれの特徴と魅力を活かしたブレン

ドには自信があります。是非一度お試しください。 

4015 有機ダークローストブレンド（豆） 200ｇ 780 

4016 有機ダークローストブレンド（粉） 200ｇ 780 

 有機ダークローストブレンド 【原産国名】 メキシコ・ガテマラ・ペルー 

コクと苦みを強調したブレンド。飲み応えのある苦みとコク、ほのかな甘みが味わえ 

ます。重厚な後味に仕上げています。  

4009 有機ヨーロピアンブレンド（豆） 200ｇ 780 

4010 有機ヨーロピアンブレンド（粉） 200ｇ 780 

有機ヨーロピアンブレンド 【原産国名】 メキシコ・ガテマラ・ペルー 

中深煎りで香ばしい、コーヒー通をうならせる味。 

ミルクを入れても美味しく召し上がっていただけます。  

4011 有機スペシャルブレンド（豆） 200ｇ 780 

4012 有機スペシャルブレンド（粉） 200ｇ 780 

有機スペシャルブレンド 【原産国名】 メキシコ・ガテマラ・ペルー 

深煎りのブレンドで、深い味わいのコーヒーです。 

味、コクは絶品の仕上がり。エスプレッソ、カフェオレにも最適です。  

4013 有機モカブレンド（豆） 200ｇ 865 

4014 有機モカブレンド（粉） 200ｇ 865 

玉屋コーヒーの有機ＪＡＳ認定紅茶（リーフ） 

 玉屋珈琲店では、コーヒー同様、味と香りにこだわって、有機紅茶を厳選しています。 

全てJAS認証取得済み。  

有機セイロン 有機アールグレイ 有機ダージリン 有機アッサム 

スリランカの

ウバ地方で摘

む、色・香

り・味に優れ

た紅茶。   

魅惑的なベル

ガモットの香

り。英国スタ

イルのフレー

バーティー。    

上 品 な 味 わ

い と ほ ど よ

い 渋 み の 香

り 高 い 紅

茶。   

インドのアッサ

ム地方で栽培さ

れる高級紅茶で

す。ミ ル ク

ティーによく合

います。    

【原産国名】 スリランカ 【原産国名】 スリランカ 【原産国名】 インド 【原産国名】 インド 

4005 100ｇ 750円 4006 100ｇ 1010円 4007 100ｇ 1125円 4008 100ｇ 1010円 

モカの独特の風味と深いコク、

すっきりと飲みやすい後味に仕上

げています。カフェインが苦手な

方にも安心してお飲みいただける

有機栽培のカフェインレスコー

ヒー。  

原材料： 有機コーヒー豆（エチオ

ピア・メキシコ）  

甜菜糖シロップ 
国産（北海道産）の甜

菜を原料に使った、ま

ろやかですっきりとし

た甘さのシロップで

す。味わいは、ガムシ

ロップよりもまろやか

でスッキリしている甘

さが特徴です。お好み

で調整してください   平飼いたまごと、国産の原料にこだ

わって作ったカステラです。甘さ控え

めで、市販品にはない優しい味で仕上

がっています。 

月一企画カステラ 

100g  690円 

品番４０１７ 

500ml 
 

700円 

品番４０１８ 

翌々週 

翌々週 原材料：たまご、粗糖（鹿児島）、小麦

（三重県）、はちみつ（国産百花蜜）、水

飴   製造：あんぜん農産供給センター 

品番４０２０ 

約280g  

795円 翌々週 



みりん、醤油好みで砂糖

などと混ぜるだけで、自

家製ひしおができちゃい

ます。火入れしなければ

麹は生きてる発酵調味

料！きゅうりだけでな

く、豆腐にのせたりご飯

のお供にどうぞ 

月一企画！後藤商店：国内産低農薬雑穀4種類！  

は だ か 麦 も ち き び 

み ど り 米 う い ろ う 豆 

 昔話「桃太郎」のきび団

子で知られるように、古来

より人々に親しまれてきた

雑穀のひとつで、ほのかな

苦みと甘みがあります。 

 外皮は黒く、中は緑

色をしています。イソ

フラボンや、目にいい

とされるアントシアニ

ン系色素を含んでいま

す。 

 縄文時代に大陸から

日本へ始めて伝わった

といわれる古代米で

す。普通のもち米と比

べると粘りが強く甘み

があります。 

600g 780円 

 愛媛のはだか麦は

生産量日本一。はだ

か麦は麦ご飯の他、

麦みそ・麦茶等にも

使われています。最

近では焼酎や発泡酒

等にも利用されてい

ます。  

 賞味期限：すべて12ヶ月 

品番４０３２ 

品番４０３４ 品番４０３５ 

200g 780円 

250g 780円 230g 780円 

翌々週 

品番４０３３ 

翌々週 

翌々週 翌々週 

原材料：はだか麦（国産）、小麦（国産）、米（国

産）、炒り大豆（国産）  

後 藤 商 店 の ひ し お 麹 

品番４０３６ 翌々週 

400g  

440円 

も ち 麦 

品番９９６２ 

翌週 

 もちもちプチプチした食感と香り高い味わい

が特徴です。麦飯のように白米と一緒に炊飯し

たり、茹でて他の食材とあえて食べます。 

 産地は基本愛媛産ですが、収穫量、在庫数に

よっては佐賀県産、徳島産に変更になる場合が

あります。 
製造：ジェイウイングファーム 

取り扱い：共同農産 

500g 

500円 

取り扱い：大阪；ムソー  

全成分：マイカ、ミリスチン酸亜鉛、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、シリカ、ヘンナエキ

ス、椿油、カミツレエキス、ローズマリーエキス、ガンマオリザノール、褐藻エキス、ヘキサ（ヒ

ドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸）ジペンタエリスリチル、パルミトイルプロリン、

ジミリスチン酸AI、ステアリン酸、パルミチン酸、パルミトイルグルタミン酸Mg、パルミトイル

サルコシンNa、ステアロイルグルタミン酸2Na、ジイソステアリン酸ポリグリセル-2、トコフェ

ロール、ココイルアルギニンエチルPCA、BG（植物由来）、（＋/－）水酸化AI、タルク、酸化チ

タン、酸化鉄、カーボンブラック 

ヘアカラーファンデーション 
石油系合成界面活性剤やシリコン、鉱物

油、合成色素、合成香料、合成保存料等は

一切不使用の髪・頭皮用のファンデーショ

ンです。サッと広範囲をひと塗り！髪や頭

皮にも安心な天然由来成分で驚きのカバー

力を発揮します。これまでの石油系の類似

品のベタベタとした不自然な仕上がりに比

べ、ずっと自然にカバー出来るようになり

ました。通常の雨や汗に強くシャンプーで

簡単に落ちます。 各1個 3440円 

詰替え用レフィル 

各1個 2960円 製造：グリーンノート 

すべて翌々週配送です 

4025 ヘアカラーファンデーション ブラック 髪色が自然な黒色の方に 

4026 ヘアカラーファンデーション ライトブラウン 髪色が明るい茶色の方に 

4027 ヘアカラーファンデーション ダークブラウン 髪色が落ち着いた茶色の方に 

4028 ブラック 詰替え用レフィル ブラックの詰替え用 

4029 ライトブラウン 詰替え用レフィル ライトブラウンの詰替え用 

4030 ダークブラウン 詰替え用レフィル ダークブラウンの詰替え用 

 

各1本 

2300円 

全成分：ヒマシ油、ジイソステアリン酸ポリグリセル-2、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、キャンデ

リラロウ、ミツロウ、ホホバ種子油、イソステアリン酸水添ヒマシ油、カルナウバロウ、酢酸ステアリン酸

スクロース、ジ水添ロジンダイマージリノレイル、ヘンナエキス、椿油、カミツレエキス、ローズマリーエ

こちらも石油系合成界面活性剤や合成色素、合成香料、鉱物

油、合成保存料等は一切不使用です。塗るだけで生え際などま

とまった部分白髪なども手軽にカバー。口紅タイプサイズなの

でお出かけ先でもサッと白髪を隠せます。シャンプーで簡単に

洗い流せます。製造：グリーンノート 取り扱い：大阪；ムソー 

4022 ブラック 髪色が自然な黒色の方に 

4023 ライトブラウン 髪色が明るい茶色の方に 

4024 ダークブラウン 髪色が落ち着いた茶色の方に 

口紅タイプの部分白髪用！ ヘアカラースティック 配送は11/4週配

送になります 

配送は11/4週配

送になります 



新芽刈取の茶株ごと寒冷紗で被

覆し、遮光栽培したものです。

よって新芽は濃緑化し、味にま

ろやかさが加わり、香味も普通

煎茶と玉露の中間的なものと

なっています。 

出荷直前に、じっ

くりと時間をかけ

て焙煎した「ほう

じ 番 茶」で す。渋

味なく番茶特有の

すっきりとした甘

く芳ばしい香気が

特徴です。  

鮮紅色で透明感があり、滋

味は渋味と旨味の調和があ

り比較的渋味が少なく、鼻

に抜けるような中国系の高

い清香が特徴である、とさ

れています。 ストレートが

おすすめで、洋菓子にも合

います。  

有機紅茶月ヶ瀬春摘み  

月ヶ瀬健康茶園のお茶・紅茶各種！月一企画 

100g  1190円 

特上月ヶ瀬かぶせ茶 特 上 月 ヶ 瀬 煎 茶 

100g 980円 

美味しい召し上がり方は、70～

80℃まで冷ましたお湯で2～3分

待ってから濃淡のないように廻し

つぎ、最後の一滴まで注ぎきって

下さい。 

品番４０５１ 品番４０５２ 

べ に ふ う き 緑 茶 
「紅茶用品種の茶葉ですが、

生長して硬くなった葉を蒸し

て緑茶に加工することでメチ

ル化カテキンを含んだお茶に

なります。 高温で煮出してく

ださい。 

70g 875円 

月ヶ瀬健康茶園の

お茶・紅茶は、農

薬も化学肥料も使

わないふかふかの

土の茶畑から作ら

れました。すべて

有 機 JAS 認 定 品

です。 

品番４０５４ 

翌々週 

有 機 ほ う じ 番 茶 

ティーバッグ 

2g×40P   

590円 
品番４０５６ 

有機ほうじ煎茶 月香 

一番摘み煎茶を土

蔵で熟成後、強火

で火入れした「ほ

う じ 茶」で す。甘

く香ばしく広がる

芳香と、お月さま

のように輝く水色

が特徴です。  

80g  

1000円 
品番４０５７ 

紅 茶 べ に ひ か り 

品番４０５０ 60g   1100円 

有 機 ほ う じ 番 茶 
貯蔵庫で一定期間熟

成した番茶を、出荷

直前に、じっくりと

時間をかけて焙煎し

た「ほうじ番茶」で

す。渋味なく番茶特

有のすっきりとした

甘く芳ばしい香気が

特徴です。 

300g   980円 

品番４０５５ 

100g  1145円 

粉 末 緑 茶 ( 食 べ る 緑 茶 ) 
粉末緑茶は煎茶をまるごと粉

砕しているため、すべての栄

養を体内に摂取できます。湯

や水に溶かして、お料理でも

お召し上がり下さい。牛乳や

蜂蜜、ヨーグルト等にもよく

合います。チャック式の袋で

保管にも便利です。 

品番４０５３ 

80g 975円 品番４０４９ 

春に収穫した新芽を

和風紅茶に仕上げま

した。渋味なく、ス

トレートがおすすめ

で、和食や和菓子に

合います。  

原材料：割干し大根（鹿児島、北海道）、人参（宮崎）、ゆず皮（鹿

児島）〔漬け原材料〕しょうゆ、食塩、麦芽水飴、砂糖、米発酵調味

料、ゆず果汁、米酢、酵母エキス、梅酢  

原材料：割干し大根（鹿児島、北海道）、人参（宮崎）、昆布（北海

道）、ごま（ボリビア）、唐辛子（島根）〔漬け原材料〕しょうゆ、

砂糖、梅酢、米発酵調味料、米酢、酵母エキス、かつおエキス 

原材料：干し大根（宮崎）〔漬け原材料〕粗糖、梅酢、食塩、麦芽水

飴、昆布だし、みりん、米ぬか 

国産の青首大根の皮の付い

た部分だけを割干しにし、

丸大豆しょうゆ、三温糖、

紀州南高梅の梅酢などて風

味豊かに漬け上げました。 

国産の青首大根に皮の付い

た部分だけを割干しにし、

柚子皮と柚子果汁を加え淡

口 し ょ う ゆ、水 飴、三 温

糖、などで風味豊かに漬け

上げました。 

あとひきぱりぱり大根 

（柚子風味） 

宮崎産の干し大根を米ぬかと

国 産 柿 皮、粗 糖、梅 酢、食

塩、麦芽水飴などで漬け込ん

だ歯切れの良い干し沢庵で

す。宮崎特産の大根を寒風で

一本づつ丁寧にやぐらで干し

上げました，柿の風味が程良

い甘さです  

 

110g 350円 

品番４１７５ 

国産梅酢しょうが 日向茶漬 

ザ―サイ入り高菜油炒め ぬか風味スライスたくあん 

品番４１７８ 

宮崎産の白菜、高菜を

じっくり漬け込み、発

酵熟成し、にんじん、

生姜、昆布を合わせ漬

け上げた茶漬けです。 

品番４１７６ 

国産しょうがを、し

そ葉とともに梅酢で

漬け上げた「しょう

が漬」です。赤シソ

の香りと色合いが生

きています。 

九州で栽培されたザーサ

イを九州産古漬け高菜に

加え、なたね油で炒めた

風味豊かなお惣菜です。   

ザーサイの食感と国産一

味唐辛子の辛味が後を引

きます。 

品番４１７７ 

品番４１７９ 

翌々週 
翌々週 

50g 275円 

翌々週 翌々週 

翌々週 

あとひきぱりぱり大根 

（醤油味） 

取り扱い：大阪：ムソー 

原材料：しょうが（大分、宮崎）、有機しそ葉（奈良）〔漬け原材

料〕有機梅酢、有機米酢、食塩 

原材料：白菜（宮崎）、高菜（宮崎）、人参（宮崎）、しょうが（長

崎、熊本）、昆布（北海道）〔漬け原材料〕米水飴、米酢、しょう

ゆ、鰹だし、昆布だし、食塩、粗糖、みりん、梅酢、ウコン 

翌々週 

品番４１８０ 

原材料：高菜（宮崎）、ザ―サイ（九州）、食用なたね油（オースト

ラリア）、粗糖（鹿児島）、酵母エキス（日本）、しょうゆ（大

分）、梅酢（紀州）、唐辛子（島根）ウコン粉末（中国） 

120g 335円 

80g 290円 

110g 305円 
110g 305円 



エビはエコシュリンプ（インドネシアで粗放養殖｛天然に

限りなく近い環境での養殖方法｝されたもの）を使用。 

原材料：ズワイカニ（エビクリームコロッケはエコシュリンプ）、クリーム（水、ひらめ、小麦粉、バター、

生クリーム、全脂粉乳、かつおエキス）、パン粉（小麦粉、酵母、素精糖、塩）、サラダ油（キャノーラ菜

種）、小麦粉、ソフリット（たまねぎ、人参、オリーブオイル、食塩） 

カニクリームコロッケ 

おかずやお弁当の一品に！温めるだけの手軽に使える冷凍加工品！ 

エビクリームコロッケ 

北海道網走産のズワイガニを使用しています。 

冷凍 

月一 

企画 

すべて翌々週配送です 

品番４０７６ 

品番４０７５ 

各130g 5個入り 575円 
翌々週 

北海道：札幌中一の冷凍加工品！  クリームコロッケ各種 

製造元：宇都宮海産 

月一企画宇都宮海産のかえりちりめん 

品番４０３７ 

かえりちりめんとはちりめんがいりこに育つちょ

うど中間。体に銀色が出て、稚魚に変わり始める

ことから、「かえりちりめん」と呼ばれるように

なりました。 

食べ方はそのまま食べる「おかずちりめ

ん」、甘辛くたいて佃煮、かきあげ等に

していただいても美味しく召し上がれま

す。 

原材料：かたくちいわし、食塩 

約60g 

 290円 

翌週 

原材料：イチゴジャム：いちご（内子産）、てんさい糖 

    ブルーベリージャム：無農薬ブルーベリー（内子産）、てんさい糖 

はちみつバターにま

ろやかでコクのある

白ごまペーストを加

えました。パンには

もちろんお菓子作り

にもどうぞ。  

原材料：はちみつ（百花蜜）、無塩バター、白ごま

ペースト 

はちみつバターに黒

ごまの香ばしさを加

えました。トースト

やクラッカーにオス

スメです。 

粒をつぶさないフランスジャムのコンポートのような感

じです。果実の栄養分をなくさないように長時間煮込ん

でいません。 

月 に 一 度 の 限 定 企 画 ！ ベ ス ト ク ル ー の 無 添 加 供 給 品 

はちみつバター 

柚 子 胡 椒 

黒ごまはちみつバター 

白ごまはちみつバター 赤ワインソルト 

白ワインソルト 

各100g 

450円 

60g 

390円 

品番４０６４ 品番４０６５ 

品番４０６６ 

50g 

200円 品番４０６７ 

香 り が 豊 か で、生 野 菜 や

チーズに振ったり、魚や肉

を焼くときの調味料として

オススメです。 
50g 

360円 

白身魚を焼くときやパス

タ料理、豚肉を焼くとき

の調味料としてオススメ

です。 
50g 

360円 

原材料：無農薬ゆず（東温産）、塩（ドイツ岩

塩）、無農薬とうがらし（東温産） 

東温産の無農薬ゆずととう

がらしを使用。料理の薬味

としてお使い下さい 

品番４０６３ 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

4061 小 65g 390円 

4062 大 100g 520円 

低温でゆっくり仕上

げ た は ち み つ と バ

タ ー の ブ レ ン ド で

す。口あたりがなめ

らかなので、パンや

クラッカーにつけた

り、煮込み料理の隠

し味にどうぞ。 

60g 

390円 

原材料：はちみつ（百花蜜）、無塩バター、黒ごま

ペースト 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

ベストクルーのジャム 

4059 いちごジャム 

4060 ブルーべリージャム 

原材料：はちみつ（百

花蜜）、無塩バター 

原材料：塩（ドイツ岩塩）、酸化防止剤無添加赤ワイ

ン、ブラックペッパー（マレーシア産） 

原材料：塩（ドイツ岩塩）、酸化防止剤無添加白ワ

イン、タイム（東温産）、オレガノ（東温産） 

品番4070 小300ml 650円 

品番4071 中720ml 1465円 

品番4072 大1.8㍑ 2920円 

西予市：元見屋酒店の 開明：自然派  

地元：西予市のお酒・純米酒です！ 

「大吟 開明 自然派」は、合鴨の力をかりて、無農

薬、無肥料で育てた酒造好適米「五百万石」を40％

まで精白し、とことんこだわりぬいた、手造りで醸し

た大吟醸！もちろん純米酒です。 ■アルコール度数

15.3 ■日本酒度＋7 ■酸度1.6 ■アミノ酸 1.4      

月一 

企画 



シシャモ（釧路・広尾産） 

賞味期限：冷凍90日 

鮭卵（北海道産）、発酵調味料（小麦）、

昆布だし、料理酒  賞味期限：冷凍90日 品番４０７７ 
品番４０７８ 

100g 

1510円 

10尾 

815円 

10尾 

815円 

味付けいくら 
（ ス タ ン ド パ ッ ク ） 

姫ほっけ赤穂の天塩 

帆立の炊き込みご飯 

ホッケ（稚内産）、塩（赤穂）  

賞味期限：冷凍90日 

味の母、帆立（青森産）、昆布（南茅部

産）、みのり醤油、テンサイ糖、塩（赤穂） 

 賞味期限：冷蔵90日 

タコの炊き込みご飯 

味の母、タコ（稚内産）、昆布（南茅部

産）、みのり醤油、テンサイ糖、塩（赤穂） 

 賞味期限：冷蔵90日 

鮭の炊き込みご飯 

味の母、鮭（北海道産）、昆布（南茅部

産）、みのり醤油、テンサイ糖、塩（赤穂） 

賞味期限：冷蔵90日 

サンマ竜田揚げ 

サンマ（北海道産）、澱粉、醤油、発酵調味

料、食塩、白ごぼう 

賞味期限：冷凍90日 

品番４０８２ 

品番４０８４ 

カニの炊き込みご飯 

200g 

720円 

200g 

580円 

200g 

760円 

200g 

580円 

品番４０８５ 

200g 

490円 

冷蔵 

冷蔵 

冷蔵 

冷蔵 

北 海 道 の 海 産 物 
月 一 企 画 

シシャモ（釧路・広尾産） 

賞味期限：冷凍90日 

ししゃも（メス） ししゃも（オス） 

130g 

475円 

品番休止中 

味の母、ズワイガニ（稚内産）、昆布（南

茅部産）、みのり醤油、テンサイ糖、塩

（赤穂） 

賞味期限：冷蔵90日 

品番４０８６ 

品番４０８７ 品番４０８８ 

すべて翌々週配送です 

北海道：札幌中一から、“北の海の幸”のご

案内です。本場の味を是非ご賞味下さい。 

冷凍 冷凍 

冷凍 

冷凍 
冷凍 

イカソーメン 

品番４０８１ 

100g 

500円 

北海道産スルメイカ 

賞味期限：冷凍180日 
冷凍 

秋鮭（白鮭）（白糠郡産）、食塩（赤穂

塩）、テンサイ糖、ホワイトペッパー（マ

レーシア産・無農薬）  

  賞味期限：冷凍180日 

80g 

505円 

品 番 休 止 中 

スモークサーモン 

冷凍 

シシャモ（釧路・広尾産） 

賞味期限：冷凍90日 

品番４０７９ 

オス5尾 

メス5尾 

815円 

し し ゃ も 詰 合 

冷凍 



400ml 

650円 

マルシマのすし酢 

化学合成農薬や化学肥料を使用しないで栽培した

梅を、女松の新芽とともに漬け込みました。昔な

がらの製法で作った梅干です。  

マルシマのきなこのおしるこ 
国産原料100％使用で、香り高く煎って

粉末にした北海道産小豆に、マルシマの

国内産有機きな粉を加えた味わい深いお

しるこです。甘みにはさらりとした甘さ

のてんさい糖や味に深みとコクを与える

粗糖と黒糖を使用しております。 

15g×4袋 420円 

国 内 産 ら っ き ょ う 

昆 布 と 野 菜 の だ し 

300ml 

545円 

原材料：らっきょう（国産）漬け原材

料：｛米酢（有機）、はちみつ、粗糖、食塩｝ 

九州は宮崎の大地で大切に育てら

れたらっきょうの一粒一粒を国産

の有機米で造った「純米酢」とは

ちみつで愛情込めて美味しく漬け

込みました。カレーの付け合せに

はもちろんのこと、あらゆる料理

の箸休めにも。 

70g 405円 

国内産の生姜を食べやすいように

千切りにして、おかかと一緒に美

味 し く 炊 き 上 げ た 佃 煮 で す。

“シャキシャキ”とした生姜の歯

応えと、生姜の辛さが食欲を増進

させます。 

生 姜 で ご は ん 

品番４１１１ 

80g 

345円 

原材料：生姜、醤油（大豆、小麦を含む）、粗糖、水

飴、鰹削り節、みりん、醸造酢、食塩、酵母エキス 

品番４１１２ 

5g×12  

650円 

品番４１１４ 

旨味調味料(エキス類)を使用せず、

素材の味を活かした粉末タイプのだ

しの素です。 動物性素材を使用せ

ず、北海道産昆布と国産椎茸、国産

干し大根を「特殊製法」で焼いてい

ますので、だしがよく出ます。  

原材料：食塩、砂糖(てんさい)、   

昆布、椎茸、干し大根  

国 内 産 有 機 玄 米 酢 

品番４１１５ 

賞味期間：製造日より2年 原材料：有機玄米（国内産） 

有機栽培の玄米だけを原料に、昔なが

らの製法にこだわり、じっくりと醸造

したお酢です。玄米の独特の香りと旨

みをご賞味ください。飲料として、ま

たお料理にも使えます。   

原材料：有機米  

有機純米酢 

有機栽培されたうるち米だけ

を原料に、昔ながらの製法に

こだわり醸造したお酢です。 

純米酢独特の香りと旨みを御

賞味いただけます。  

品番4109 900ml 750円 大 

品番4110 300ml 340円 小 

翌々週 

つ ゆ 彩 々 

原材料：しょうゆ（本醸造）（大豆、小麦を含む）、

節（かつお、そうだ、さば）、砂糖、みりん、食塩、

米酢  

品番４１１８ 

じっくりとっただしに国産醤油と三

河味醂を合わせ、甘さを控えたすっ

きりとまろやかで風味のよいつゆに

仕上げました。  

ハンバーグや豆腐のあんか

け、そぼろなどのミンチ肉の

代わりとして色々にお使い下

さい 

大豆まるごとミート 

ロールフライや生姜焼きな

どのスライス肉の代わりと

してあらゆる料理にお使い

下さい。 

大豆まるごとミート 

翌々週 

品番４１０７ 

100g 410円 

品番４１０８ 

90g 410円 

翌々週 （ミンチタイプ） （スライスタイプ） 

純 正 食 品  マ ル シ マ 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

小豆島産生のりの佃煮 

風光明媚な瀬戸内海国立公園に浮

かぶ小豆島産の生のりを杉桶で

じっくり熟成した有機醤油で炊い

た香り高い佃煮です。生のりなら

ではの磯の風味、舌触りの良さを

ご堪能ください。  

品番４１１３ 

90g 

390円 

原材料：生のり(小豆島産)、有機醤油(大豆・小麦

を含む)、 水飴、含蜜糖、澱粉、食塩  

翌々週 

原材料：【プレーン】粗糖、本葛、節蓮根粉末、生姜粉末、食塩 

【生姜】粗糖、本葛、生姜粉末、節蓮根粉末、食塩 

【小豆】粗糖、本葛、小豆、節蓮根粉末、生姜粉末、食塩 有機へべす  

品番4119 ﾌﾟﾚｰﾝ 100g 175円 

品番4120 100g 175円 生姜 

品番4121 100g 185円 小豆 

翌々週 

葛（KUZU）レトルト3種 

300ml 460円 

有機米で造った純米酢をベースに、て

んさい糖、食塩などをブレンドした調

味酢です。 北海道産昆布だし入りで、

すべての原材料産地は国内産です。ち

らし寿司や巻き寿司はもちろん、酢の

物、和え物にもお使いください。  

原材料：有機米酢(国内産）、てんさい糖(北海道産)、食塩

(美ら海育ち）、昆布（北海道産 

翌々週 

品番４１２２ 

国産りんご果汁を１００％使用した醸

造酢です。クセのないすっきりとした

酸味はバーモントドリンクはもちろ

ん、ドレッシングや酢の物料理など幅

広くご利用いただけます。甘味料及び

着色料、香料は使用しておりません。  

マルシマのりんご酢 

500ml 590円 
原材料：りんご果汁      

品番４１２３ 

翌々週 

原材料：おしるこ〔粗糖、小豆粉末、有機きな粉(有機大豆を

含む)、 馬鈴薯澱粉、砂糖(てんさい)、黒糖、本葛、食塩、

節蓮根粉末〕、あられ〔もち米(国内産)〕  

企 画 終 了 

マルシマの仙人梅 

原材料：梅、しそ、〔漬け原材料〕食塩    

取り扱い：マルシマ 

品番４１２４ 
200g 730円 

翌々週 

翌々週 

濃 口 生 姜 湯 

8g×5p  

350円 

原材料：有機砂糖、有機生姜、有機黒糖  

太陽をしっかり浴びて育った国内

産有機生姜を皮ごとすりおろし、

昔ながらの直火釜でじっくりと炊

き上げ、濃厚な味わいに仕上げま

した。素材にこだわった有機材料

100％の生姜湯。 

品番４１１７ 翌々週 

温めてとろり、冷やしてスッキリとろ

～りな葛です！ 



西製茶  無農薬紅茶ギフト 

特選紅茶詰合わせ 

1,610円 

品番8719 

2,130円 

品番8718 

出雲国の日本茶詰合 

出雲国産特撰紅茶80g（紙筒入り）×2個 

出雲国の煎茶-山吹-80g ×1個 

出雲国の特上玄米茶80g ×1個 

出雲国の一番摘みくき茶80g ×1個 

出雲国の一番摘み茎ほうじ茶60g ×1個 

アキモト酒店のワインギフト 

ワインギフトＡ 

ワインギフ ト Ｂ 

ワインギフ ト Ｃ 

コンコード×2（赤2本） 

コンコード×1（赤） 

ナイアガラ×1（白） 

ナイアガラ×2（白2本） 

3,755円 

品番8716 

3,755円 

品番8717 

3,755円 

A B C 

品番8715 

玉 屋 の 珈 琲 ギ フ ト 

品番8720  2,850円 

内容：マイルドブレンド×2 

   ヨーロピアンブレンド×1 

有機レギュラー 

    コ ー ヒ ー ギ フ ト 

明芳園  無農薬お茶ギフト 

ゆ う き 茶 セ ッ ト 

煎 茶 セ ッ ト 

お茶い ろ い ろ セ ッ ト 

特上煎茶150g 深むし煎茶150g 

特上煎茶 上煎茶 各120ｇ缶入り 

品番8703 

品番8704 

品番8705 

3,680円 

3,245円 

4,875円 
特上煎茶、上かりがね茶、深むし

煎茶 各130ｇ缶入り 

自然の蜂蜜Ａセット 

自然の蜂蜜Ｃセット 

山の蜜1kg ﾐｶﾝ蜂蜜1kg 

品番8706 

品番8708 

伊予柑deﾊﾆｰ500g ﾐｶﾝ蜂蜜500g 

Cセット 

2,735円 

6,770円 

Bセット 

自然の蜂蜜Ｂセット 

山の蜜500g・ﾐｶﾝ蜂蜜500g 

伊予柑ハニー500g 

品番8707 

4,750円 

無蛍光・無漂白タオルセット  

取り扱い：ｏｋｉｅｒａｋａｎｏｎ  

ｏｋｉｅｒａｋａｎｏｎの無蛍光・無漂白のタオルセットをギ

フトでお届けします。 

タオルには綿花の油分が残っていて、それが柔らかさにもつな

がるのですが、多分に残ってしまった場合は吸水性が悪くなり

ます。その油分を落とす精錬過程で、化学薬品が使われること

が多いのですが、煮沸を繰り返すことにより「今治タオル」と

しての基準をクリアする吸水性をもつことができたタオルにな

ります。 Ａセット Ｂセット 

Ｃセット 

8771 フェイスタオル×1 ふきん×1 ハンドタオル×1 1275円 Ａセット 

8772 フェイスタオル×3 ふきん×1 ハンドタオル×1 2550円 Ｂセット 

8773 
バスタオルセット（プレーン・ストライプ 各1枚） 

フェイスタオル×2  ハンドタオル×2 
4740円 Ｃセット 

8774 Ｄセット バスタオルセット（プレーン・ストライプ 各1枚） 3055円 

田中屋 無添加こだわりギフト 

Ａ セ ッ ト （ 調 味料 ） 

Ｂ セ ッ ト （ 醤 油 ） 

Ｃ セ ッ ト （ 醤 油 ） 

Ｄセット （醤油・味噌） 

濃口250ml・ゆずぽん・めんつゆ・焼

き肉のタレ・さしみしょうゆ 各1本 

濃口900ml×2本 薄口900ml×1本 

濃口900ml×2本 

濃口900ml×1本 甘.辛味噌各800g 

品番8711 

品番8712 

品番8713 

3,040円 

4,200円 

3,405円 

3,545円 

いずれも国産大豆や県内産麦などを使用している

厳選された調味料です。 

↑Aセット 

品番8714 

↑プレミアムセット 

ギフト限定 

プレミアムセット（醤油） 

2,810円 

品番8710 

プレミアム醤油100ml×2本 



Ｃ
ギ
フ
ト 

Ａ
ギ
フ
ト 

Ｂ
ギ
フ
ト 

バニラ3、イチゴ3、抹茶アズキ2、ビターチョコ

2、ブルーベリー2 

内 容 ： ハ ー ド ク ッ

キ ー ： ﾐ ﾙ ｸ70g、ﾋ ﾏ ﾜ ﾘ

70g、ｲﾖｶﾝ70g、マーブル

70ｇ、ほうじ茶70ｇ、ﾌﾟ

ﾚｰﾝ70ｇビスケット：黒糖

70ｇ、プレーン70ｇ 

内容：ハードクッキー 
マーブル70ｇ、ミルククッ

キー70ｇ、ひまわりクッ

キー70ｇ 

ビスケット：黒糖70ｇ、

ﾌﾟﾚｰﾝ70ｇ 

木次ミルクプリン80g×5

個、奥出雲木次ヨーグル

ト90g×5個 

木次乳業のお歳暮ギフト（送料込みの価格です） 

プ リ ン ・ ヨ ー グ ル ト セ ッ ト 
カスタードプリン

100ml×8個、奥 出

雲木次ヨーグルト

90g×8個 

3,875円 

東雲かまぼこの練製品セット 

地場の魚を100％使った無添加のこだわりの一品です。愛媛の味であるじゃこ天を是非贈り物にどうぞ！ 

地場じゃこ天セットＡ 地場じゃこ天セッ ト Ｂ 

じゃこ天５枚入×2 

じゃこ団子１２個入×１ 

野菜入りじゃこ天３枚入×１ 

げそじゃこ天６個入×１ 

箱入り 

3,890円 

じゃこ天５枚入×1 

じゃこ団子１２個入×1 

野菜入じゃこ天３枚入×１ 

げそじゃこ天６個入×1 

箱入り 

2,970円 

味 の 母 み り ん セ ッ ト 

合成保存料・着色料・香料などは一切

使用しておりません。 

1,660円 

品番8724 

ぷ く ぷ く ク ッ キ ー ５ 

ぷ くぷ く の会の冬ギフ ト 

品番8729 

品番8730 

ぷ く ぷ く ク ッ キ ー ８ 

2,640円 

1,655円 

バニラ1、イチゴ1、抹茶アズキ1、ビ

ターチョコ1、ブルーベリー1 

バニラ2、イチゴ2、抹茶アズキ2、

ビターチョコ1、ブルーベリー1 

 

 

ナチュラルチーズセット 

プロポローネチーズ190g・

カマンベールチーズ・イズ

モラルージュ180ｇ 

3,070円 

天然果糖による自然

な甘さと、牛乳を贅

沢に使用した天然素

材100%のアイス！ 

4,595円 

5,990円 

 

4,370円 

矢 野 傳 の 練 製 品 ギ フ ト 
無添加練製品ギフトＡ 品番8725 

品番8726 

品番8727 

品番8728 

無添加練製品ギフトＢ 

無添加練製品ギフトＣ 

無添加練製品ギフトＤ 

いよ誉れ５本、じゃこ天２袋、上ちくわ２袋 

いよ誉れ３本、上板かまぼこ２本、じゃこ天２袋、

ごぼうじゃこ天１袋、上天ぷら２袋 

上ちくわ１袋、ごぼうじゃこ天１袋、じゃこ天２

袋、野菜天１袋、上天ぷら１袋、きんぴらじゃこ天

２袋、えび入り天１袋、イカ入りじゃこ天１袋 

いよ誉れ２本、じゃこ天１袋、ごぼうじゃこ

天１袋、上ちくわ１袋 

3,555円 

3,400円 

2,620円 

1,970円 

き す ぎ の 詰 合 せ セ ッ ト 
5,230円

カスタードプリン100ml×4個、奥出雲木次ヨーグル

ト90g×4個、パスチャライズ牛乳500ml×1本、木次

ミルクコーヒー500ml×1本、イズモラルージュ180g

×1個、木次無塩バター150g×1個、ナチュラルス

ラッカー70g×1個 

  

ミルクのプリン・ヨーグルトセット 

4,580円
カスタードプリン100ml×4個、奥出雲木次ヨーグル

ト90g×4個、パスチャライズ牛乳500ml×1本、木次

ミルクコーヒー500ml×1本、木次無塩バター150g×1

個、ナチュラルスラッカー70g×1個, 

木次プレーンヨーグルト400g×1個 

2,420円 

み る く ジ ャ ム セ ッ ト 

2,635円 

ブラウンスイスミルクジャム70g

×2個、ブラウンスイスみるく

ジャム（ココア）70g×1個 

直送のみの扱いで、送料

は別途必要です！ 

送料別 

送料別 

内容：みりん風（小）720ｍｌ×2本 

下郷農協がお届けする

牛肉は、肉本来の味が

とても強い牛肉です。

濃い牛肉の味を味わえ

ることはもちろん、肉

のうまみが野菜の味を

より一層美味しくして 

くれます。 

※ギフトの配送（直送も）は、 

  注文を頂いてから2週間後になります。 
ここは直送ギフトを掲載しております。 

大分：下郷農協の冬ギフト（送料込みの価格です） 

内容：カタ（200g）、モモ（200g） 

豊かな自然の中の開放的な平外の鶏舎で、〝のびの

び〟と育ちます。エサは安全性を考え、抗生物質を

使用していません。地どり独特のコクと旨味があり

ます。 

4,660円 
冷凍 

おおいた冠地どり 

たたき 

内容：モモミ・テバミ 計300ｇ前後 冷凍 

3,400円 

国産黒毛和牛サーロイン 

内容：170g×3枚 9,320円 

安全でバランスのよい稲

わらを中心に与え、配合

飼料には遺伝子組み換え

をしていない大豆やトウ

モロコシ等（PHF）を使

用。長期飼育されている

為、肉質は固めですが、

味の濃い、牛本来のコク

のある牛肉です。 

冷凍 

国産黒毛和牛すき焼き用 
安全でバランスのよい稲

わらを中心に与え、配合

飼料は遺伝子組み換えを

していない大豆やトウモ

ロコシ（トウモロコシは

収穫後に 黒毛和牛 農薬

を散布していない）を使

用しています。  

6,405円 

耶馬渓黒豚焼肉用 

内容：カルビ200g×2 

冷凍 

数 量 限 定 



クリームソープ（スィートローズ）3個 

クリームソープ（無香料）3個 

クリームソープM3個 

クリームソープL3個（各100ｇ） 

なたねサラダ油 

ギ フ ト Ｃ 

四国で唯一の地元石けんメーカーです。リサ

イクル石けんの製造を通して環境問題にとり

くんでいます。 

まるは油脂の石けんギフト 

固形浴用生石けんギフト 

長期熟成によりできる純粋で高純度、

低刺激な石けんなので、赤ちゃんやデ

リケートな肌の方にも安心してお使い

頂けます。 

100g×6個 

八坂石けんの石けんギフト 

リサイクル八坂石けんギフト 
液体石けん（ﾚﾓﾝ香料入り）×1 
粉石けん（ﾚﾓﾝ香料入り）×1 
台所石けん×4 

※直送をされる場合は別途送料が必要になります。 

3,690円 

品番8746 

品番8747 

1,655円 

太陽油脂の石けんギフト 

2,355円 品番8751 

おんじのきのこ 干し椎茸ギフト 

生産量が少ない、「こう太郎」

という品種の椎茸（原木栽培）

を、冷風乾燥で干し椎茸に仕上

げました。当生協の生しいたけ

の生産者の一人・久万高原町の

恩地義浩さんの干し椎茸ギフト

です。 

直送をご希望の方はギフト申し込み用紙にてご注文下さい 

品番8741 120g 3940円 

品番8742 220g 6560円 

久万高原町の気候風

土と自然水を利用し

て、原木栽培された

恩地さんの椎茸。こ

の「こう太郎」とい

う品種は通常のより

も風味がいいんだと

か！ギフトに是非お

使いください。 

「こう太郎」という品種を使用しました 

送料別途 

 信州燦燦ビールギフト 

モルトはOCIA認定の有

機栽培麦芽、ホップは

BioZert認定の有機栽培

ホップを100％使用して

います。 

350ml×12缶 3,625円 

品番８７４５ 

石橋製油のなたねサラダ油ギフト 

品番8743 
800ｇ×2 

2,260円 

800ｇ×4  

4,420円 品番8744 

なたねサラダ油 

ギ フ ト Ａ 

スタミナ食の贈り物 

内容 価格 

2尾入り 7460円 

３尾入り 9690円 

5尾入り 14455円 

2尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×2尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×3個 

3尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×3尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×4個  

5尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×5尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×6個 

冷 凍 

送料込み 

 高知県の加持養鰻場の鰻

は、生育に申し分ない淡水

と海水が混じり合う高知県

の四万十川河口付近で、抗

生物質などの薬品を使用せ

ず、稚魚から歳月をかけて

ゆったりと育てられていま

す。しかも密飼いをせずよ

く運動させているので、天

然の鰻とあまり差異があり

ません。うなぎの蒲焼きを

夏のギフトに是非どうぞ。 

うなぎ蒲焼きギフト 



 

 

 

鮮度・塩・干し加減にこだわった！ 

島根：渡辺水産のギフト 

山 丹 正 宗 の お 歳 暮 セ ッ ト 
純米酒呑み比べセット 

１セット 

 3,615円 

愛媛県産米である松山三井と

フクヒカリで仕込んだ、2種

類の純米酒のセットです。お

米による風味の違いを飲み比

べられます。 

セット内容 

純米酒（松山三井）720ml 1

本 

純米酒(フクヒカリ)720ml 1

本 

お届けはすべて直送のみ、送料は別途必要！ 

搾りたての風味をそのままお楽しみい

ただくために、生酒のまま瓶詰めしま

した。 

セット内容 

純米酒（フクヒカリ） 

300ｍｌ 6本 

生純米酒6本セット 

１セット 

 4,070円 

TONTONでは全て自家産の豚肉を使用しています。育てるのは三つの品

種を掛け合わせた「三元豚」に、脂身がサッパリしていてジューシーな品

種「もち豚」を合わせた「もち豚三元豚」です。餌は子豚からすべて自家

配合飼料。人工乳やホルモン剤などは一切使用していません。配合飼料は

すべて非遺伝子組み換え飼料で、地元飼料米を使用し資料の国産化にも努

めています。何種類かの酵母菌を入れ、子豚から母豚まで4段階の配合を

しており、セメントの上では飼わず広い踏み込み豚舎で飼育しています。 

Ｄセット 8,200円 Ｃセット 6,760円 

Aセット 4,315円 Ｂセット 5,320円 冷蔵 

ハム・ソーセージ類の加工については自家産の「灰汁が出ず、豚特有

の匂いがないアッサリした豚肉」はもちろんの事、岩塩・黒砂糖を

ベースに天然香料だけを使用しています。化学調味料や添加物などは

一切使用せず、紀州特産の炭でゆっくり乾燥させ桜の丸太でいぶしま

す。ハムは10日、ソーセージ類は3日で仕上げていきます。本物の

味がする豚肉加工品のセットを是非あの方への贈り物にどうぞ！ 

和歌山：ＴＯＮＴＯＮの冬のギフト（送料込みの価格です） 

Ｅセット 13,095円 

 光 食 品 の ギ フ ト 

ヒカリ調味料セット ヒカリ無添加ジュースセット 
調味料セットはウスター・トンカツ・ケチャップ等の6点

入りで野菜は香辛料の一つ一つからこだわっています。 野菜ジュース、レモン

サイダー、人参ジュー

スが各６本づつ入って

います。 

品番8753 

品番8752 

2,885円 2,835円 

3700円（送料込み） 

賞味期限：冷凍30日 

2020年お歳暮セット 
島根県沖で獲れた魚を職人の技で美味しい干物にし

ました。鮮度・塩・干し加減にこだわり続けた渡辺

水産は、いつも美味しい干物を当生協にも届けてく

れています。 

直送のみ 冷凍 

内容：のどぐろ開き130ｇ（2枚）、えてかれ

い一夜干し140ｇ（2枚）、かます開き160ｇ

（2枚）、白いか一夜干し70ｇ（1枚）    

 

 

 

ケーキとクッキーの原材料 
愛媛県産小麦粉 南部小麦薄力粉  

双目糖 和三盆 よつばバター ゆ

うき生協の卵  紅玉林檎 中島産

無農薬レモン  中島産無農薬伊予

柑 オーガニック：アーモンド・

レーズン・ココア・くるみ・赤ワ

イン・スパイス・ 純生クリーム 

山地牛乳 玄米ポン 愛媛県産蜂

蜜  

エコルのこだわりお菓子ギフト 

3,160円 

キャラメルクグロフ・クッキー80g×5種類（ビスキュ

イモンタニャール・ピュンクトヘン・アーモンド・

レーズン・伊予柑マーマレード） 

↑クグロフケーキクッキーセット 

3,800円 

アップルパウンド・ミニツリー1個・クッキー50g×2

種 類（ピュンクトヘン・アーモンド）  

レープクーヘン30g・三日月クッキー8個・シュペク

ラティウス8個  

※賞味期限：製造より3週間 

送料別途 

 

 

①パウンド２本セット 

 

2,250円 

品番8735 

1,960円 

アップルパウンド ・レモンケーキ各1本 

品番8734 

クッキー60g×6種類 （ビスキュイモンタニャール・

ピュンクトヘン・アーモンド・チョコ・レーズン・

伊予柑マーマレード） 

品番8736 

品番8737 

内容：フランクソーセージ230g、

チョリソーソーセージ230g、粗挽

きポークソーセージ130g、アグ

リィソーセージ約300g 

内容：ボンレスハム約300g、ベー

コン約300g、粗挽きポークソー

セージ130g、ショートウインナー
130g 

内容：ロースハム約300g、ボンレ

スハム約300g、ショートウイン

ナー130g、チョリソーソーセージ

230g、フランクソーセージ230g、 

内容：スモークトハム・ボンレス

ハム各約300g、骨付きハム1本、

アグリィソーセージ約300g、チョ

リソーソーセージ230g、 

内容：ボンレスハム約300g、ベーコン約300g、ロースハム約300g、骨付きハム1本、スモークトハム約300g、ア

グリィソーセージ約300g、フランクソーセージ230g、チョリソーソーセージ230g、粗挽きポークソーセージ

130g、ショートウインナー130g 



山口：秋川牧園のギフト（送料込みの価格） 

こだわりの鍋セット 

1セット4175円 

秋川牧園のとりがらスープをベースにした、しょう

ゆと塩の鍋セットです。ももむね切身とつくねが

セットになっています。お好みの野菜やきのこを加

えてお楽しみ下さい。  

冷凍 

内容： こだわりの鍋セット（しょうゆ）、こだわりの鍋セット（塩）各1個 

特選おつまみセット 

内容：やきつくね180ｇ、鶏炭火焼80ｇ×2

パック、焼き鳥セット180g 

1セット 3890円 

秋川牧園のやきとりは植物性飼料で育った、

動物性飼料を使わない、安心安全で、くさみ

のないおいしい鶏肉を使用しています。 

冷凍 

月日が経つのは早いもので、今年も気が付けば年末まで残りわずか！ここでは

ゆうき生協の冬季限定ギフトや定番ギフトを厳選してご紹介しています。今年

の締めくくりに是非ゆうき生協のギフトをお使い下さい。ご自宅用にもどうぞ 直送される場合は別途送料がかかります！ 

内容：もも肉切身500g、むね肉切身500g、手羽先400g、手羽元チューリップ300g 

若鶏セット 

1セット 4465円 冷凍 

人気のもも肉、むね肉と手羽先に手羽元は

チューリップにしたセットです。素材そのも

のの旨みを味わっていただけます。揚げ物、

焼き物、煮物、炒め物などさまざまな料理で

お楽しみ下さい。 

有機栽培小麦から作られたロングパスタ（スパゲッ

ティ）４種、有機栽培トマトから作られたパスタソース

２種に加え、有機エキストラヴァージンオリーブオイル

のバラエティー豊かなセットです。大地の恵みを感じて

いただける詰め合わせです。   

内容：デュラム有機ペンネ２５０ｇ×１、デュラム有

機ファルファッレ２５０ｇ×１、有機パスタソースト

マト＆バジル３００ｇ×１          

有機栽培の小麦粉から作られたショートパス

タ２種類と有機栽培トマトから作られたパス

タソースセットです。大地の恵みを感じてい

ただける詰め合わせです。  

有機ショートパスタ 

＆ソースセット（小） 

内容：デュラム有機ペンネ２５０ｇ×2、デュラム有

機フリッジリ２５０ｇ×１、デュラム有機ファル

ファッレ２５０ｇ×１、有機パスタソーストマト＆バ

ジル３００ｇ×１、有機パスタソースアラビアータ３

００ｇ×１              

有機栽培の小麦粉から作られたショートパス

タ４種類と有機栽培トマトから作られたパス

タソースセットです。大地の恵みを感じてい

ただける詰め合わせです。  

品番８７９３ 

１セット 

3580円 

翌々週 

有機ショートパスタ 

＆ソースセット（大） 

有機パスタ＆ソースセット 

内容：デュラム小麦有機スパゲッティ ５００ｇ×

２、デュラム小麦有機ペンネ ２５０ｇ×１、デュラ

ム小麦有機ファルファッレ ２５０ｇ×１、有機パス

タソーストマト＆バジル ３００ｇ×１、有機パスタ

ソースアラビアータ ３００ｇ×１              

有機栽培の小麦粉から作られたスパゲッティ、

ショートパスタ。有機栽培トマトから作られた

パスタソースのセットです。大地の恵みを感じ

ていただける詰め合わせです。   

品番８７９１ 

１セット 

4120円 

翌々週 

有機パスタ＆調味料セット 

品番８７９２ 

１セット 

6280円 

翌々週 

内容：デュラム小麦有機スパゲッティ500ｇ×1、デュラ

ム小麦有機スパゲットーニ500ｇ×1、デュラム小麦有機

スパゲッティーニ500ｇ×1、デュラム小麦有機リングイ

ネ500ｇ×1、有機パスタソーストマト＆バジル300ｇ×

2、有機パスタソースアラビアータ300ｇ×1、有機エキ

ストラバージン・オリーブオイル250ml×１            

１セット 

2392円 

品番８７９４ 

翌々週 

※直送の場合は送料が別途必要です。 



品  名 価 格 注文数 

[愛媛県産]マダコと天然真鯛のアヒージョセット 1035円  

[愛媛県産]3種の瀬戸内アヒージョセット 1035円  

おまかせ季節の海鮮丼セット 1035円  

宇和島風 鯛めし用 1035円  

※下記に必ずボールペンでご記入ください。 

住所 

氏名          

電話（   ）  － 

送 り 先 

住所 

氏名          

電話（   ）  － 

班名      組合員番号    曜日  担当 

送 り 主 

セット内容を上記の中から選びいただき、注文数を記入してください。 

価格につきましては、[注文した数（1点につき1035円）+送料]となります。 

冷凍 

おまかせ季節の海鮮丼セット 
           （2人前） 

1セット 

1035円 

内容：種類お任せ[40ｇ×4パック] 

愛媛で獲れた美味しい地魚を切り身にしました。ご

飯に乗っけて海鮮丼をご家庭でお楽しみください！ 

そのままお刺身としてもお楽しみいただけます。 

オリーブオイルとニンニクで食材を煮込むスペイン

料理。お家で贅沢に楽しめる！アツアツポカポカお

魚料理です。 

1ｾｯﾄ 1035円 

内容量：天然真鯛120g、マダコ80g 

約2人前です 

[愛媛県産]マダコと天然真鯛の 

アヒージョセット 

冷凍 

[愛媛県]太刀魚・マダコ・

天然真鯛の3種類をご用意

しました。愛媛の魚介をご

堪能下さい。 

1ｾｯﾄ 1035円 

内容量：天然真鯛60g、マダコ60g、太刀魚120g 

[愛媛県産]３種の瀬戸内 

 アヒージョセット 

冷凍 約2人前です 

宇和島風 鯛めし用 

内容量：天然真鯛50ｇ×4パック 

写真に載っているタレ

は付いていません。 

冷凍 

1ｾｯﾄ 1035円 

お刺身を白ご飯にのっけ

て食べるのが「宇和島鯛

めし」です。愛媛でとれ

た天然真鯛を乗っけて、

お好みの出汁や刺身醤油

などをかけてお召し上が

りください。 

上記の中からお好きな組み合わせを右ページの注文書に記入してください。 

記入は必ず黒のボールペンでお願いします。 

約2人前です 

 

取り扱い：内子・宮栄商事 

月1企画でしている宮栄商事さんお菓子を、可愛い

オリジナルのギフト箱に詰合せました。 

内容：[焼きいもサクサク×２個・和三盆せんべい×１ 

   もち太郎×１・蜂蜜黒大豆×２] 

価格：2625円+送料 



 

 

 

1尾切身約2kg 

8285円 

紅鮭切身 
北洋（アメリカ、ロシア）で捕獲された

脂の乗った紅鮭切身です。切身加工済み

ですので、手間がかからずお召し上がり

頂けますよ。冬の贈り物としてもお勧め

の一品。 

冬のお歳暮や年末年始に三陸水産取り扱いの水産物を！帰省の際の手土産にも 

※ここに紹介しているものについては産地直送の注文も受け承ります。直送をご希望の方は、別紙ギフト直送申し込み用紙に詳細を記入して配送職員に提出して

下さい。（直送の場合は別途送料1100円が加算されます） 

直接手元に届けて欲しい方は、ご希望の品の4桁品番をOCR用紙下段に記入してご注文お願いします。 

皆が集まる年末年始の食卓やお正月の祝い膳には特に、数の子やいくら、鮭やカニなどの海の幸は欠かすことのできない食材です。三陸水産

取り扱いの水産物各種をご自宅用にはもちろんの事、冬に帰省の際の手土産やお歳暮ギフトにも是非お使い下さい。取り扱い：福島：三陸水産 

特上紅鮭フィーレ 
北洋（アメリカ、ロシア）で捕獲された

脂の乗った上質な紅鮭を、使い易い

フィーレ（半身状）にしました。お好み

の大きさにカットしてから是非お召し上

がり下さい。 

特上数の子（Ｌサイズ） 

北太平洋（カナダ・アメリカ）で獲れたニ

シンの特上数の子の中で、Ｌサイズを厳選

してお届けします。無漂白・無着色なので

本来の旨味と食感がお楽しみ頂けますよ。 

300g箱入り 

3110円 

品番８７８０ 

品番８７８１ 

品番８７８７ 品番８７８６ 
冷凍 

翌々週 

冷蔵 

翌々週 

500g箱入り 

4655円 

（おせちの由来）数の子は

ニシンの卵で、一度にたく

さんの卵があるということ

から子孫繁栄を願います。 

 

新巻鮭切身 
北海道で捕獲された、鮮度が良い新巻鮭

の特上品（オス）です。一尾の切身加工

済みですので、手間がかからずお召し上

がり頂けます。冬の贈り物としてもお勧

めの一品 

冷凍 

 

ズワイガニ（足） 
ロシアで捕獲されたズワイガニの足の部

分を詰め合わせた豪華なセットです。冬

の贈り物としてもオススメの一品。手土

産にもどうぞ。 

1尾切身約2kg 5255円 

翌々週 

品番８７８８ 品番８７８９ 

冷凍 

約1.5kg 8065円 

翌々週 

 

500g 

9990円 

特上いくら 
北海道で捕獲の鮭の魚卵を塩だけで味付け

しました。食べて皮が残らない特上品をお

届けします。そのままご飯にのせたり、お

寿司の具や和え物等に是非お使い下さい。 

品番８７７５ 
冷凍 

翌々週 

数 量 限 定 

 特上無選別 数の子 
北太平洋（カナダ・アメリカ）で獲れた無

選別の特上数の子の為、ＬＭサイズの1本

物や折れ子（1折れ）も含まれます。無漂

白・無着色なので本来の旨味と食感です。 

500g箱入り 

4365円 

300g箱入り 

2960円 

品番８７８２ 

品番８７８３ 

（おせちの由来）数の子は

ニシンの卵で、一度にたく

さんの卵があるということ

から子孫繁栄を願います。 

冷蔵 翌々週 

850ｇ前後 

2885円 

冷凍 

翌々週 

 化粧箱入り塩うに 

70g×2本瓶入り 

 4735円 

品番８７９０ 

翌々週 

冷凍 

三陸産で捕獲された新鮮なむらさきうにを、

食塩のみを使用して「塩うに」にしました。

添加物は一切使用しておりません。 



ゆうき生協が自信を持ってオススメす

る、根菜類・葉物類が豊富なこの冬の時

期限定！有機栽培の冬野菜を詰め合わせ

た、東温：和田丸有機グループの野菜ギ

フトセットです。普段使い慣れている、

ふるさとの土の香りのする野菜をあの方

へのご贈答用に是非どうぞ！ 

※直送の場合は送料が別途必要です。 

和田丸有機グループの冬の有機野菜ギフト用 

和田丸野菜ギフト 

翌週 

冬季 

限定 

品番９９９３ 1セット 2900円 送料別途 

ゆうき生協で普段供

給している、熊野養

鶏さんの卵をギフト

用に詰め合わせまし

た。安心・安全なゆ

うきの卵は贈り物に

も最適です。 

↑２０個入りは箱タイプ 
常温 

↓３０個入りは手さげタイプ 

生産者：四国中央：熊野養鶏さん 

冬季限定ギフト！ たまごギフト 

※直送の場合は別途送

料が必要になります。 
翌週 

9991 20個入 825円 

9992 30個入 1175円 

送料別途 

愛媛県産有機温州みかん    

県内の生産者のおいしいみかんを今年もよろしくどうぞ！ 

準備中 

 

※お届け先のご不在や

住所不明などの場合

は、ご依頼主に転送さ

せていただきます。 
 車えびは生きたままの状態で、おが屑に梱包して発送しております。しかし、運送

過程において、エビが全て生きてお客様に到着しているとは限りませんので、予めご

了承下さい。 到着後、すぐに開封し、お早めにお召し上がり下さい。 注文は別紙

のギフト注文用紙にお書き下さい． 

品 名 価格（送料込の価格） 

特１ １５～１６尾 

（約５００ｇ）：化粧箱入 
12,500円 

特2 ９～１０尾 

（約3００ｇ）：化粧箱入 
8,500円 

特3 ５～６尾 

（約１５０ｇ）：化粧箱入 
5,000円 

A ２６～２８尾 

（約700ｇ） 
10,600円 

B １８～２０尾 

（約450ｇ） 
7,600円 

C １３～１５尾 

（約300ｇ） 
5,600円 

活きな車エビ 

 生名島で、出来るだけ薬剤等を使わずに徹底的な砂の洗

浄などの独自の技術を駆使し、自然に近い環境での養殖を

行っています。“活きのいい車エビ”是非どうぞ！！ 

日 輪 養 魚 の お 歳 暮 ギ フ ト 

11月16日の週より注文受付が始ま

ります。 

今しばらくお待ちください。 



ゆうき４桁品番注文書　ページ１ 注文締切 - -１1月０１週（１１／０３｛火｝～１１／０６｛金｝）

配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝）

品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価

単品野菜と、その加工品等各種！ 柑橘類や果物等と、その加工品各種 ゆうき生協のお米＆和田丸のおもち

9902 たまねぎ「今治」 2ｋｇ 550 9929 冷凍ブルーベリー「八幡浜」 500ｇ 2475 2045 9956 有機もち米（玄米）「今治」 1kg 700

9903 じゃがいも「北海道」 2ｋｇ 640 9930 レモン１級「中島」 500ｇ 320 9957 有機もち米（白米）「今治」 1kg 765

9904 9931 レモン2級「中島」 500ｇ 165 9958 てんたかく（玄米） 10kg 6800

9905 タカノツメ「和田丸」 20個入り 155 9932 早生温州みかん「愛媛」 1kg 300 9959 てんたかく（白米） 10kg 7725

9906 ぎんなん「和田丸」 200ｇ 555 9933 早生温州みかん「大西産」 2ｋｇ 650 9960 てんたかく（玄米） 5kg 3500

9907 ししとう「和田丸」 200ｇ 155 9934 9961 てんたかく（白米） 5kg 3980

9908 ゴボー「今治」 400ｇ 310 9935 9962 もち麦「共同農産」 500ｇ 500

9909 9936 9963

9910 さつまいも「今治」 1ｋｇ 385 9937 9964

9911 赤たまねぎ「今治」 500ｇ 120 9938 9965

9912 はやと瓜「和田丸」 2個 155 9939 9966 玄米お福もち 750g 890

9913 9940 9967 白お福もち 750g 890

9914 9941 9968 よもぎお福もち 750g 890

9915 9942 内子町小田　炭の会

9916 ピーマン「和田丸」 300ｇ 165 9943 たまねぎ「今治」 1ｋｇ 300 9980 雑木　木炭（切炭） 2ｋｇ 680

9917 9944 じゃがいも「北海道」 1ｋｇ 355 9981 雑木　木炭（小割れ） 2ｋｇ 480

9918 単品野菜と、その加工品等各種！ 　　　　　　　　　　　 ゆうき生協おすすめ農産物！：翌々週配送

9919 9946 高知県産しょうが「高知：仁科さん」 100ｇ 235 8901

9920 里芋「今治」 1ｋｇ 465 9947 レンコン「肥後レンコンの里」 400ｇ 420 8902 サンふじ「青森：斉藤農園」 800g 680

9921 9948 乾燥ごぼう「くまもと有機の会」 30ｇ 415 8903 本カリン「長野：小坂さん」 1ｋｇ 590

9922 9949 干しレンコン「肥後れんこんの里」 60ｇ 295 8904 サンふじ「長野：水野さん」 5kg 2885

9923 9950 8905 名月「長野：小坂さん」 3kg 1900

9924 8906 サンふじ「長野：小坂さん」 3kg 1900

9925 8907 富有柿「ばんじろう村」 800g前後 630

9926 8908 王林「青森：斉藤農園」 800g 650

9927 8909



ゆうき４桁品番注文書　ページ２ 注文締切 - -１1月０１週（１１／０３｛火｝～１１／０６｛金｝）

配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝）

品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価

乳製品・調味料・嗜好品等、無添加乾物各種です。 乳製品・調味料・嗜好品等、無添加乾物各種です。 こだわりの生活用品です。

9002 国産有機まるごとトマト 400ｇ 530 9029 からだにやさしいごぼうスープ 42ｇ 375 9056 シラウメ元酢(水虫用) 1.8l 935

9003 赤玉チーズ 180g 1100 9030 からだにやさしいかぼちゃスープ 42ｇ 375 9057 入れ歯洗浄剤 160ｇ 475

9004 プロポローネチーズ 380ｇ 2025 9031 からだにやさしいポタージュ 42ｇ 375 9058 酸素系カビ取り剤：お試し用 60g 125

9005 カマンベールチーズ 120ｇ 1015 9032 青汁（粉末タイプ） 3ｇ*30包 2800 9059 酸素系カビ取り剤 60g×5包 560

9006 卵油 300粒 4995 9033 青汁（粉末タイプ） 3ｇ*10包 1210 9060
重炭酸入浴剤
ナチュラルバスお試し用

2個 510

9007 小玉こんにゃく 200ｇ 130 9034 石臼挽き食べるお茶 50ｇ 475 9061
重炭酸入浴剤
　　　　ナチュラルバス

10個入り 2750 2420

9008 つきこんにゃく 200ｇ 125 9035 小田茶（上） 100ｇ 645 9062
重炭酸入浴剤
　　　　ナチュラルバス：徳用

20個入り 5390 4735

9009 ブルーベリージャム 200ｇ 765 9036 小田茶（中） 100ｇ 415 9063 くすの木しょうのう 10ｇ*8袋 1405

9010 黒にんにく 30ｇ 700 9037 小梅干し 200g 940 9064 くすの木せんこう 70ｇ 900

9011 豆腐用しょうゆ 100ｍｌ 350 9038 葛きり（本葛） 100ｇ 860 9065 安田節子講演録：いのちのたね １部 110

9012 吟醸たまり醤油 360ml 735 9039 9066 つりさげ式ブリキ線香皿 1個 1510

9013 ゆず酢 100ｍｌ 530 9040 だんご粉 300ｇ 385 9067 桧の箸10膳 10膳 1810

9014 国内産トマトケチャップ 200ｇ 510 9041 殻付き落花生 100ｇ 470 9068 桧の菜箸（角形） 1膳 630 600

9015 野菜ドレッシング 200ｍｌ 410 休止中 むき身無塩落花生 80g 585 9069

9016 青じそドレッシング 200ｍｌ 455 9043 9070 エコひもくん 1巻き80ｍ 195

9017 和風ドレッシング 200ｍｌ 365 9044 有機ココナッツミルク 270ml 400 9071 ソンバーユ 70ｍｌ 1960

9018 浅漬けの素 360ml 345 9045 有機ココナッツオイル・エクスペラー 225ｇ 1865 9072

9019 ウスターソース（大） 900ｍｌ 610 9046 レモンマーマレード 130ｇ 400 9073

9020 トンカツソース（大） 900ｍｌ 635 9047 糸かんてん 16ｇ 500 9074

9021 りんご酢（フクロク） 900ｍｌ 1375 9048 七穀（徳用） 1ｋｇ 2400 9075

9022 麻婆の素 225ｇ 405 9049 七分づき押し麦 800ｇ 355 9076

9023 純米富士酢（大） 1.8L 1685 9050 吉原食料の小麦粉（中力粉：特級） 1ｋｇ 350 9077

9024 三河本みりん（大） 1.8L 2745 9051 粒こしょう（黒） 25ｇ 325 9078

9025 三河有機本みりん（大） 1.8L 3840 9052 しょうが湯（箱入り：徳用） 20g×18袋 925 9079

9026 なたね油「影山製油」 1L 3300 9053 しょうが湯 20g×5袋 295 9080

9027 紅花油「影山製油」 1L 2955 9054 かりんしょうが湯 20g×5袋 295 9081
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配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝） 配送予定- -１1月０２週（１１／１０｛火｝～１１／１３｛金｝）

品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価

こだわりの生活用品です。 こだわりの生活用品です。 松山：小池養蜂園のハチミツ各種

9083 天然重曹（徳用） 2ｋｇ 1000 9109 クエン酸 300ｇ 460 9136 みかん蜂蜜（大） 1ｋｇ 3230

9084 へちま水 150ｇ 1255 9110 漂白剤 430ｇ 445 425 9137 春の蜜（大）「松山：小池養蜂園」 1ｋｇ 3370

9085 レモンとゆずの入浴パック 5パック 810 9111 風呂洗い石けん 500ｍｌ 555 530 9138 春の蜜（小)「松山：小池養蜂園」 500ｇ 1750

9086 9112 ハンドクリーム　ミニ 20ｇ 530 okierakanonのタオル製品

9087 基礎化粧品 トライアルセット 1組 860 9113 大人用馬毛ハブラシ(普通） ３本 560 9140 バスタオル　プレーン 1枚 1450

9088 ナチュロントイレ洗い石けん 400ｍｌ 445 425 9114 ミニ馬毛ハブラシ ９本 740 9141 バスタオル　ストライプ 1枚 1450

9089 ﾅﾁｭﾛﾝﾄｲﾚ洗い石けん：詰替 350ｍｌ 265 240 9115 松山：くるみの森のパン各種

9090 ナチュロントリートメント 180ｇ 1060 955 9116 ナチュロンシャンプー（ポンプ式） 500ｍｌ 990 940 9145 クッキーの小山 2個入り 310

9091 9117 9146 ブルックリン（ぼうしパン） 2個入り 310

9092 9118 ナチュロンリンス（ポンプ式） 500ｍｌ 990 940 9147 黒ごまフランス 1個入り 360

9093 9119 オリーシャンプー（ポンプ式） 500ｍｌ 1305 1240 9148 クリームパン 2個入り 310

9094 9120 オリーリンス（ポンプ式） 500ｍｌ 1305 1240 9149 全粒粉食パン 1斤 380

9095 固型シャンプー 750ｇ 895 9121 ナチュロン台所石けん（ポンプ式） 500ｍｌ 420

9096 ナチュロン　リップクリーム 4g 550 9122 ナチュロンハンドソープ（ポンプ式） 260ｍｌ 455 435

9097 モイストローション 100ｍｌ 1470 1400 9123 ナチュロンボディーソープ（ポンプ式） 500ｍｌ 1040 990 冷蔵・冷凍品各種　　保存に注意！

9098 モイストローション（詰替） 100ｍｌ 1195 1075 9124 フェイシャルローション 100ｍｌ 1360 1295 9151

9099 ベビーボディクリーム 50ｇ 550 9125 よもぎ湯（お風呂用） ５袋 410 9152 手造り甘酒「大洲：梶田商店」冷蔵 200ｇ瓶入り 515

9100 ベビー全身シャンプー 300ｍｌ 825 9126 台所用固形石鹸（小） 150ｇ 140 130 9153 フジワラの手作り青汁（冷凍扱い） 90ml*7袋 1060

9101 ベビー全身シャンプー（詰替） 300ｍｌ 550 495 9127 ナチュロンお風呂洗いスポンジ 1個 425 9154 焼きとうふ 2枚 200

9102 ベビーＵＶクリーム 30ｇ 550 数量限定供給品！ 9155 がんもどき 3個 200

9103 ベビーソープ（枠練り） 100ｇ 550 9129 小豆島オリーブオイル 180ｇ 4455 4235 9156 ソフト豆腐（小） 300ｇ 170

9104 ベビーオイル 40ｍｌ 1375 9130 9157 もめん豆腐（小） 300ｇ 170

9105 セスキ炭酸ソーダ：ボトル 500g 420 9131 酒の粕 1kg 445 425 9158 ホシノ天然酵母 250ｇ 960

9106 セスキ炭酸ソーダ：袋入り 500g 255 9132 中島ロマンひじき 50ｇ 480 9159 下郷プリン 90ｇ×3個 445

9107 ナチュロンシャンプー・リンス
２週間トライアルセット

各145ml 550 9133 9160 下郷農協の飲むヨーグルト（小） 150ml 220

9108 天然重曹 600ｇ 415 9134 ＯＧメープルシロップ 330ml 1275 1190 9161 下郷農協の飲むヨーグルト（大） 500ml 560
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品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価

ゆうきのジュース、ケースで購入：５％OFF ジュース各種 夏季限定供給品：翌週配送

9163 アップルキャロットジュース 195ｇ*30缶 3935 9189 すっとゆずドリンク 190ｇ*10缶 1100 9501 角型ミニ菊花せんこう 32巻 745

9164 有機果実と野菜のジュース 190ｇ*30缶 4470 9190 有機にんじんジュース 160ｇ*10缶 1590 9502 長時間用菊花せんこう 20巻 1060

9165 有機野菜飲むならこれ１日分 190ｇ*30缶 4480 9191 野菜ジュース 190ｇ*10缶 1100 9503 東温産むぎ茶 400ｇ 315

9166 すっとゆずドリンク 190ｇ*30缶 3085 9192 無塩トマトジュース 160ｇ*10缶 1465 9504

9167 トマトジュース 190ｇ*30缶 3085 9193 ぶどうサイダー+レモン 250ml*10缶 1290 9505

9168 有機にんじんジュース 160ｇ*30缶 4470 9194 みかんサイダー+レモン 250ml*10缶 1290 9506

9169 野菜ジュース 190ｇ*30缶 3085 9195 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*10缶 1290 9507

9170 レモンサイダー 250ml*30缶 3500 9196 ジンジャエール 250ml*10缶 1290 9508

9171 無塩トマトジュース 160ｇ*30缶 4225 9197 有機フルーティーMIXジュース＋野菜 195g*5缶 800 9509

9172 国産有機野菜ジュース 125ｍｌ*18本 2565 9198 ＯＧぶどうジュース：10本 160ｇ*10缶 1540 9510

9173 ぶどうサイダー+レモン 250ml*30缶 3500 9199 甘夏ジュース「福岡自然農園」 500ml 710 9511

9174 みかんサイダー+レモン 250ml*30缶 3500 冬季限定供給品：翌週配送 9512

9175 ジンジャエール 250ml*30缶 3500 9421 キムチ鍋スープ　3～4人前 600g 295 9513

9176 有機フルーティーMIXジュース＋野菜 195g*15缶 2340 9422 みそちゃんこ鍋スープ　3～4人前 600g 295 ザイオンバレーファーム企画

9177 りんごジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9423 ごま豆乳鍋スープ　3～4人前 600g 295 9514 ブルーベリージャム（大） 480ｇ 1630

9178 キャロットジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9424 寄せ鍋鍋スープ　3～4人前 600g 295 9515 ブルーベリージャム（小） 240ｇ 865

9179 りんごジュース（6本） 1L×6本 3650 9425 とり塩鍋スープ　3～4人前 600g 295 そうめん企画

9180 トマトジュース（6本）「津南」 1L×6本 3450 9426 ミニどら焼き 6個入り 290 9701

9181 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*30缶 3500 9427 9702 食塩不使用そうめん「ムソー」 200ｇ 290 265

9182 有機人参使用まるごとジュース 200ｍｌ 325 9428 栗しぐれ 120ｇ 310 ゆうき生協オリジナルうどん！

9183 ＯＧぶどうジュース：30本 160ｇ*30缶 4390 9429 ナチュラルチョコレート：ミルク 60g 300 270 9520 手延べ細うどん 200ｇ 415

こだわりのビール！ 9430 ナチュラルチョコレート：スイート 60g 300 270 9521 手延べ細うどん　徳用 200ｇ×5袋 1980

9185 オーガニックビール 350ｍｌ×6本 1705 9431 ナチュラルチョコレート：ホワイト 60g 300 270 （有）兵頭産業の古代米企画

9186 オーガニックビール（徳用） 350ｍｌ×24本 6730 9432 ナチュラルチョコレート：ビター 60g 300 270 9711 古代米（三種ブレンド）：要冷蔵 200g 300

天然酵母やまそだちの企画 9433 ナチュラルチョコレート：抹茶 60g 300 270 9712 赤　米 200g 300

9704 バジルペースト 72ｇ 420 9713 黒　米 200g 300
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海産物＝島根県・渡辺水産　 海産物＝高知：高生連 大分：下郷農協の供給品

8002 天 然 ヤ ズ：切り身４切れ 約180g 325 8029 8056 耶馬渓地鶏：ササミ 200ｇ 605

8003 ハタハタ丸干し：小 8尾 375 8030 きびなごからあげ 140ｇ 455 8057 耶馬渓地鶏：手羽先 300ｇ 860

8004 ノド黒丸干 250ｇ 360 8031 あじフライ（4～5枚） 110ｇ 505 8058 耶馬渓地鶏：手羽元 300ｇ 835

8005 冷凍カキ 200ｇ 550 8032 きびなごフライ 120ｇ 505 8059 耶馬渓地鶏：砂ずり 300ｇ 315

8006 とびうお開き 130ｇ 290 8033 鰹の角煮 約100ｇ 505 8060 耶馬渓地鶏：ブツ切り 300ｇ 570

8007 れんこ鯛丸干し 250ｇ 465 8034 土佐の天然ぶり・切り身 約190ｇ 555 8061 耶馬渓地鶏：手羽身 300ｇ 710

8008 わかな塩麹漬け 150ｇ 540 8035 しいらの切り身 150ｇ 455 8062 耶馬渓地鶏：肝 300ｇ 315

休止中 天然細もずく 100ｇ 230 8036 さばの竜田揚げ 150ｇ 420 8063 黒豚トンカツ：２枚 200ｇ 1070

8010 天然芝エビ（有頭） 160g 370 8037 いわしのフィーレ 150ｇ 420 8064 黒豚ローススライス 200ｇ 1085

8011 あんこう切り身 200ｇ 475 8038 土佐めひかりの唐揚げ 110ｇ 475 8065 黒豚モモスライス 200ｇ 630

8012 かさご調理用 400g 505 8039 さばフィーレ 250ｇ 520 8066 黒豚バラスライス 200ｇ 925

8013 のど黒開き 180ｇ 935 8040 土佐の色々セット（２種） 400ｇ以上 895 8067 黒豚モモブロック 400ｇ 1240

8014 開きあじ魚醤干し 130ｇ 345 8041 土佐の色々セット　３種入り 約600ｇ 1375 8068 黒豚バラブロック 400ｇ 1675

ムソーの漬物企画 冬季限定供給品 8069 黒豚ヒレブロック 400ｇ 1950

8017 白菜キムチ漬け 200ｇ 330 8501 冨貴食品ごま鍋の素 150ｇ 335 8070 牛内モモスライス 200g 1820

小池養蜂園のさくらのはちみつ 8502 冨貴食品塩レモン鍋の素 150ｇ 335 8071 牛肩ローススライス 200g 2420

8019 さくらのはちみつ 500g 2810 8503 冨貴食品麻婆鍋の素 150g 335 8072 牛サーロインステーキ １枚 2385

8504 おしるこ（玉あられ付） 45g×5袋 625 8073 牛ヒレステーキ ２枚 3635

8505 本くず（生姜） 23ｇ*5袋 555 8074 牛モモブロック 200ｇ 1820

大阪：ムソーの水産物各種 8506 本くず（蓮根） 23ｇ*5袋 555 8075 牛カルビ 200ｇ 2430

8023 国内産ふのり 12ｇ 335 8507 本くず（詰合せ） 23ｇ*5袋 555 8076 小麦粉 1ｋｇ 640

8024 昆布粉末 50ｇ 425 8508 8077 麦茶（下郷農協） 400ｇ 410

8513 8078 黒豚ぎょうざ 12個 385

8514

8515

8516
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秋川牧園の鶏・黒豚肉・冷凍加工品 ”となりのさかな屋”の切身セット

8083 8111 骨無し切り身　塩焼き用セット 約120g×2p 1100 8137 山椒（さんしょう） 10g 465

8084 8112 おまかせ 季節の青背魚セット
（一口サイズ）二人分×2パック

約120g×2ｐ 875 8138 上新粉 200g 375

8085 8113 おまかせ 季節の青背魚セット
（一口サイズと大き目切り身セット）

約120g×2ｐ 875 8139 純白玉粉 150ｇ 270

8086 8114 8140 からあげ粉 120 245

8087 黒豚ロースブロック 500ｇ 1450 8115 用途別の骨なし切身セット（ムニエル用） 約120g×2p 1100 8141 お米のホットケーキミックス 200ｇ 270

8088 8116 用途別の骨なし切身セット（煮付け用） 約120g×2p 1100 8142 麹屋甚平・熟成ぬか床 1ｋｇ 500

8089 黒豚バラブロック 500ｇ 1120 8117 用途別の骨なし切身セット（揚げ物用） 約120g×2p 1100 8143 補充用ぬか　(ドライ） 400ｇ 255

8090 8118 刺身の盛り合わせ2人前 約90ｇ×２P 1450 8144 ぬか床（容器付） 1.2ｋｇ 635

8091 8119 おまかせ 季節の白身魚セット
（大き目切り身×２パック

約120g×2p 1100 8145 乾燥玄米こうじ 500g 980

8092 黒豚バラしゃぶしゃぶ用 200ｇ 485 8120 おまかせ 季節の白身魚セット
（大き目切り身・一口サイズ切り身のセット）

約120g×2ｐ 1100 8146 梅肉エキス（粒） 90ｇ 2385

8093 黒豚ロースシャブ 200ｇ 625 8121 8147 梅肉エキス（液） 90ｇ 2450

8094 8122 マダコのコロコロカット 80g×2P 680 8148 富士玄米黒酢 900ｍｌ 2275

8095 黒豚バラ焼肉用 200ｇ 490 8123 鯛めし用　姿 約180g～230g 570 8149 美濃有機玄米黒酢 360ml 705

8096 8124 国産湯通しわかめ 約50ｇ×6P 490 8150 カンタン八芳酢 360ml 425

8097
炒めて簡単
　　　　黒豚みそ炒め用

140ｇ 460 8125 [愛媛県産]釜揚げしらす 50ｇ×4P 740 休止中 国内産素干しえび 30g 300

8098 フライドチキン（手羽元） 400ｇ 810 8126 8152 かつお削り節パック ５袋 470

8099 手羽元開き（バラ凍結） 1ｋｇ 1310 8153 発芽玄米 600ｇ 1010

8100 若鶏手羽先煮物 180ｇ 520 8128 大豆のこだわりマヨネ 320ｇ 700 8154 鹿児島県産三温糖 500ｇ 490

8101 若鶏手羽元ゆずこしょう焼き 250ｇ 490 8129 ねり胡麻 （チューブ）：白 160ｇ 510 8155 北海道全粒粉くるま麩 6枚 400

8102 骨付きてりやきチキン 300ｇ 625 8130 ねり胡麻 （チューブ）：黒 160ｇ 510 8156 北海道全粒粉小町麩 30ｇ 350

8103 若鶏ささみ天 200ｇ 430 8131 無双本葛（粒） 110ｇ 535 8157 北海道全粒粉豆麩 30ｇ 350

8104 鳥天 200ｇ 430 8132 無双本葛（粉） 80g 430 8158 国内産ハトムギ（桜井食品） 150g 600

8105 手羽元チューリップ（バラ凍結） 300ｇ 460 8133 近海まぐろ土佐金糸削り 80g 450 8159

8106 鶏がら 500ｇ 145 8134 国内産十割そば 200g 475 8160

8107 チキンナゲット（徳用） 400ｇ 650 8135 もち米飴 260ｇ 610 8161

8108 お徳用からあげ 400ｇ 840 8136 ホタテ貝ひも 50g 575 8162

調味料＆乾物です

調味料＆乾物です
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8164 こどもハヤシ（秋川牧園） 100ｇ 270 260 8191 お魚チップス（のど黒入り） 40g 275 8218 玄米ポン煎 ７枚 290

8165 こどもキーマ（秋川牧園） 100g 270 260 8219 玄米せんべい １８枚 315

8166 こどものためのレトルトカレー 80g×2 295 8193 黒ごませんべい 15枚 315 休止中 干し芋（高生連） 100g 425

8167 こどものためのレトルトハヤシ 80g×2 295 8194 赤ちゃんせんべい 14枚 205 休止中 ほしいも 120g 525

8168 こどものためのレトルトコーンシチュー 80g×2 295 8195 豆かんてん 155ｇ 275 8222 包み黒糖あめ 95ｇ 185

8169 有機玄米とにんじんのポタージュ 135ｇ 310 8196 きな粉黒みつ寒天 160ｇ 275 8223 抹茶ゼリー 120g 215

8170 有機玄米とかぼちゃのポタージュ 135ｇ 310 8197 純国産ポテトチップス（うすしお味） 60ｇ 160 8224 野菜スナック 55ｇ 200

8171 国産なたね油 450ｇ 820 8198 純国産ポテトチップス（和風だし） 53ｇ 175 165 8225 小魚スナック 55ｇ 200

8172 国産なたねサラダ油 450ｇ 830 8199 純国産ポテトチップス（柚子味） 53ｇ 160 8226

8173 本格カレーペースト 180ｇ 725 8200 純国産北海道のりんとう 105ｇ 235 8227

8174 リカフェ：ファミリータイプ 60g×2袋 3600 3100 8201 純国産きなこかりんとう 115ｇ 225 日用雑貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8175 リカフェ：ボックスタイプ 2g×36包 2500 2160 8202 純国産北海道おかき：とうもろこし 50g 240 8228

8176 OGインスタントコーヒー（瓶） 100ｇ 1135 8203 純国産塩あめ 75ｇ 235 8229

8177 8204 純国産芋けんぴ 150g 230 8230 ぬかアイピロー 1個 1020

8178 柿茶 4ｇ×28袋 3150 8205 おこめのすなっく・しお味 35ｇ 185 8231

8179 国産いり白ごま 35g 600 8206 さくさくポンせん・さつまいも 18ｇ 205 8232 オーガニックUVミルク（日焼け止め） 30ｍｌ 2820

8180 洋からし（粉） 20ｇ 255 8207 米粉のおやつ 6個 205

8181 奥出雲生蕎麦 100ｇ×2食 400 8208 とうもろこしあられ 30g 240

8182 乾燥きくらげ 30ｇ 635 8209 ソイラテキャンディ：ほうじ茶味 60ｇ 240

8183 無添加・だしパック：鰹昆布だし 7g×8p 635 8210 ソイラテキャンディ：抹茶味 60ｇ 240

8184 無添加・だしパック：精進だし 7g×8p 635 8211 お米でつくったパフスナック　ソース味 55ｇ 155

8185 焼きめざし 39g 280 8212 さくふわせんべい　紫いも味 12枚 220

8186 玄米フレーク（有糖） 150ｇ 405 8213 やさしいラムネ 13g×5 225

8187 玄米フレーク（砂糖無し） 150ｇ 385 8214 有機玄米プラス・黒胡麻 40g 195

8188 青のり粉（ムソー） 4ｇ 340 8215 有機玄米プラス・キヌア＆チアシード 40g 195

8189 8216 有機玄米プラス・めかぶ 40g 195

調味料＆乾物です。 お菓子類です。 お菓子類です。
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数量限定供給品！ 隔週企画です！ ”TONTON”さんの供給品　　　　　　  　　　　　

8509 土佐の藁焼初鰹たたき 約130g 930 8329 焼塩煎餅 80ｇ 290 8529 ショルダーベーコン 300ｇ 1520

8510 土佐の初鰹刺身用（ブロック） 約100ｇ 800 8330 玄米塩おかき 50ｇ 290 8530 ボンレスハムブロック 300ｇ 1430

8331 玄米醤油おかき 50ｇ 290 8531 ショートウィンナー 130ｇ 540

8332 8532 フランクソーセージ 230g 725

8333 8533 ポークカレーソーセージ 130g 580

8334 国産小麦のﾍﾞﾙｷﾞｰﾜｯﾌﾙ：バター 40g 175 8534 粗挽きポークソーセージ 130g 580

8335 国産小麦のﾍﾞﾙｷﾞｰﾜｯﾌﾙ：ココア 40g 175 8535 アグリィソーセージ 300ｇ 1085

8336 米粉入りお魚チップス（かぼちゃ） 40ｇ 260 8536 チョリソーソーセージ 230g 725

8337 米粉入りお魚チップス（オニオン） 40ｇ 260 8537 豚バラブロック 約300ｇ 810

8338 米粉入りお魚チップス（ほうれん草） 40ｇ 260 8538 豚モモカット　4～6枚 約300ｇ 750

8339 ごま入り味付けいりこ 2.5g×12袋 310 8539 豚肩ロース生姜焼き用 200g 705

8340 くるみ餅 100g 280 8540 豚焼肉用 300ｇ 815

8341 磯辺巻 40ｇ 235 8541 豚角切り 200g 550

8342 ひじきあられ 55ｇ 215 8542 豚なんこつ 250ｇ 345

8343 酢昆布 12g 205 8543 豚ロース生姜焼用 200g 810

8344 8544 豚モモブロック 約300g 750

8345 8545 豚肩ローススライス 200g 705

山口：秋川牧園の隔週企画供給品 8346 えびせんべいノンフライ 40g 215 8546 豚ヘレ 約250g 1190

8518 チキンカツ（和風にんにく醤油風味） 200ｇ 410 ”TONTON”さんの供給品　　　　　　　　　　　　　　　 8547 トントロ 200g 780

8519 スパイシーささみカツ 160ｇ 370 8521 豚バラスライス 200g 555 8548 豚一口カツ 200g 505

地場の魚100％使用　松山：東雲かまぼこ 8522 豚ローススライス 200g 810 8549 豚ロースカット　3枚 約300ｇ 1050

8322 地場じゃこ野菜天ぷら 3枚入り 600 8523 豚モモスライス 200g 545 8550 豚ロースしゃぶ用 200g 810

8323 地場じゃこ野菜団子 6個入り 600 8524 豚ミンチ 300g 650 8551 豚肩ロースブロック 約300ｇ 995

隔週企画　ゆうき生協のこだわりの日本酒！ 8525 ロースハムブロック 300ｇ 1865 8552 豚赤身スライス 200g 550

8325 くじけずおごらず 720ｍｌ 1640 8526 スモークハム 300ｇ 2080 8553 豚骨 400ｇ 140

8326 純米酒フクヒカリ山丹正宗 720ｍｌ 1845 8527 骨付きハム １本 1520 8554

8327 純米酒松山三井山丹正宗 720ｍｌ 1675 8528 ベーコンブロック 300ｇ 1390
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熊本：水の子レンコン加工品 グリーンノートのヘアカラーファンデーション（11月4週配送） 奈良：月ヶ瀬健康茶園の有機認証のお茶各種！

4001 れんこん粉 100ｇ 635 4025
ヘアカラーファンデーション
ブラック

1個 3440 4049 有機紅茶月ヶ瀬春摘み 80ｇ 975

4002 蓮根うどん 200ｇ 245 4026
ヘアカラーファンデーション
ライトブラウン

1個 3440 4050 紅茶べにひかり 60ｇ 1100

4003 生姜入り蓮根のどあめ 90ｇ 245 4027
ヘアカラーファンデーション
ダークブラウン

1個 3440 4051 特上月ヶ瀬煎茶 100ｇ 980

玉屋コーヒー月一企画 4028 ブラック　詰替え用レフィル 1個 2960 4052 特上月ヶ瀬かぶせ茶 100ｇ 1190

4005 有機セイロン 100ｇ 750 4029 ライトブラウン　詰替え用レフィル 1個 2960 4053 粉末緑茶(食べる緑茶) 100ｇ 1145

4006 有機アールグレイ 100ｇ 1010 4030 ダークブラウン　詰替え用レフィル 1個 2960 4054 べにふうき緑茶 70ｇ 875

4007 有機ダージリン 100ｇ 1125 月一企画！松山：後藤商店　国内産雑穀各種 4055 有機ほうじ番茶 300ｇ 980

4008 有機アッサム 100ｇ 1010 4032 はだか麦 600ｇ 780 4056 有機ほうじ番茶ティーパッグ ２g×40P 590

4009 有機ヨーロピアンブレンド（豆） 200ｇ 780 4033 もちきび 200ｇ 780 4057 有機ほうじ煎茶　月香 80ｇ 1000

4010 有機ヨーロピアンブレンド（粉） 200ｇ 780 4034 みどり米 250ｇ 780 ベストクルーの無添加供給品

4011 有機スペシャルブレンド（豆） 200ｇ 780 4035 ういろう豆 230ｇ 780 4059 いちごジャム 100ｇ 450

4012 有機スペシャルブレンド（粉） 200ｇ 780 4036 ひしお麹 400ｇ 440 4060 ブルーベリージャム 100ｇ 450

4013 有機モカブレンド（豆） 200ｇ 865 宇都宮海産の月一企画！　翌週配送 4061 はちみつバター（小） 65ｇ 390

4014 有機モカブレンド（粉） 200ｇ 865 4037 かえりちりめん 約60ｇ 290 4062 はちみつバター（大） 100ｇ 520

4015 有機ダークローストブレンド（豆） 200ｇ 780 4063 黒ごまはちみつバター 60ｇ 390

4016 有機ダークローストブレンド（粉） 200ｇ 780 4064 白ごまはちみつバター 60ｇ 390

4017 カフェインレスブレンド（粉） 100ｇ 690 4065 赤ワインソルト 50ｇ 360

4018 甜菜糖シロップ 500ml 700 4066 白ワインソルト 50ｇ 360

安全農産の月一企画！ 4067 柚子胡椒 50ｇ 200

4020 カステラ 約280ｇ 795 4068

グリーンノートのヘアカラースティック（11月4週配送） 西予市：元見屋酒店　　宇和のお酒です！　月一企画

4022 ヘアカラースティック　ブラック 1本 2300 4070 開明：自然派：小 300ｍｌ 650

4023 ヘアカラースティック　ライトブラウン 1本 2300 4071 開明：自然派：中 720ｍｌ 1465

4024 ヘアカラースティック　ダークブラウン 1本 2300 4072 開明：自然派：大 1.8L 2920
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北海道：札幌中一取り扱い！月一企画！ 尾道：マルシマ月一企画 梶田商店の月一企画！

4075 エビクリームコロッケ 130g　5個入り 575 4108 大豆まるごとミート・スライスタイプ 90ｇ 410 4135 天然醸造丸大豆醤油：淡口（小） 300ｍｌ 1035

4076 カニクリームコロッケ 130g　5個入り 575 4109 有機純米酢（大） 900ml 750 4136 巽晃（濃口）大 720ｍｌ 2810

4077 ししゃも（メス） 10尾 815 4110 有機純米酢（小） 300ｍｌ 340 4137 巽晃（濃口）小 300ｍｌ 1480

4078 ししゃも（オス） 10尾 815 4111 生姜でごはん 70ｇ 405 4138 再仕込み醤油　梶田泰嗣　大 300ｍｌ 1500

4079 ししゃも（詰合） オスメス各5尾 815 4112 国内産らっきょう 80ｇ 345 4139 再仕込み醤油　梶田泰嗣　小 150ｍｌ 860

休止中 スモークサーモン 80ｇ 505 4113 小豆島産生のりの佃煮 90ｇ 390 4140 みがらしみそ 100ｇ 275

4081 イカソーメン 100ｇ 500 4114 昆布と野菜のだし 5ｇ×12 650 マルアイ食品の漬け物各種　　　　　　　　　　　

4082 サンマ竜田揚げ 130ｇ 475 4115 国内産有機玄米酢 300ｍｌ 545 4175 国産梅酢しょうが 50ｇ 275

休止中 味付けいくら（スタンドパック） 100ｇ 1510 4116 4176 日向茶漬 120ｇ 335

4084 姫ほっけ赤穂の天塩 200ｇ 720 4117 濃口生姜湯 8ｇ×5p 350 4177 ザーサイ入り高菜油炒め 110ｇ 350

4085 帆立の炊き込みご飯 200ｇ 580 4118 つゆ彩々 400ml 650 4178 ぬか風味スライスたくあん 80ｇ 290

4086 カニの炊き込みご飯 200ｇ 760 4119 葛（KUZU）レトルト：ﾌﾟﾚｰﾝ 100ｇ 175 4179 あとひきパリパリ大根（醤油味） 110ｇ 305

4087 鮭の炊き込みご飯 200ｇ 490 4120 葛（KUZU）レトルト：生姜 100ｇ 175 4180 あとひきパリパリ大根（柚子風味） 110ｇ 305

4088 タコの炊き込みご飯 200ｇ 580 4121 葛（KUZU）レトルト：小豆 100ｇ 185

尾道：マルシマ月一企画 4122 マルシマのすし酢 300ｍｌ 460 内子：宮栄のお菓子企画　　　　　　　　　　　　　　

4099 ソフトふりかけ　しそわかめ 40ｇ 270 4123 マルシマのりんご酢 500ｍｌ 590 4182 焼いもサクサク 60ｇ 345

4100 ソフトふりかけ　ちりめんわかめ 40ｇ 270 4124 仙人梅 200g 730 4183

4101 しっとりふりかけ　高菜とひじき 40ｇ 290 4125 4184 和三盆せんべい 60ｇ 345

4102 しっとりふりかけ　梅ひじき 40ｇ 290 梶田商店の月一企画！ 4185 もち太郎 35ｇ 345

4103 しっとりふりかけ　しそひじき 40ｇ 290 4130 たつみ麦みそ・粒　甘口 700g 590 4186 蜂蜜黒大豆 95ｇ 380

4104 しっとりふりかけ　かつおひじき 40ｇ 290 4131 たつみ麦みそ・粒　中辛 700g 590

4105 しっとりふりかけ　生姜ひじき 40ｇ 290 4132 天然醸造丸大豆醤油：濃口（大） 720ｍｌ 1775

4106 しっとりふりかけ　ちりめんひじき 40ｇ 290 4133 天然醸造丸大豆醤油：濃口（小） 300ｍｌ 1035

4107 大豆まるごとミート・ミンチタイプ 100ｇ 410 4134 天然醸造丸大豆醤油：淡口（大） 720ｍｌ 1775
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いんやん倶楽部の月一企画！　　　　　　　　　　　　 ヘルシーメイトのオススメ本企画 精米機企画

4190 梅醤エキス 280ｇ 1782 1545 6001 マルをさがして 1冊 1980 1800 6901 匠味米　レッド 1台 23980

4191 濃縮番茶入梅醤エキス 280ｇ 1998 1730 6002 かえりみち 1冊 1760 1600 6902 匠味米　ホワイト 1台 23980

4192 濃縮番茶・生姜入梅醤エキス 260ｇ 2106 1825 6003 あいたいな 1冊 1430 1300

4193 梅肉エキス本葛あめ 160ｇ 2300 2215 6004 みのりちゃんのみんなでごはん 1冊 1650 1500

4194 れんこん本葛あめ 160ｇ 2300 2215 6005 昭和二十一年八月の絵日記 1冊 1650 1500

4195 本葛あめ    150ｇ 1300 1250 6006 具体と抽象
ー世界が変わって見える知性の仕組みー

1冊 1980 1800

4196 れんこん本葛あめ(個包装) 5g×10個 990 920 6007 信長　「歴史的人間」とは何か 1冊 1980 1800

4197 濃縮番茶入 梅醤エキス(個包装) 5g×15個 990 920 6008 生きることの豊かさを見つけるための哲学 1冊 1760 1600

4198 うまあじドレッシング青ジソ 220ｇ 626 600 6009 13（サーティーン）
ハンセン病院養所からの言葉

1冊 3190 2900

4199 愛情せっけん 80ｇ 880 765 6010 風呂敷つつみ 1冊 1781 1619

4200 椿油 28ml 1430 1245 6011 ちくわぶの世界 1冊 1650 1500

4201 なすの黒やき塩ハミガキ 100ｇ 1320 1140 6012 少女のための海外の話 1冊 1870 1700

4202 いんやんローション 150ml 2200 1905 6013 「家庭料理」という戦場 1冊 2200 2000

4203 生薬薬用浴用剤 25ｇ×2パック 480 6014 90歳セツの新聞ちぎり絵 1冊 1980 1800

4204 生薬薬用浴用剤（徳用） 25g×10パック 1815 6015 美術解剖学とは何か 1冊 2750 2500

4205 菜彩ふりかけ大根葉 30ｇ 324 300 6016 17歳　光と影の季節 1冊 1540 1400

4206 菜彩ふりかけ大根葉とキヌアポン 30ｇ 324 300 6017 はたらく動物と 1冊 1518 1380

4207 いんやんリップクリーム 1本 1325 6018 点と線のひみつ 1冊 1980 1800

6019 13坪の本屋の奇跡 1冊 1870 1700

6020 フェイクニュースがあふれる世界に生きる
君たちへ

1冊 1870 1700


