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ＶＯＬ1708 
ホームページのQRコードと

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。 

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８９１０ 

1kg袋入り 

590円 

２回 

限定 

お菓子作りに！希少な国内産 

一回限定 殻付きくるみ    

希少な長野県産のくるみを、クッキーやケー

キ等の手作りお菓子にどうぞ！またおやつや

おつまみにも最適です。殻付きですのでトン

カチなどで割ってからお召し上がり下さい。 

翌々週 

生産者：長野：小坂隆さん 

500g袋入り 

865円 

品番８９１１ 

注文受付１１月２0日（土）午前１０時まで 

どちらもおせちは厳選された素材を使い、添加物

や化学調味料も使わない、または極力少なくした

おせち料理です。毎年忙しくてどうしてもおせち

の準備が間に合わない方や、お正月の食膳をもっ

と華やかにしたい方には、特にお薦めです。 

この機会に是非お使い下さい。 

詳しくは別紙のニュースに載せています。ぜひ御覧下さい！ 

早割

企画 

おせちセット早割企画 

創健社＆ムソーの 

通常のいんやん倶楽部や創健社のおせち注文は、別で企画を予定しています。 

キャメルとは、ふたこぶラクダから

取れる天然繊維。ウールと比べても

極めて細く、長くて軽いその原毛

は、厳しい自然環境を生き抜くため

の生き物の知恵によって育まれた素

材といえます。天然屋ならではの織

り方で、暖かさはもちろんの事、チ

クチクしにくいふんわり優しいキャ

メルを体感してみて下さい。 

ふんわり優しい寝心地・着心地を体感してみて 

取り扱い：愛知：山繊 

～キャメル製品のご注文方法～ 
詳細は、今週配布しています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

品物の4桁品番をOCR下段に記入してご注文下さい。 

翌々週 

癒しの素材！キャメル製品各種など 

ゼンケンの暖房機各種やフライパンなど！ 

詳細は別紙カラーチラシを参照し、注文は別紙「ゼンケン注文書」に必要事

項を記入して配送職員に提出して下さい。返品はできかねますので内容等を

よくご確認の上、ご注文よろしくお願いします。分割払いもOK。お気軽に

配送職員、又は事務局までご相談下さい。  

                           製造：ゼンケン 取り扱い：大阪：ムソー 

翌々週 
限定

企画 

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。 

温州みかん    

地元のおいしいみかんを今年もどうぞ！ 

今年も美味しいみかんをお届けしますので、ぜひ

ご注文下さい。 

「ゆうきのみかん」をよろしくお願い致します。 

翌週 

9947 温州みかん（中島：ゆうきの里） 1kg 300円 

9948 温州みかん（松山：澤田さん） 1kg 300円 

9949 温州みかん（大西産） 2kg 650円 

9950 温州みかん：箱（中島：ゆうきの里） 10㎏ 3100円 

9951 温州みかん：箱（大西産） 5㎏ 1730円 



品番２０２０ 

原材料：無農薬大豆（フクユタカ） 

自然栽培で作られた無農薬

大豆（フクユタカ）で作ら

れた納豆です。 

ふっくらと釜で炊き上げ

ゆっくり発酵。さらに氷温

熟成させてうまみを引き出

しています。 

100g 280円 

海思う・大粒納豆 

生産者：森ノリノ 

 

栽培内容：除草剤を一回散布し、化成肥料二回施肥し

ています。 

東温産 む ぎ茶 

取り扱い：松山：共同農産 

東温産はだか麦１００％使用！  

品番９５２１ 

東 温 産 の は だ か 麦 を

100％使用した暑い時

期には特に欠かせない麦

茶です。充分煮出してか

らお使い下さい。 

翌週 400g 315円 

→300円 
特価 

在庫限り 

下郷ヨーグルトが製造終了のため、

11月2週の配送分より木次乳業さん

で取り扱っている奥出雲のヨーグル

トで代替えとさせていただきます。 

奥出雲地方で飼育された健康な牛の

生乳をたっぷり使用したクリーミー

なヨーグルトです。 

翌週 代替のお知らせです 

1個（90ｇ）130円 

原材料：生乳（島根県産）、砂糖、乳製品 

生産者：木次乳業 

チ キ ン ボ ー ル 

下郷の健康な地鶏肉を

使用した冷凍肉だんご

です。フライやおつゆ

やお弁当のおかずなど

にどうぞ 

冷凍 

原材料：鶏肉、玉葱、パン粉、有精卵、豚脂肪、牛

乳、砂ずり、澱粉、三温糖、塩、香辛料 

翌々週 

OCR４５３ 

300g 640円  

→610円 

ハンバーグ 冷凍 

下 郷 農 協 の 牛

肉・黒 豚 肉 を 主

原 料 に、地 元 産

の玉ねぎを加え

た手造りのハン

バーグです。 

原材料：牛肉、豚肉、たまねぎ、パン粉、有精卵、

牛乳、澱粉、三温糖、塩（シママース）、香辛料    

翌々週 OCR４５５ 
100g×2個 525円 

→495円 

農薬や化学肥料を一切使わない小麦で作った耶

馬溪うどんは、もっちりとした食感でおいしい

と評判です。 

耶馬渓うどん 

冷凍 

翌々週 

200g×2 470円 

→445円 ＯＣＲ４５９ 

原材料：小麦粉（九州産100％）、食塩 

ミニハンバーグ 

ＯＣＲ４５６ 

下郷の牛肉と黒豚肉に地元産野菜

を加えた、お弁当にも最適な手作

りミニハンバーグです。ゆっくり

解凍してから焼いて下さい。 

（15個入り）655円 

→620円 

原材料：牛肉、豚肉、パン粉、卵、牛乳、でんぷん、砂糖、

た ま ね ぎ、食 塩、ガ ー リ ッ ク、こ し ょ う、メ ー ス             

取り扱い：下郷農協 

翌々週 

冷凍 

下郷農協の牛肉を主原料に、馬鈴薯の味を生

かしました。美味しいビーフコロッケです。 

ビーフコロッケ 

冷凍 

原材料：ばれいしょ、たまねぎ、牛肉、三温糖、塩

（シママース）、香辛料、パン粉、小麦粉、有精卵       

翌々週 

OCR４５４ 

80g×3個 555円 

→525円 

原材料：黒豚肉、キャベツ、玉葱、にら、にんに

く、塩、三温糖、胡椒、バター、ごま油、醤油、皮 

黒豚ぎょうざ 

下郷の黒豚と国産野菜をたっぷり使用した冷凍

餃子です。下郷産地粉で皮から作ってます。 

冷凍 

翌々週 

OCR４５８ 

16個 550円 

→520円 

特価 値上げのお知らせです 

生紅鮭切身（無塩） 
程よく脂の乗った、

無塩の紅鮭です。 

不漁となってしまっ

た為、値上げとなり

ました。 

OCR２２８ 翌々週 

2切れ 785円 

原材料：紅鮭（ロシア産） 取り扱い：三陸水産 

自然農法  古代の香り 
肥料を使用せず、農薬不使用

で栽培しています。棚田の最

上部ですので、水も空気も大

変きれいな所です。エネル

ギーいっぱいのお米です。お

米１合に対し、大さじ１杯程

を１晩水につけてから炊いて

下さい。もっちり美味しくな

ります。保存は冷暗所でお願

いします。  

品番８０２６ 300g 860円 
取り扱い：まんがら農園 

翌々週 

OCR０３９ 

奥出雲きすきヨーグルト 

翌々週 

新規

企画 

 

 

玄米オートミール 

220ｇ 975円 

見た目は素朴ですが、

食べればさくっと香ば

しい、お米本来の味が

します。 

おかゆにスープに離乳

食、そしておやつとし

ても召し上がっていた

だける、お米の栄養をそのまま残した味付けな

しの素材系シリアルです。 
翌々週 

原材料：玄米（国産） 取り扱い：土と暮らす 

品番２２５４ 

お知らせが遅れているため、11月2週と3週目の配送

分につきましては下郷さんのヨーグルトと同じ価格

（115円）にて供給いたします。 



口に含むとふわっと広がる、澄み

切ったまろやかな甘さがさりげなく

料理の味わいを深め、コクを出す、

料理のプロに認められ、多くの料亭

でも使われている本みりん。和食、

洋食にお菓子作りまで用途は様々、

いろいろなお料理でぜひお試しくだ

さい。    

原材料:もち米「たかやまもち」と「ひだほまれ」 

■アルコール分 14％ 

理事のオススメ供給品コーナー 

品番8022 60g 270円 

品番8023 210g 875円 

ポップコーンの種 
国産のトウモロコシで作ら

れた、ポップコーン用の乾

燥トウモロコシです。 

詳しい作り方は、裏に書か

れておりますので、参考に

してください。 

生産者：今治・井出さん 

翌々週 

60gで約2人前です 

 

 

中谷さんちのウインナー各種 
エサからこだわりの有精卵を供給してくれた鶏の

お肉を加工し、ウインナーにしてくれました。 

通常用とフランクフルト用の2種類のサイズがあ

りますが、どちらも原材料は同じです。 

カレーライスのトッピングや、ピザのトッピング

等にいかがでしょうか？ 

翌週 

原材料：鶏肉（内子の中谷さん）、豚脂、伯方の塩、三温糖、香辛料 

冷凍 

取り扱い：内子：中谷さん 

OCR451 チキンウインナー 100ｇ 500円 

品番9160 チキンフランク 180ｇ 890円 

← チキンウインナー 

↓ チキンフランク 

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 

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） 

(有)兵頭産業の古代米各種！ 

三年熟成本みりん  

OCR２９８ 

翌週 

500ml 860円 

→820円 

特価 

有機野菜と果物の 

 とんかつソース 

原材料：有機野菜・果実（トマト、たまねぎ、にんじ

ん、みかん、にんにく、レモン）米酢、糖類（砂糖、有

機糖みつ）、食塩、でんぷん、香辛料 

製造：光食品 取り扱い：かつれつ亭 

光食品が製造した、有機野菜と果物

のおいしさを凝縮したカツレツ亭の

オリジナルとんかつソースです。 

焼きそばや野菜炒め、カレーやハン

バーグの隠し味にもおススメです。 

300g  

700円→535円 品番９０１５ 

翌週 

農酵酒 交響50 

720ml 

1920円 

翌々週 

原材料：米（島根県産）、米麹（島根県産の米を使用） 

島根県産の特別栽培米を100％使用

した、大地に実り（農耕）×微生物

の営み（発酵）を濃厚に表す純米酒

です。 

吟醸に近い甘みで、旨味のバランス

が良いお酒です。                  

品番２００１ 

720ml 1395円 

アルコール度数 25℃ 

原材料：さつまいも、米麹、水 

品番２００３ 翌々週 

謹醸いも焼酎 
素焼きの甕壺で穏やかに熟成させ、

最小限のろ過によりさつまいもの風

味をできるだけ残した、いも焼酎。 

香りを楽しむお湯割りで是非！ 

コルコル 
南大東島の糖蜜を原料とし、

色素、エッセンスなどの添加

物を一切不使用で作られた貴

重な国産ラム酒です。 

お酒として飲むのはもちろ

ん、お菓子作りにもオススメ

です！ 

品番２００６ 

300ml 1855円 

翌々週 

原材料：水（沖縄県産）、糖蜜（沖縄県産）、酵母 

720ml 1735円 

原材料：米、米麹、水 

品番２００２ 

日本酒 南部和蔵 
無農薬、無化学肥料で育ったお米で

造られた、果実のような風味で甘み

がありながら、後口のキレがいいお

酒です。常温かお燗でどうぞ 

翌々週 

アルコール度数 15℃ 

720ml  

1335円 

アルコール度数 15℃ 

原材料：米、水、麹菌、酵母菌、乳酸 

品番２００４ 

翌々週 

純米酒 菊秀 
“温燗”におすすめの純米酒で

す。艶やかなコクと程良い酸味が

引き立ちます。 

500ml  

1190円 

玄米酒 
熊本県産無農薬の玄米で仕

込みました。色はきれいな

琥珀色。米の甘みとコクと

旨みの生きた純米酒です。 

品番２００５ 

原材料：米（熊本県産）、米麹 

翌々週 

アルコール度数 15℃ 



製造：松山：共同農産 

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。 

秋から春にかけての季節限定供給品！                             

焼きとうふ がんもどき 冷蔵 冷蔵 

翌週 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 

 秋川牧園の鶏肉をふんだんに使用した、ももむね切身・特製

つみれ・和風スープの3点セットのとり鍋セットです。若鶏のガ

ラを長時間かけて丁寧に煮出したスープをベースに、かつおや昆

布の旨みをきかせてコクのあるスープに仕上げました。お好みの

具材を加えることで、より一層楽しみかたも広がります。 

翌々週 冷凍 

8508 とり鍋セット（醤油） 550ｇ 1020円 

8509 とり鍋セット（塩） 550ｇ 1020円 

 とり鍋セット（醤油）原材料：鶏肉（国産）、つくね《鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、パン粉、ばれいしょで

ん粉、清酒、醤油、砂糖、生姜、食塩》、スープ《チキンスープ、醤油、砂糖、鰹だし、清酒、食塩（原材料の

一部に小麦を含む）》 とり鍋セット（塩）原材料：鶏肉（国産）、つくね《鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、パ

ン粉、ばれいしょでん粉、清酒、醤油、砂糖、生姜、食塩》、スープ《チキンスープ、発酵調味料、昆布だし、

鰹だし、食塩、ガーリックパウダー、醤油、ごま油（原材料の一部に小麦を含む）》     山口：秋川牧園 

とり鍋セット各種 

 

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 

OCR５００ 

OCR５０１ OCR５０２ 

OCR５０５ 

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 

OCR５０６ 

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。 

八坂石鹸さんのホームページがリニューアルしました → 

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 

OCR５０３ OCR５０４ 

釜焚き洗濯用固形石鹸 

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 

OCR499 280ｇ 250円→225円 

品番9107 150ｇ 140円→130円 

特価 

お風呂洗いスポンジ 

ナチュロン 

1個 425円 

→405円 

取り扱い：ヒット サイズ：46㎜×73㎜×152㎜ 

品番９１０８ 

目が粗い構造なので、水切れ

が良く、速乾性に優れた、衛

生的なのが特徴です。 

翌週 

特価 
原材料：水、グリセリン、プロパンジオール、ホホバ

種子油、スクワラン、ステアリン酸、パルミチン酸、

カリ石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ油、ベヘン

酸、キダチアロエエキス-2、ベヘニルアルコール、ト

コフェロール、ヒノキチオール、エタノール  

ハンドクリーム 
乾燥するこの時期に心強い味方のハン

ドクリーム！香りやベタつきを気にせ

ず使えますので、水仕事等の時にお勧

めです。持ち歩き用にミニサイズもあ

ります。 

OCR534 普通サイズ（70g） 720円→650円 

品番9112 ミニサイズ（20g） 330円→315円 

翌週 
取り扱い：ヒット 

特価 



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

しても使えるスプレーから泡が出

て、隅々の汚れもキレイにします。  

取り扱い：ヒット 

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 OCR５１５ 

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。 

ＯＣＲ５０９ 

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 

→840円 

合成界面活性剤等の化学合

成物質は不使用。無着色。 

OCR５２１ 

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 

OCR５１４ 

翌週 

洗濯槽クリーナー 

100g×3袋740円  

→670円 OCR５１６ 

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 OCR５１８ 

翌週 

品番９０９８ 

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９０９９ 

詰替え500ml 645円 

→580円 OCR５１９ 

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９１００ 

詰替え500ml 885円 

→840円 OCR５２０ 

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。 

OCR４９２ 

翌週 

パックス化粧石けんＥ 

品番９１０１ 

成分：純石けん分（25％

脂肪酸カリウム） 

ナチュロン  台所の石けん 
合成界面活性剤などの化学合成物質は一切不使用で、

植物油（ひまわり油・ヤシ油等）を原料にしてできた

無香料・無着色の台所の液体石けんです。粘度がある

タイプですのでスポンジに直接つけてご使用下さい。 

ポンプ500ml 420円 

→400円 品番９１０２ 

翌週 

詰替え450ml 320円 

→290円 OCR５２２ 

成分：純石けん分（5% 脂肪

酸カリウム）、アルカリ剤（炭酸塩）  

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９０８５ 

品番９０８６ 

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 

材質：軟質ポリウレタン 

1個 170円  

→155円 

OCR497 色つき 

OCR498 ﾅﾁｭﾗﾙ 

在庫限り！ 在庫限り！ 



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９１０３ 

詰替500ml 520円 

→470円 ＯＣＲ５２３ 

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９１０４ 

ＯＣＲ５２４ 

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

ＯＣＲ４９３ 

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） 

ＯＣＲ４９４ 

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 

ＯＣＲ４９５ 

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。 

ＯＣＲ４９６ 

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９１０５ 

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 
翌週 

180g 1060円 

→955円 

ナチュロントリートメント 

翌週 品番９０８７ 

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 

9090 ボトル 100ml 1470円→1400円 

9091 詰替 100ml 1195円→1075円 

さらっと塗れて、しっかり保湿出来る

UVクリームです。 

剛性の紫外線吸収剤、合成界面活性剤を

使わず、石鹸で乳化したシンプルなク

リームです 

ナチュロンUVクリーム 

OCR５３５ 

取り扱い：ヒット 

45g 1175円 

→1115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、カリ石ケン素地、シリカ、ステアリン酸、パ

ルミチン酸、ベヘン酸、ペヘニルアルコール、シア脂、

ローズ水、加水分解シルク、カミツレ花エキス、カワラヨ

モギエキス、コメヌカエキス、グリチルリチン酸2k、ヒノ

キチオール、エタノール 

翌週 

取り扱い：ヒット 



内容量：各種１P当たり約120gです。 

8111 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 875円 

8112 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） 875円 

8113 おまかせ 季節の青背魚セット（大きめ切り身×２パック） 875円 

8114 おまかせ 季節の白身魚セット（大きめ切り身×２パック） 1100円 

8115 おまかせ 季節の白身魚セット（一口サイズと大き目切り身セット） 1100円 

魚の臭みが無いように下処理には気を使い、誰が食べても

食べやすい様に骨を丁寧に手作業で抜いています。鮮度を

保てるように1つ1つ真空パックにしてあります。すぐに調

理できるように工夫してあります。   

翌々週 

イメージ写真 

各2人前（約120g）×2パック1100円 

用途別の骨なし切身セット 
（２人分×2食） 

8116 塩焼き用セット 

8117 ムニエル用セット 

8118 煮つけ用セット 

8119 揚げ物用セット 

天然マダイやコショウ

ダイ等、季節によって

内容が変わります。 

翌々週 

冷凍 

青背魚セット 

骨無し切り身各種！ 

冷凍 

取り扱い：有限会社 エスペランス 

白身魚セット 
季節によって魚種

が変わります。 

品番８１２４ 

鯛めし用 姿 
愛媛県産の天然小鯛を

丸ごと使用し、それを1

度3枚に捌き骨を取り、

頭・骨を姿のままに！ 

鯛の旨みが詰まった、

豪華な鯛めしがお家で

いただけます！ 
内容：約180g～230g 

    （３合分） 

1本 570円 翌々週 冷凍 

 マダコのコロコロカット 

愛媛県産の生のマダコを小さくカットしたもので

す。酢の物やたこ焼き等にお使いいただけます。 

柔らかで旨みたっぷりなマダコをどうぞ！ 

取り扱い：有限会社 エスペランス 

品番８１２１ 

冷凍 

翌々週 

80ｇ×2P 680円  

刺身の盛り合わせ（２人分） 

2人前約90g×２パック 

 1450円 

天然マダイと天然のサワラ

のお刺身となっておりま

す。そのままお刺身として

食べるも良し、漬け丼やお

茶漬けにして食べるも良し

です！ 

品番８１２０ 冷凍 

翌々週 

 

 

銀ダラみりん漬 

140g（2切れ） 

725円 品番８０２４ 

脂のりのよいアラス

カ産の銀ダラを無添

加のみりん醤油に漬

け込んで、軽く干し

たものとなっており

ます。 

原材料：銀ダラ（アラスカ産）、田中屋の濃口醤油、三河み

りん、味の母、砂糖 
取り扱い：三福水産 

 

 

サバみりん干し 

品番８０２５ 

脂のりがよく身の柔ら

かいノルウェー産のサ

バをみりん醤油に漬け

込んで干したものと

なっております。 

取り扱い：三福水産 

240g（2切れ） 

520円 
↑写真はイメージです ↑写真はイメージです 

翌々週 

翌々週 

原材料：サバ（ノルウェー産）、田中屋の濃口醤油、

三河みりん、味の母、砂糖 

 無添加練り製品！地場の魚１００％使用！  

地 場 じ ゃ こ 天 ぷ ら    地 場 じ ゃ こ 団 子    

冷蔵 

品番８３２２ 

品番８３２３ 

3枚 

 635円 

12個入り 

665円 

お

つ

ま

み

に 冷蔵 

季節の魚（はらんぼ・ぐ

ち・えそ・とらはぜ・太

刀魚など）、三温糖、み

りん（味の母）、モンゴ

ル岩塩、じゃがいも澱

粉、なたねサラダ油 

賞味期限：７日 

松山：東雲かまぼこ 

翌々週 

上板かまぼこ 野  菜  棒 天 

冷蔵 

～八幡浜：矢野傳の練り物 今週の特価企画！～ 

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できました。  

冷蔵 

原材料：地場の魚（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 

特価 
翌週 

OCR０９５ 

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、

3本 255円 

→230円 OCR１０１ 

特価 
翌週 

1本110g 275円 

 →250円 



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 

特価 

原材料：県内産小麦、全粒粉、無塩バター、天日塩、

砂糖、牛乳、酵母、水 

翌週 

組合員さんのリクエストにくるみの森さんが応

えて作ってくれました！やわらかくてしっと

り、小麦の香る食パンです。 

1斤 380円 

全粒粉食パン 

１個 370円 

 →335円 

むぎばたけパン 

ＯＣＲ０５３ 

翌週 

原材料：南部小麦粉、

全粒粉、ホシノ天然酵

母、天塩 

OCR０６６ 

～松山：Ökol＝エコル 松尾和子さんの無添加お菓子！～ 
素材は全てゆうき生協からの持ち込みです！安心なお菓子をおやつやお茶請けに！ 

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 

一番しぼりの高オレイン酸べに花油を主原料に、遺伝子組み換え原料は使用せず、素材の持つ

おいしさを大切にした無香料、無着色、酸化防止剤不使用のマーガリンです。発酵乳がさらに

おいしさを引き出し、コクのあるまろやかなあっさりした風味のマーガリンですので、パンに

はもちろんの事、お菓子作りやあらゆる料理に是非幅広くお使い下さい。不飽和脂肪酸である

トランス型脂肪酸含有率は約0.5g（100g中）と極めて低い数値なので、安心して使えます。 

ハイプラスマーガリン各種 

徳用サイズ 370g  

530円 OCR０４５ 

普通サイズ 180g  

310円 OCR０４４ 

冷蔵 翌週 原材料：食用植物油脂（べに花油）、食用精製加工油脂（パーム核

油）、発酵乳、全粉乳、クリーム、食塩、レシチン（大豆由来） 

取り扱い 大阪：創健社  

パンにはもちろん、お菓子や料理作りにも 

原材料：愛媛県産小麦

粉、南部小麦全粒粉、

天塩、ホシノ天然酵母 

ベーグル 

OCR０６１ 

生地を茹でることでツルッとした表面と歯応

えを実現した、とてもヘルシーな「くるみの

森のベーグル」です。お好みの具材等を添え

て、ベーグルサンドとしても是非お使いあれ 

３個入り 

 340円 

翌週 

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 

原材料となるもち米は、特別栽培米（除草剤を一回散布したもの）を使用 

和田丸有機グループの も  ち     

和田丸有機グループの生産者が栽培から製造ま

で手掛けたこだわりの一品です。そのまま焼い

て食べたり、お鍋やお吸い物の具材、きな粉や

あんこをまぶしたり等色々にどうぞ。 

冷凍 

翌週 

品番 品名 規格 価格 

9965 玄米もち 750g 995円 

9966 よもぎもち 750g 995円 

9967 白もち 750g 995円 

1本 1600円 

原材料：オーガニックレーズン ゆうき生協の卵 愛媛

県産小麦粉 双目糖 オーガニック胡桃 よつばバター 

オーガニック干しいちじく 中島産伊予柑 オーガニッ

クアーモンドプードル ラム酒  

フルーツケーキ   
オーガニックラムレーズ

ンとオーガニックくるみ

をたっぷり使いました。

その他にも自家製伊予柑

ピール・ラム酒漬けの乾

燥イチジクも使用した、

とても贅沢なフルーツ

ケーキです。 

品番８２３４ 

翌々週 

原材料：下郷産小麦粉 よつばバター ゆうき

生協の卵 双目糖 玄米ポン 黒砂糖   

ピュンクトヒェンはドイ

ツ語で点という意味。白

く点々と見えるのは風土

プランの玄米ポンです。 

ピュンクトヘンクッキー 

8235 50g 250円 

8236 100g 480円 

コロコロパン（人参） 

生地には油・卵・牛乳・砂糖は入っておらず

天然素材だけでシンプルに作り上げました。   

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 



バターソース 

原材料：有塩バター

(北海道乳業)、本醸

造醤油、ゆず酢(無

農薬栽培)、ニンニ

ク(無農薬栽培) 

賞味期限；冷蔵で

２ヶ月 

和
・
洋
ど
ち
ら
に
も
合
う
本
格

ソ
ー
ス
で
す
！ 

原材料：菜種油(圧搾絞

り)、本醸造醤油、白ワ

イン、ニンニク(無農薬

栽培)、みりん、オイス

ターソース  賞味期

限；冷蔵で３ヶ月 

冷凍 

冷蔵 

月一 

50g×3袋  

750円 

すべて翌々週配送です 

品番２２５０ 
200g  

755円 品番２２５１ 

ガーリックソース 

土佐の高知の嶺北の無農薬で

育てた柚子100％をそのま

ま搾ってビンに詰めました。

冷やっこやしゃぶしゃぶなど

にどうぞ。また各種料理の香

りづけなどにも幅広くお使い

ください。 

360ml  

955円 

冷蔵 

無農薬柚子酢 
希釈用ゆずドリンク！ 

品番２１２２ 

月一 

企画 

賞味期限：90日 

冷蔵 

ＹUZUYUZU 

無農薬で育てられた柚子と、

高知県の中産間地域で取れた

蜂蜜、砂糖で作った希釈用ド

リンク。柚子の爽やかさと程

良い甘さでお子様から大人の

方に至るまで幅広くお楽しみ

いただけます。８倍濃縮なの

でお得です。 

賞味期限：90日 

冷蔵 

品番２１２１ 

360ml  

955円 
翌々週 

翌々週 

富士すのもの酢 
月一企画 富士ゆずぽん酢 

360ml 

565円 

360ml 

845円 

富士自然米酢でお馴染み、製造元：飯尾醸造の供給品です。それぞ

れ自前の酢をベースにひと工夫を加えた美味しい調味料です。 

品番２１３４ 品番２１３５ 

純米酢、本味醂、粗糖、白た

まり（小麦・塩・焼酎）、鰹

節、しいたけ、昆布 

賞味期限：１年 

本醸造再仕込み醤油、無農薬

ゆず果汁、無農薬かぼす果

汁、純 米 富 士 酢、粗 糖、鰹

節、昆布 賞味期限：8ヶ月 

大阪；ムソー 

すべて翌々週配送です 

農薬を使用せず栽培した地元：京都

府のお米を使用し、昔ながらの静置

発酵法でじっくり長期熟成させたこ

だわりの純米酢です。お酢１Ｌにつ

き３２０ｇものお米を使用していま

すので、富士自然米酢と比べても、

まろやかで繊細、しかも旨味がしっ

かりあります。 

品番２１３６ 

富士酢プレミアム 

品番２１３７ 

富士玄米黒酢 

使いやすいコンパクトタイプ！製造：飯尾醸造のお酢各種！ 

500ml  655円 

500ml  1500円 

500ml  

1310円 

全て翌々週配送です 

品番２１３８ 

純米富士酢 

翌々週 

翌々週 

 

原材料のサトウキビは「竹糖」

という1cmあまりの細いもの

で、自家用の畑で無農薬栽培し

ているものです。その搾り汁の

灰汁を抜き釜で煮詰め、一晩寝

かせて糖蜜を抜きます。できた

砂糖を寝る作業「とぎ」を4～5

回繰り返して出来上がります。 

阿波の和三盆糖各種 

素朴で甘すぎない、上品な味わいです 

霰   糖 阿 波 女 干 菓 子 
詰 合 せ 

80g 1010円 10個 475円 1箱 710円 

品番２１１８ 品番２１１９ 品番２１２０ 

徳島：岡田製糖所 すべて翌々週配送です 

翌々週 

TEPA ショーツ企画！ 股上が浅めで、お腹を締め付けず、服も選

びません。鼠径部にゴムが入ってないた

め、リンパや血液の流れをスムーズにす

る、TEPAショーツです！ 

翌々週 

2110 ゴム型：イエローフラワー 

2111 ゴム型：ピンクフラワー 

2112 ゴム型：オフホワイト（無地） 

2113 ひも型：イエローフラワー 

2114 ひも型：ピンクフラワー 

2115 ひも型：オフホワイト（無地） 

各種1枚 3770円 

2116 ひも型 

2117 ゴム型 

TEPAさんの新作です！ 

四 角 い 形 の も っ こ 型

ショーツです。 

オーガニックコットンの

みで作った、形も素材も

至ってシンプルなふんど

しショーツです。 

各種1枚 2740円 

取り扱い：大豊グループ 取り扱い：大豊グループ 



出雲国の一番摘みくき茶 

原材料：レモングラス（島根県産）生姜（島根県産）         

レモンに似た爽やかな香りとアク

セントに 加えた 出西（しゅ っさ

い）生姜の香りがリフレッシュタ

イムにピッタリです。レモングラ

スも生姜も出雲地方で栽培された

ものです。   

島根県産の茶葉を100%使用した、ほ

うじ茶ティーバッグです。少しずつ丁

寧に自家焙煎し、すっきり香ばしく仕

上げました。焙煎工程によりカフェイ

ンも少なく、ご家族皆様で楽しんで頂

けるお茶です。 

中の島の海士町では、クロモジの木

（クスノキ科）が自生しています。

手作業で少しずつ天日干しした後、

西製茶の国産紅茶とブレンド！苦渋

味が少なく優しい風味の西製茶の国

産紅茶に、ふくぎの爽やかな香りを

加えました。 

西 製 茶 所 の お 茶 各 種 

出雲国の煎茶-山吹- 

出雲国の一番摘み茎ほうじ茶 

自家焙煎で香ばしい 

ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 

品番２１２５ 80g655円 

休 止 中 翌々週 80g470円 品番２１２７ 60g375円 

品番２１２８ 

翌々週 

5g×16包 

420円 

出雲国・島根生まれのフレーバーティー 

福来紅茶（ティーバッグ） 

品番２１２４ 翌々週 

2g×13袋入り

530円 

レモングラス＆ジンジャー 

品番２１２９ 

1g×13包み 

  420円 

翌々週 

清澄な出雲地方で栽培された一番摘

みのお茶の葉を、浅蒸しし香り豊か

に作り上げています。原葉は栽培期

間中化学合成農薬を使わず丁寧に栽

培したものです。上質な茎の部分を

選別し再度茶葉をブレンドすること

で、豊かな味わいを持つお茶通好み

の味わいに仕上げました。 

翌々週 

清澄な出雲地方で、栽培期間中化学合

成農薬を使用せず栽培された一番摘み

茶葉を原料としています。原葉の風味

がそのまま生きています。お湯を注ぐ

と澄んだ山吹色のお茶が入ります。毎

日ご飲用頂ける、すっと体にしみ込ん

でくる素直な味わいのお茶です。 

翌々週 

清澄な出雲地方で栽培された茶の茎の

部分を原料にしています。栽培期間中

化学合成農薬を使わず丁寧に栽培した

ものを使用。ほうじ茶の原料としては

少し贅沢ですが、香りのよい一番摘み

の茎だけを厳選し、直火焙煎機でじっ

くりと時間をかけて仕上げました。 

沖縄・糸満沖合約200m

から取水した海水だけで

造った自然塩です。単な

る塩味だけでなく、ほの

かな甘みがあり、素材そ

のものの味を一層ひき立

てます。和・洋・中華な

ど、どんなお料理にもお

使いいただけます。 

原材料：海水 取り扱い：ムソー 

500g 

590円 
品番２１３９ 

沖縄の海水塩青い海 

翌々週 

2130 特上玄米茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 480円 2.5g×12P  

2131 煎茶-山吹-ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 520円 2.5g×12P  

2132 一番摘み茎ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 480円 2.5g×12P  

西 製 茶 所 の お 茶 テ ィ ー バ ッ ク 各 種 
手軽にご利用頂けるティーバッグ

でありながら、敢えてティーバッ

グ用の加工は何も行わず、茶葉を

そのまま封入しています。原料の

茶葉等は出雲地方で栽培されたも

のを使用しています。 

翌々週 

キャッサバやさつまいも等の

天然の素材を原料にして作ら

れた高品質のクエン酸です。

台所やトイレや洗面所等につ

く水垢や消臭、石鹸カス等の

汚れに威力を発揮。洗濯物や

洗髪後の中和剤としてもどう

ぞ。詰め替えるのに便利なボ

トルタイプです 

天然重層＆クエン酸の詰め替えるのに便利なボトルタイプです 

天然重層（ボトル） 

取り扱い：大阪：ムソー  

品番２１４１ 品番２１４２ 

クエン酸（ボトル） 

モンゴル奥地シリンゴル高原

の鉱床から採掘した、トロナ

鉱石を原料にして作られまし

た。環境に優しい自然素材な

ので水で流しても負荷をかけ

ません。掃除や洗濯など、あ

らゆる家事に大活躍する天然

重層！詰め替えるのに便利な

ボトルタイプ。 

取り扱い：大阪：ムソー  
翌々週 翌々週 

380g 

400円 

320g 

605円 

北海道尾札部産の根昆布を30％使

用し、旨味のある真昆布、コクの

ある羅臼昆布をブレンドしこんぶ

茶各種です。市販品にあるアミノ

酸や食塩などを大量に使用したこ

んぶ茶に比べるとパンチは余りあ

りませんが、思わず“ホッ”とす

るようなやさしい味わいのこんぶ

茶に仕上げました。 

大阪：ムソー  
原材料：真昆布粉末、昆布エキス、羅臼昆布粉末、砂

糖（甜菜糖）、食塩、酵母エキス  

昆布のホッとする優しい味わい！ 

 こ ん ぶ 茶 

翌週 

50g 

425円 品番９０３７ 

レモンティーシロップ ロイヤルミルクティージャム 

品番２１３３ 120ｇ835円 休 止 中 140ｇ530円 

出雲産紅茶と国産レモンの果汁を使っ

たナチュラルなフレーバーのシロップ

です。香料はしようしていません。シ

ンプルな味わいだからこそ、工夫次第

でいろいろなご用途にお使いいただけ

ます。 

原材料：砂糖（甜菜）、レモン果汁（国産）、紅茶 原材料：生乳、砂糖（甜菜）、紅茶 

出雲産の紅茶と石見産の生乳を原料に

した風味豊かなミルクティージャムで

す。7時間かけてじっくり煮詰めるこ

とにより、紅茶やミルクの風味が際立

つ味わいに。香料や保存料は一切使用

せず、素材の味を引き出しています。 



最も人気の高いりんご サンふじ 

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８９０９ ゴールデンデリシャスと紅玉を掛け合わせた

品種です。ゴールデンデリシャスの甘さと食

味に、紅玉の肉質の緻密さと酸味をプラス。 

ジョナゴールド 
品番８９０７ 

翌々週 

900g袋入り 

720円 

生産者「青森：斎藤農園」 

中島ゆうきの里 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９９４５ 

1級500g 320円 

品番９９４６ 

2級500g 165円 翌週 

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。 

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８９０６ 

翌々週 

生産者「長野：小坂隆さん」 

生産者「八幡浜：西園寺公作さん」 

翌週 

品番９９４０ 

冷凍ブルーベリー 

冷凍 

そのままでも、加工用としても 

特価 

農薬は使わずに肥料は有機質肥料のみを使用

して収穫されたブルーベリーです。そのまま

で頂くのはもちろんの事、ジャムやジュース

やお菓子作り等の加工用にもお使い下さい。 

500g 2475円 

→2045円 

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 

品番８９０１ 

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 

710円 

翌々週 
品番８９０８ 

シナノゴールド 
ゴ ー ル デ ン デ リ

シャスと千秋を掛

け合わせた品種。

甘く適度な酸味も

あ り 濃 厚 な 味 わ

い。果汁も多くサ

クッとした食感の

黄色いりんご 

生産者「青森：斎藤農園」 

900g袋入り 

710円 

8902 青森 斉藤農園 900g 740円 

8903 長野 小坂隆さん 3kg箱 1900円 

8904 長野：水野さん 5㎏箱 3750円 

8905 長野：水野さん B品5㎏箱 2600円 

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。 

 195ｇ×5本 

800円 品番９１７４ 

箱入り 195ｇ×15本 

2340円 

翌週 

品番９１９５ 



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。 

～ゆうき生協の単品野菜！農産物情報～ 
たまねぎ 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

じゃがいも 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

9902 ２㎏ 550円 

9929 １kg 300円 

9903 ２㎏ 650円 

9930 1kg 355円 

ピーマン 

東温：和田丸有機グループ 

300g 

165円 品番９９１８ 

翌週 

翌週 

品番９９１９ 

東温：和田丸有機グループ 

ゴボー 

400g 

310円 

翌週 

品番９９２４ 

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 

2個 

155円 

1kg  

460円 

さつまいも 

今治：今治有機農業研究会 

翌週 

品番９９０７ 

1kg  

 465円 品番９９０８ 

里 芋 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 

1kg当り 

230円 

白 菜 

南予：楽天農業（テレファーム） 

品番９９１７ 

 

品番９９２５ 

1本 

155円 

大 根 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

ほうれん草 

200g 

140円 品番９９２６ 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

翌週 

東温：和田丸有機グループ 

チリメンカラシナ 

150g  

140円 品番９９１５ 

翌週 

品番９９１４ 

翌週 

水 菜 

200g 

140円 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 

小松菜 

200g 

140円 品番９９０４ 

翌週 

東温：和田丸有機グループ 

か ぶ 

600g 

140円 品番９９１３ 

翌週 

500g  

195円 

にんじん 

品番９９０９ 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 しょうが 

200g 

310円 

今治：今治有機農業研究会 

品番９９３６ 

レンコン 

400g 

335円 

熊本：肥後レンコンの里 

品番９９３２ 

翌週 
翌週 

1kg 

465円 

たけのこ芋 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９１１ 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 



150ml  

440円 

150ml  

440円 

150ml  

440円 

～ヤマタノオロチ伝説が残る島根県雲南市の“吉田ふるさと村”月一企画！  翌々週配送～ 

しょうが  
ドレッシング 

原材料：発酵調味料（米、米麹、食塩）、醤油

（大豆、小麦、食塩）、米酢、砂糖（粗精糖）、

生姜 塩   

品番２２１５ 

生姜の香りが残るノンオイルド

レッシングです。豆腐や豚肉と相

性が良いです。  

うめ  
ドレッシング 

原材料：梅塩漬、純米酢、砂糖、梅酢、醤油、

鰹だし、食塩  

品番２２１６ 
150ml  

440円 

さっぱりとしたノンオイル

ドレッシングです。梅の酸

味が食欲をそそります。  

黒ごま  
ドレッシング 

原材料：醤油、米酢、砂糖、黒ごま、玉ねぎ、馬

鈴薯デンプン、料理酒、鰹だし  

品番２２１７ 

奥出雲吉田町産の黒ごまを

使ったごまの風味豊かなド

レッシングです。   

玉ねぎ  
ドレッシング 

原材料：玉ねぎ（島根県産）、発酵調味料（米、

米麹、食塩）、米酢、醤油（大豆、小麦、食

塩）、鰹だし、馬鈴薯デンプン、食塩  

品番２２１８ 

酸味の中に、玉ねぎの甘味。

サッパリとした美味しさです。

肉との相性もいいです。 

品番 品名 

2209 青唐辛子 

2210 赤唐辛子 

各60g  

400円 

とうがらし＆にんにく  

原材料：唐辛子（島根県雲南市吉田町産）、にんにく

（島根県雲南市吉田町産）、食塩（沖縄県産）  

自然豊かな吉田町で栽培され

た唐辛子とにんにくをたっぷ

り使っています。パスタから

おつまみまで、いろんな料理

にアレンジできます。  

原材料：一味：唐辛子（吉田町産） 

 七味：唐辛子・山椒・柚子・春菊・黒胡麻・人参・ごぼう  

とうがらし  

2211 一味 15ｇ 470円 

2212 一味（詰替用） 15ｇ 400円 

2213 七味 15ｇ 470円 

2214 七味（詰替用） 15ｇ 400円 

吉田ふるさと村の一味とうが

らしは「よしだむら」の唐辛

子だけで作ってます。 

七味は、唐辛子、山椒、柚

子、黒胡麻、春菊、人参、ご

ぼう入りのオリジナルです。  

原材料 

山椒：もろみ（裸麦、大豆、米、砂糖、食塩）、砂糖、発酵調味料（米、米麹、食塩）、山椒 

生姜：もろみ（裸麦、大豆、米、砂糖、食塩）、生姜、砂糖、発酵調味料（米、米麹、食塩）  

柚子：もろみ（はだか麦、大豆、米、砂糖、食塩）、柚子（島根県吉田町産）、砂糖（てんさ

い）、柚子果汁  

唐辛子：米麹、醤油（大豆、小麦、食塩）、唐辛子  

お に ぎ り み そ 各 種 

品番 品名 

2201 山椒 

2202 生姜 

2203 柚子 

2204 唐辛子 

各70g  

340円 

ご飯に良くあう

おにぎりみそで

す。唐辛子、山

椒、生姜、柚子

の4種類。  

おにぎりの具にはもちろん、おにぎりの表面に塗ったり、一緒に握って焼い

て食べる「焼きおにぎり」も美味しいです！   

品番 品名 

2206 関西風 

2207 関東風 

各150ml  

320円 

おたまはん  

原材料：醤油、味醂、かつおだし   

「卵かけご飯」を美味しく食べ

るための「卵かけご飯専用醤

油」です。関西風はみりんをき

かせて少し甘めです。 

関東風はみりんを抑えて少し辛

めの味つけです。 

からみちょ 

品番２２０８ 

60g  

400円 

原材料：唐辛子（島根県雲南市吉田町産）米味噌、砂糖（粗

糖）、米酢、食塩   

少し甘めに仕上げていて、甘みと辛さがとても

良いバランスです 。使いやすいペースト状。い

ろいろな料理にご利用ください。「辛いものが

すき！」という方にオススメです。 

島根県産の小豆など

１６種類の国産雑穀

が入ってサッパリと

しつこくない甘さの

ぜんざいです。  

島根県吉田町で栽培された

にんにくをすりおろしにし

ました。焼肉、ラーメン、

お料理の隠し味にご利用く

ださい。  

杵つきまるこもち すりおろしにんにく 

60g 

520円 

原材料：にんにく、米酢、食塩 

品番２２２７ 

300g 

510円 

原材料：もち米 

供給再開 品番２２２５ 

品番２２２６ 

レトルト雑穀ぜんざい 

150g  

300円 

原材料：  餅米（島根県産）、砂糖（甜

菜）、小豆（島根県産）、十六種雑穀ミッ

クス（もち玄米、はだか麦、胚芽押麦、も

ち麦、青玄米、もち黒米、もちきび、もち

赤米、はと麦、青大豆、もちあわ、黒大

豆、黄 大 豆、小 豆、ひ え、と う も ろ こ

し）、食塩  

寒暖の差が激しい奥出雲の地で育っ

たもち米を杵でしっかりと搗きあげ

ました。杵でつくことで歯ごたえと

腰の強さがあり、鍋物に入れても溶

けにくいお餅です。お子様のおやつ

としても幅広く使えます。 



素朴な味のクッキーです。島

根県のほうじ茶をクッキー生

地にいれました。芳ばしいか

おりと味お楽しみください。 

原材料：青森県産北上小麦

粉、四つ葉バター、粗製

糖、四つ葉ノンホモ牛乳、

べにふうき紅茶（西製茶） 

原材料：青森県産北上小麦粉、四つ葉バ

ター、粗製糖、卵（PHF卵）、よつ葉ノン

ホモ牛乳、ほうじ茶（西製茶） 

卵は一切使用せずに作られ

た新鮮な四つ葉牛乳が入っ

たクッキーです。かわいい

熊やペンギン等の動物の形

をしています。 

原材料：青森県産北上小麦

粉、四つ葉バター、粗製

糖、卵（PHF卵） 

原材料：青森県産北上小麦粉、

四つ葉バター、粗製糖、愛媛県

産伊予柑ピール、ストレートみ

かんジュース（大阪愛農） 

原材料：青森県産北上小麦粉、

四つ葉バター、粗製糖、卵（PHF

卵）、牛乳、四つ葉チーズ 

70g 

255円 

60g  

340円 

ミルクティクッキー 

品番２０２７ 

国産紅茶葉べにふうきを入

れ、上品な香りのクッキー

に仕上げました。ティータ

イムにどうぞ 70g 

310円 

ほうじ茶クッキー 

品番２０３１ 

70g 

310円 

翌々週 

翌々週 

品番２０２９ 

ミルククッキー 

原材料：青森県産北上小麦

粉、四つ葉バター、粗製

糖、四つ葉のノンホモ牛乳 

品番２０２５ 

月一企画 

翌々週 
プレーンクッキー 

品番２０２６ 

シンプルな味わいが魅力の

プレーンクッキーです。小

麦粉とたまごの風味を存分

に楽しめます。サクサク感

がうれしい。 70g 

255円 

翌々週 

いよかんクッキー 

品番２０２８ 

愛媛県産の伊予柑ピールを

ふんだんに使用し、とても

爽やかな甘さです。卵不使

用のクッキー 70g 

310円 

翌々週 

チーズクッキー 

翌々週 

よつ葉のシュレッドチーズ

を ふ ん だ ん に 使 っ た、あ

チーズの塩味が効いたクッ

キーになりました。 

米 粉 

大分県耶馬溪町、下郷農協健康米生

産組合が栽培したお米（田植えの

後、除草剤を一回使用の特別栽培

米）を粉末にしたものです。パンや

ケーキ、クッキー等のお菓子作り、

から揚げ粉としてもどうぞ！ 

500g 

680円 

品番２０２１ 

有機JAS認定 

大分県耶馬渓町で農薬や

化学肥料を使わず栽培し

ました。一番茶を使い、

茶葉の持つ旨味を引き出

す様、蒸し時間を長めに

して、渋みの少ないまろ

やかなお茶になっていま

す。 

100g  1220円 

品番２０２２ 

有機深むし茶 下郷きな粉 

大分県で、農薬の使用をできるだけ抑え

て栽培された大豆を、炒って粉末状にし

ました。香ばしさとほのかな甘みをお楽

しみ下さい。餅や牛乳、ヨーグルトにあ

わしたり、各種料理にどうぞ。 

100g  

415円 

品番２０２３ 

2221 中辛 醤油（大豆、小麦、食塩）、砂糖、発酵調味料（米、米麹、

塩）、玉ねぎ、ニンニク、味噌、生姜、胡麻、唐辛子  

150ml 400円 

2222 甘口 醤油（大豆、小麦、食塩）、玉ねぎ、砂糖、発酵調味料（米、米

麹、塩）、りんご、ニンニク、味噌、生姜、胡麻  
150ml 400円 

2223 りんご 醤油（大豆、小麦、食塩）、りんご、砂糖、玉ねぎ、かぼちゃ、

人参、本みりん、米酢  

150ml 500円 

2224 コク野菜 醤油（大豆、小麦、食塩）、りんご、本みりん、砂糖、米みそ、

タマネギ、カボチャ、ニンジン、米酢、生姜、ニンニク、唐辛子  

150ml 500円 

焼肉のタレ各種 
奥出雲のお醤油屋さん森田醤油店で、丹誠込めて作られた『国産丸大

豆醤油』と、「よしだむら」（雲南市吉田町）の契約農家さんたちが

手間暇をかけて栽培された野菜たちとブレンドしたのが、この醤油

ベースのあっさりとした焼肉のたれです。それぞれ特徴ある味わいで

す。お好みに合わせてご注文下さい！  

玉ねぎや人参などの野菜を使っ

たドレッシングです。ごまの風

味と野菜の旨みが加わり、サラ

ダとの相性は抜群です。  

国産丸大豆醤油のコクと、に

んにくの風味が特徴です。お

肉との相性もいいドレッシン

グです。   

ごまと野菜ドレッシング 

原材料：醤油（大豆、小麦、食塩）、米酢、玉ねぎ、人参、

食用植物油脂（なたね油）、鰹だし、砂糖（甜菜）、白ご

ま、にんにく  

品番２２１９ 

150ml  

480円 

にんにくしょうゆ 

ドレッシング 

原材料：醤油（大豆、小麦、食塩）、米酢、食用植物油脂

（なたね油）、砂糖（甜菜）、にんにく、鰹だし、片栗粉  

品番２２２０ 

150ml  

480円 

翌々週 

取り扱い：吉田ふるさと村 取り扱い：吉田ふるさと村 

翌々週 

取り扱い：吉田ふるさと村 

原材料３種類：国内産小麦粉（青森県産北上小麦粉）、砂糖（北海道十勝産てんさい糖）、なたね油（青森県産な

たね 圧搾法 遺伝子組み換えでない）、有機栽培人参（岐阜県・長野県・北海道産）、鹿児島県さとうきび 

※卵・乳製品・大豆は不使用ですが、このリーンビスケットの製造ラインでは使用しています。予めご了承下さい 

リーンビスケット各種    
三大アレルゲンと言われる「卵・乳製品・大豆」を使用せ

ず、こだわりの素材で作られたぷくぷくの会のリーンビス

ケットです。素材の味の生きた優しい味わいのビスケットは

お子様のおやつにピッタリ。 

翌々週 
各70g 

255円 

2033 プレーン 

2034 にんじん 

2035 黒糖 



自 然 伝 麺 ( ラ ー メ ン ) 各 種    

品 番 品 名 規 格 価 格 

2045 み そ味 1袋 430円 

2046 み そ味 徳用5袋 2075円 

2047 しょうゆ味 1袋 430円 

2048 しょうゆ味 徳用5袋 2075円 

コクのある風味豊かなみそ味と、和風仕立ての

あっさりしょうゆ味です。 大阪：ムソー 

冷蔵 原材料：麺；国内産契約栽培小麦粉、小麦たんぱ

く、食塩、貝殻焼成カルシウム、大豆粉 

原材料：スープ（みそ味）；みそ（大豆）、醤油

（大豆・小麦）、砂糖、食塩、豚脂、チキンエキ

ス、香辛料、酵母エキス、（原材料の一部に小

麦、大豆を含む） 

原材料：スープ（しょうゆ味）；醤油、食塩、砂

糖、ポークエキス、ごま油、豚脂、チキンエキ

ス、酵母エキス、オニオンエキス、香辛料、（原

材料の一部に小麦、大豆を含む） 

賞味期限：開封前50日 

翌々週 

廃油から作られた環境に優しい石けん各

種！それぞれ匂いの解消や肌への易しさを

考慮し作ったものです。 

2039 竹酢液入り 

2040 アロエ入り 

2041 ゆず入り 

2042 よもぎ入り 

2043 柿渋入り 

月一 

企画 

各1kg入り 

400円 

リサイクル石けん！ 八坂粉石けん１ｋｇ各種 

翌々週 

品番２０５０ 

国産小麦使用！ くるま麩 

製造：石川：加賀麩司宮田 

味噌汁やすき焼きなどの色んな料理に 

16枚  

490円 

翌々週 

品番２０３７ 

取り扱い：島根：渡辺水産 

翌々週 

冷凍 

エビ（無頭） 

島根：渡辺水産 

インドネシアで粗放養殖された総称エコシュリ

ンプと呼ばれるエビ（ブラックタイガー）で

す。人工飼料や抗生物質は一切与えず、限りな

く自然に近い環境で育ちました。そのプリプリ

の食感を各種料理でお楽しみ下さい。 

1110円 12尾前後  

原材料：小麦粉・小麦グルテン（北

海道産） 

原材料：小麦粉・小麦グルテン

（北海道産） 

25g 305円  

おつゆ麩 

品番２０５１ 30g 305円  

竹輪麩 

餅 麩 

10個  315円  

すきやき麩 

水に戻さずそのまま使えま

す。汁物や酢物にどうぞ。 

水に戻さずそのまま使えます。

汁物や酢物にどうぞ。 

品番２０５２ 

水に戻さずそのまま使えま

す。汁物や酢物にどうぞ。 

原材料：小麦粉・小麦グルテン

（北海道産）、国内産餅粉 

月一企画！加賀麩司 宮田のお麩各種 

創業明治八年、金沢にある麩の専門店「加賀麩司宮田」は創業以来麩ひとす

じ！北海道産小麦粉を100％使用し、今も尚、丹念な手作りをされています。昔

ながらの風味が味わえる「加賀麩司宮田」のお麩各種は選べる4種類！様々な

料理の用途に合わせてお使い下さい。 

25g 305円  品番２０５３ 

芯がなくなるまで戻してからど

うぞ。すき焼きや煮物におすす

めです。 

品番２０５４ 

翌々週 
翌々週 

翌々週 

翌々週 

原材料：小麦粉・小麦グルテン（北海道産） 

材料の値上がりに伴い、価格

が上がります。 

特集： 

●大人の健康管理 

 体温は低いとダメなの？ 
●食物アレルギー 

 栄養士・看護師による国内 

 研修 

●きょうのおかず 

 美肌効果、老化防止にも牡

蠣を 

11月号 食べもの文化   

出版社：東京：芽ばえ社 

1冊 880円  

→800円 
「月刊地域闘争」そして「月刊むすぶ」へ 

ＮＯ.608（2021.10）月刊むすぶ 

愛知：ロシナンテ社 

翌々週 1冊 885円 →800円 

●そうだ！ぼくらの考証館を作ろう 

●猛暑 腰にくる草取りと芋ほり 

●首都圏の放射能汚染ゴミが飽きたへ 

●ある農民の事故後 

品番２１４６ 

上手に噛んでしっかりゴックン 特集：今日も耕し続けます 

品番２１４７ 

翌々週 



強い香りと独特の酸味！ モ カ 

グリーンアイズのオーガニックコーヒー 

※当生協で取り扱いしているグリーンアイズのコーヒーは全て粉タイプになります 

品番２０６６ 

200g  

750円 翌々週 

モカはブルーマウンテンと同じぐらい有

名な銘柄で、もともとエチオピアやイエ

メンでとれる物の事をいい、コーヒーの

ルーツでもあるこのエチオピカ・モカ

は、強い香りと独特の酸味が特徴です。

以前のものよりもさっぱりした少し酸味

のある飲みやすいコーヒーです。 

業務用もありますので必要な方は担当職員に声を掛けて下

さい。           取り扱い：ロハス企業組合 

黒 糖 製 品 各 種 ロハス企業組合の 

耕作放棄地、<遊休地>を利用したサトウキビ栽培から搾り、製糖

し、体に安心な純黒糖を精製し、純黒糖を使って開発した愛媛

の黒糖です。 

黒糖和二盆は、砂糖を二度研ぐから『和二盆』という単語が含

まれています。和三盆でなくまろやかになりすぎないようにし

て黒糖らしさを残した和二盆に仕上げました。黒糖の香りがお

口に広がります。おすすめの食べ方は、そのままでころころ食

べるか、コーヒーや紅茶などに入れてお楽しみください。   

とうみつは黒糖が固まる寸前に釜から取り出した、いわゆる液

体黒砂糖です。黒みつは、固まった黒糖に水分を加え練り、密

だけを抽出させ、黒みつと和二盆に分けたものです。 

どちらも同じ使い方ができますが、黒みつの方がとうみつに比

べ糖分の割合が少なくすっきりとなっています。 

2099 愛媛の黒糖「媛三宝」:小 75g 250円 

2100 愛媛の黒糖「媛三宝」 200g 600円 

2101 和niBON：顆粒 75g 290円 

2102 和niBON：パウダー（小） 100ｇ 325円 

2103 和niBON：パウダー 200g 600円 

2104 黒みつ 125ｇ 600円 

2105 糖みつ 200g 700円 

愛媛県産無農薬サトウキビ100％ 

翌々週 

なるべく小さな農園で日本の

JAS認定や海外の有機認証を

受け、フェアトレードで輸入され

た原材料を使用しています。 

※供給品はすべて粉タイプで

す。 

ヨーロピアンブレンド 

アイスブレンド ブラジル グァテマラ 

ハイチ 東チモール キリマンジャロ 

品番２０６５ 

200g 

655円 

品番２０６４ 

200g 

655円 

品番２０６３ 

200g 

1030円 

品番２０６２ 

200g 

655円 

品番２０６１ 

200g 

655円 

品番２０６０ 

200g 

655円 

品番２０５９ 

200g 

655円 

マイルドブレンド 

グリーンアイズ独自のブレンド

（オーガニック認証のメキシコ・

グァテマラ・ぺルー・ブラジル）

で、口当たりが良く、あとに爽

やかな酸味が残るように仕上

げました。 

品番２０５８ 

200g 

655円 

珈琲各種 

グリーンアイズ 
フレンチロースト（少し深煎り）した

メキシコ、ペルー、グァテマラ、ブ

ラジルをブレンドしてあります。

しっかりとした苦味、コク、甘味も

あるのに、後味がすっきり！ 

ブラジルをベースに全ての豆を

一番深くローストしたもの。苦

味が強く、後味さわやか。作り

方はホットと同じです。半日～

1日よく冷やして飲みましょう。 

ミナス・ジェライス州の山岳地

にあるジャカランダ農園で有機

栽培で作られたコーヒーです。

天日乾燥100％で爽やかな苦

味と柔らかい甘味があります。 

サンタフェリサ農園からオーガ

ニックで生産されフェアトレード

で輸入されたコーヒー。コク・

酸味・香りに優れ、ブルーマウ

ンテン、モカマタリと並ぶ高級

品！ 

ハイチのコーヒーはジャマイカ

に輸出されてブルーマウンテン

として売られたりしています。

酸味、コク、香りすべてに優れ

バランスの良いコーヒーです。 

東チモールの人達が自ら収穫か

ら生豆に加工するまで行って作っ

たコーヒーです。強い独特の香り

がありミルクコーヒーにしても負け

ない苦味と深いコクがあります。 

タンザニアのキリマンジャロ山

の南の裾野、モシで収穫され

る世界的にも優秀なコーヒー

の一つです。比較的強い酸味

と甘い香りを持つコーヒーで

す。 

すべて翌々週配送です 

京都：グリーンアイズ

のコーヒーは、その他

の色々な品種のものを

今週企画していますの

で、是非色々な品種を

試していただいて、あ

なたのお気に入りの一

品を見つけて下さい。 



  和歌山特産の農薬不使用で栽培された南高梅を

シソと自然の塩で漬けた、すっぱいけれど旨みの有

る昔ながらの梅干しです。防腐剤、着色料、及びク

エン酸等の食品添加物は一切使用していません。 

梅ジャム 

木酢液 

農薬不使用で栽培さ

れた梅と粗製糖のみ

で作られていますので、

一般と比べ、まろやか

な味わいです。 

備長炭を焼き上げる過程で抽出し、

精製した上質の木酢液です。 

一般の木酢液とは違い、タール分を

分離させ、取り除いているので、透明

感があり明るい茶色、もしくは社褐色

をしています。 

270g  

650円 

梅肉エキス 

農薬不使用で栽培さ

れた梅を使用し、じっく

りと煮込んだ青梅をビ

ン詰めにしております。 

品番 内容量 価格 

2076 50g 2280円 

2077 90g 3835円 

品番２０７５ 

天然ひのき水 

天然桧のエキスです。肌の弱い方にも安心して入浴

剤や肌水として役立ちます。赤ちゃんからお年寄りま

で体質を選ばずお使い頂けます。 

紀州桧100％ 

5L 4.450円 

1L  960円 

品番２０８０ 

農薬不使用で

栽培されたシソ

と自然塩で作

られています。

食品添加物等

は一切使用し

ていません。 

35g 

350円 
品番２０７４ 

100g袋入り 2.340円 

品番２０７９ 品番２０７８ 

グァバは漢方では古来より不老長寿の

薬草として珍重されてきました。 

新枝葉を手摘みし自然乾燥しながら半

発酵させていますので、緑茶を発酵させ

作られたウーロン茶のように味や香りが

良く、更にカルシウムなどの成分も3～4

倍多く含まれていますのでサラっと飲み

やすい健康茶です。 

カフェインゼロだからお子様やお年寄り

にも安心です。その上農薬、化学肥

料、除草剤等を一切使わない無農薬

自然栽培しています。 

2.5g×30袋 2.340円 

   つぶし梅 赤梅酢 

着色料やクエン酸、防腐剤なども

一切使用していません。昔ながらの

美味しい梅のペーストです。 

農薬不使用の梅と

赤シソ及び自然塩

で漬け込んだ物の

上澄み液を木綿布

で2回濾過して瓶詰

めしています。 

250g 885円 

700ml 

1155円 

品番２０８６ 

品番２０８５ 

イメージ 

梅ハチミツ漬け 

600ml 2.735円 

品番２０８４ 

2068 紀州梅干 200g 880円

2069 紀州梅干（袋） 500g 1940円 

2070 紀州梅干（角樽） 500g 2150円

2071 紀州梅干（袋） 1kg 3680円

2072 紀州梅干（丸樽） 1kg 3780円

無農薬

梅 干 し 

和歌山 ばんじろう村 月一企画 

ばんじろう村は一切の化学肥料、農薬を使

用せず、堆肥（腐葉土等）、魚粉と油粕、

米ぬか、カキ殻などの自然肥料と檜エキス

をベースとした天然食物活性剤や海藻エキ

ス、木酢などを農薬代わりに使用する独自

の無農薬農法の開発に30年前から取り組ん

でいます。 

 『土が健康で力があり、日光と通気が十分

であれば、作物は健康で病気などにも強

く、しかも土壌の栄養ミネラルを吸収し元

気に育つ』という概念のもと作物を作り続

けています。  すべて翌々週配送です 

品番 規格 価格 

2082 500ml 725円 

2083 1L 1360円 

5Lの徳用サイズをお求

めの方は、配送職員に

お伝えください。 



 

原材料：生乳（北海道産） 食塩 

北海道十勝地方の良質な生乳を１００％使用

しています。生乳本来のうまみとコクを引き

出した、まろやかな口当たりのセミハードタ

イプのナチュラルチーズです。さまざまな食

材との相性も良く、お料理のレパートリーを

広げることができます。 

カマンベールチーズ  

原材料：生乳（北海道産） 食塩 

非遺伝子組換え飼料を使用

している十勝管内の生産者

の良質な生乳を１００％使

用した、特に原料乳にこだ

わったカマンベールチーズ

です。チーズの本場フラン

スでも名高いイズニー社と

技術提携し、ひとつひとつ

丹念に作り上げました。柔

らかくクリーミーな食感

と、上品でまろやかなミル

クの風味をお楽しみいただ

けます。 

冷蔵 

パンにおいしいよつ葉バター 

100g 

300円 

 おつまみチェダー  

口に入ったときの大き

さに合うよう12ｍｍの

ダ イ ス 状 に カ ッ ト。

チェダーチーズのほの

かな酸味がワインに良

くあいます。 

開封後すぐに食べられ

て、おつまみに最適で

す。  

30g 

220円 

パンにおいしい発酵バター 

発酵バターをホイップし、従来のバターより

も口溶け良く仕上げました。ミルクの優しい

風味に加え、発酵バター特有のヨーグルトの

ようなすっきりとした爽やかな後味が、バ

ケットなどのパンの美味しさをいっそう引き

立たせます。 

100g 

330円 

品番２０８９ 

北海道スキムミルク 
低脂肪で、生乳由来のたんぱく質やカルシウムが

豊富に含まれています。 

パンやお菓子作りにだけではなく、普段のお料理

に加えることで、不足しがちなカルシウムを食事

で簡単に補えます。  

品番２０９５ 

口に入ったときの大き

さに合うよう12ｍｍの

ダ イ ス 状 に カ ッ ト。

ゴーダチーズのマイル

ドな味がビールに良く

あいます。 

開封後すぐに食べられ

て、おつまみに最適で

す。  

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

品番２０９１ 

翌々週 

チェダーチーズ 

北海道十勝地方の良

質な生乳を１００％

使用しています。コ

クと酸味の絶妙なバ

ランスがクセになる

セミハードタイプの

ナチュラルチーズで

す。熱を加えても美

味しいので、お料理

をアレンジしたいときにも大活躍します。  

原材料：ナチュラルチーズ（生乳、食塩） 

翌々週 

原材料：生乳（北海道産） 食塩 

コンパクトで可愛らしいカップ入りバター

は、手軽に食卓でそのまま使え、冷蔵庫への

出し入れも簡単です。バターをホイップし、

従来のバターよりも口溶け良く仕上げまし

た。 程好い塩味とミルクの優しい風味が、こ

んがり焼いたパンの味を  いっそう引き立て

ます。 

品番２０８８ 

冷蔵 

200g 

555円 
品番２０９０ 

冷蔵 

ゴーダチーズ 

冷蔵 

原材料：ナチュラルチーズ（生乳、食塩） 

200g 

580円 

冷蔵 

品番２０９２ 

100g 

520円 

冷蔵 

品番２０９３ 

原材料：ナチュラルチーズ（生乳、食塩） 

 おつまみゴーダ  

30g 

220円 品番２０９４ 

原材料：ナチュラルチーズ（生乳、食塩） 

150g 

315円 

冷蔵 

原材料：生乳（北海道産） 

よつ葉乳業は、北海道の酪農家の会社

です。北海道の大自然で生まれた良質

な生乳を乳製品としてお届けします。 

よつ葉乳業は、北海道の酪農家の会社

です。北海道の大自然で生まれた良質

な生乳を乳製品としてお届けします。 

よつ葉乳業は、北海道の酪農家の会社

です。北海道の大自然で生まれた良質

な生乳を乳製品としてお届けします。 

取り扱い：高生連（高知県） 

３種のチーズ 

贅沢モッツァレラブレンド 

糸引きの良いモッツァレラ、風

味豊かなチェダー、コク深い

ゴーダの北海道十勝産3種類の

ナチュラルチーズをブレンドし

ました。 

ピザなどのお料理がよりいっそ

う美味しくなる、チーズののび

の良さを楽しめるミックスチー

ズです。  

翌週 

原材料：生乳（北海道産） 食塩 

120g 455円 

３種のチーズ濃厚こく旨ブレンド 
風味豊かなチェダー、コク

深いゴーダ、糸引きの良い

モッツァレラ、北海道十勝

産 の ３ 種 類 の ナ チ ュ ラ ル

チ ー ズ を ブ レ ン ド し ま し

た。グラタンやオムレツな

どのお料理をより味わい深

くする、まろやかなコクと

旨 み が た っ ぷ り つ ま っ た

ミックスチーズです。  

冷蔵 

翌週 

原材料：生乳（北海道産） 食塩 

130g 455円 
ＯＣＲ０４８ 

ＯＣＲ０４７ 

冷蔵 

冷蔵 



ゆうき４桁品番注文書　ページ１ 注文締切 - --１１月０３週（１１／１６｛火｝～１１／１９｛金｝）

配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛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！ 単品野菜と、その加工品等各種！ 　　　　　　　　　　　 ゆうき生協のお米＆もち米

9902 たまねぎ「今治」 2kg 550 9929 たまねぎ「今治」 1㎏ 300 9956 有機もち米（玄米）「今治」 1kg 700

9903 じゃがいも「今治」 2kg 650 9930 じゃがいも「今治」 1㎏ 355 9957 有機もち米（白米）「今治」 1kg 765

9904 小松菜「和田丸・今治」 200g 140 9931 9958 新米・てんたかく（玄米） 10kg 6800

9905 9932 レンコン「肥後レンコンの里」 400ｇ 335 9959 新米・てんたかく（白米） 10kg 7725

9906 9933 乾燥ごぼう「くまもと有機の会」 30ｇ 415 9960 新米・てんたかく（玄米） 5kg 3500

9907 さつまいも「今治」 1㎏ 460 9934 干しレンコン「肥後れんこんの里」 60ｇ 295 9961 新米・てんたかく（白米） 5kg 3980

9908 里芋「和田丸・今治」 1㎏ 465 　 9935 その他加工品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9909 人参「今治」 500g 195 9936 地元しょうが「今治」 200g 310 9963 もち麦「共同農産」 500ｇ 500

9910 冬瓜「南予生産者」 1㎏当り 350 9937 和田丸のおもち　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9911 たけのこ芋「和田丸」 1㎏ 465 9938 9965 玄米もち 750ｇ 995

9912 タカノツメ「和田丸」 20個入り 155 柑橘類や果物等と、その加工品各種 9966 よもぎもち 750ｇ 995

9913 カブ「和田丸」 600g 140 9940 冷凍ブルーベリー「八幡浜」 500ｇ 2475 2045 9967 白もち 750ｇ 995

9914 水菜「今治」 200ｇ 140 9941 9968

9915 チリメンカラシナ「和田丸」 150g 140 9942 ゆうき生協おすすめ農産物！：翌々週配送

9916 ぎんなん「和田丸」 200g 435 9943 8901 王林「青森：斉藤農園」 800g 710

9917 白菜「楽天農業（テレファーム）」 1㎏当り 230 9944 8902 サンふじ「青森：斉藤農園」 900g 740

9918 ピーマン「和田丸」 300g 165 9945 レモン１級「中島」 500ｇ 320 8903 サンふじ「長野：小坂さん」 3kg箱入り 1900

9919 はやとうり「和田丸」 2個 155 9946 レモン2級「中島」 500ｇ 165 8904 サンふじ「長野：水野さん」 5㎏箱入り 3750

9920 9947 温州みかん「中島：ゆうきの里」 1kg 300 8905 サンふじB品「長野：水野さん」 5㎏箱入り 2600

9921 9948 温州みかん「松山：澤田さん」 1kg 300 8906 名月「長野：小坂さん」 3kg箱入り 1900

9922 9949 温州みかん「大西産」 2ｋｇ 650 8907 ジョナゴールド「青森：斉藤農園」 900g 720

9923 9950 温州みかん:箱「中島産」 10ｋｇ 3100 8908 シナノゴールド「青森：斉藤農園」 900g 710

9924 ゴボー「今治」 400g 310 9951 温州みかん:箱「大西産」 5ｋｇ 1730 8909 富有柿「ばんじろう村」 800g前後 630

9925 大根「和田丸・今治」 1本 155 内子町小田　炭の会 8910 本カリン「長野：小坂さん」 1ｋｇ 590

9926 ほうれん草「今治」 200ｇ 140 9980 雑木　木炭（切炭） 2ｋｇ 680 8911 殻付きくるみ「長野：小坂さん」 500ｇ 865

9927 9981 雑木　木炭（小割れ） 2ｋｇ 480 8912
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配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛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 赤玉チーズ 180g 1100 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 プロポローネチーズ 380ｇ 2025 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 有機ココナッツミルク 400ml 475 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 粒こしょう（黒）「バイオフーズジャパン」 25ｇ 300 9032 青汁（粉末タイプ）　徳用 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 休止中 くすの木しょうのう 10ｇ*8袋 1405

9010 黒にんにく 30ｇ 700 9037 こんぶ茶 50ｇ 425 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 七穀（徳用） 1ｋｇ 2400 9066 つりさげ式ブリキ線香皿 1個 1510

9013 ゆず酢 100ｍｌ 530 9040 七分づき押し麦 800ｇ 355 9067 桧の箸10膳 10膳 1810

9014 国内産トマトケチャップ 200ｇ 510 9041 吉原食料の小麦粉（中力粉：特級） 1ｋｇ 350 9068 桧の菜箸（角形） 1膳 630

9015 有機野菜と果物のとんかつソース 300g 700 535 9042 9069 桧の菜箸（先細） 1膳 560

9016 和風ドレッシング 200ｍｌ 365 9043 有機レモン唐辛子　HOTソース 100ｇ 350 9070 エコひもくん 1巻き80ｍ 195

9017 浅漬けの素 360ml 345 休止中 むき身無塩落花生 80g 585 9071 ソンバーユ 70ｍｌ 1960

9018 麻婆の素 225ｇ 405 ザイオンバレーファーム企画 9072

9019 糸かんてん 16ｇ 500 9046 ブルーベリージャム（大） 480ｇ 1595 9073

9020 素干し桜えび 「かもめ屋」 7g 410 330 9047 ブルーベリージャム（小） 240ｇ 875 9074

9021 しいたけパウダー「恩地さん」 50ｇ 665 9048 9075

9022 小梅干し 200g 940 9049 9076

9023 純米富士酢（大） 1.8L 1685 9050 9077

9024 三河本みりん（大） 1.8L 2745 9051 9078

9025 三河有機本みりん（大） 1.8L 3840 9052 9079

9026 なたね油「影山製油」 1L 3300 9053 9080

9027 紅花油「影山製油」 1L 2955 9054 9081
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配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛金｝） 配送予定- -１１月０４週（１１／２３｛火｝～１１／２６｛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 9136 みかん蜂蜜（大） 1ｋｇ 3230

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

9085 ナチュロントイレ洗い石けん 400ｍｌ 445 425 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 ﾅﾁｭﾛﾝﾄｲﾚ洗い石けん：詰替 350ｍｌ 265 240 9112 ハンドクリーム　ミニ 20ｇ 330 315 okierakanonのタオル製品

9087 ナチュロントリートメント 180ｇ 1060 955 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 ナチュロントーンアップハンドクリーム 40ｇ 1175 1115 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　リップクリーム 4g 550 515 9115 松山：くるみの森のパン各種

9090 モイストローション 100ｍｌ 1470 1400 9116 9145 クッキーの小山 2個入り 310

9091 モイストローション（詰替） 100ｍｌ 1195 1075 9117 9146 ブルックリン（ぼうしパン） 2個入り 310

9092 ベビーボディクリーム 50ｇ 550 9118 9147 黒ごまフランス 1個入り 360

9093 ベビー全身シャンプー 300ｍｌ 825 9119

9094 ベビーＵＶクリーム 30ｇ 550 9120

9095 ベビーソープ（枠練り） 100ｇ 550 9121

9096 ベビーオイル 40ｍｌ 1375 9122

9097 セスキ炭酸ソーダ：ボトル 500g 420 9123 冷蔵・冷凍品各種　　保存に注意！

9098 ナチュロンシャンプー（ポンプ式） 500ｍｌ 990 940 9124 9151

9099 ナチュロンリンス（ポンプ式） 500ｍｌ 990 940 9125 9152 手造り甘酒「大洲：梶田商店」冷蔵 200ｇ瓶入り 515

9100 オリーシャンプー（ポンプ式） 550ｍｌ 1305 1240 9126 9153 フジワラの手作り青汁（冷凍扱い） 90ml*7袋 1060

9101 オリーリンス（ポンプ式） 550ｍｌ 1305 1240 9127 9154 焼きとうふ 2枚 200

9102 ナチュロン台所石けん（ポンプ式） 500ｍｌ 420 400 数量限定供給品！ 9155 がんもどき 3個 200

9103 ナチュロンハンドソープ（ポンプ式） 260ｍｌ 455 435 9129 小豆島オリーブオイル 180ｇ 4455 4230 9156 ソフト豆腐（小） 300ｇ 170

9104 ナチュロンボディーソープ（ポンプ式） 500ｍｌ 1040 990 9130 干ししいたけスライス 50ｇ 395 9157 もめん豆腐（小） 300ｇ 170

9105 フェイシャルローション 100ｍｌ 1360 1295 9131 酒の粕 1kg 445 425 9158 ホシノ天然酵母 250ｇ 960

9106 よもぎ湯（お風呂用） ５袋 410 9132 9159 下郷プリン 90ｇ×3個 455

9107 台所用固形石鹸（小） 150ｇ 140 130 9133 9160 チキンフランク「内子：中谷さん」 約60g×3本 890

9108 ナチュロンお風呂洗いスポンジ 1個 425 405 9134 ＯＧメープルシロップ 250ml 1275 9161
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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 有機にんじんジュース 160ｇ*10缶 1590 9517 蚊取り線香　MONE　もね 20巻 845

9164 有機果実と野菜のジュース 190ｇ*30缶 4470 9190 野菜ジュース 190ｇ*10缶 1100 9518 菊花せんこう 30巻 920

9165 有機野菜飲むならこれ１日分 190ｇ*30缶 4480 9191 無塩トマトジュース 160ｇ*10缶 1465 9519

9166 トマトジュース 190ｇ*30缶 3085 9192 ぶどうサイダー+レモン 250ml*10缶 1290 9520 長時間用菊花せんこう 20巻 1060

9167 有機にんじんジュース 160ｇ*30缶 4470 9193 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*10缶 1290 9521 東温産むぎ茶 400ｇ 315 300

9168 野菜ジュース 190ｇ*30缶 3085 9194 ジンジャエール 250ml*10缶 1290 9522

9169 レモンサイダー 250ml*30缶 3500 9195 有機フルーティーMIXジュース＋野菜 195g*5缶 800 9523

9170 無塩トマトジュース 160ｇ*30缶 4225 9196 ＯＧぶどうジュース：10本 160ｇ*10缶 1540 数量限定企画

9171 国産有機野菜ジュース 125ｍｌ*18本 2565 9197 9525 本場小豆島そうめん「創建社」 250g 230 210

9172 ぶどうサイダー+レモン 250ml*30缶 3500 冬季限定供給品：翌週配送 9526

9173 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 夏季限定アイス各種！：翌週配送

9174 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 9539

9175 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 9540 下郷アイスミルク（抹茶） 100ｍｌ 280

9176 キャロットジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9424 寄せ鍋スープ　3～4人前 600g 295 9541

9177 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 9542

9178 トマトジュース（6本）「津南」 1L×6本 3450 9426 栗しぐれ 120ｇ 310 9543

9179 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*30缶 3500 9427 ミニどら焼き 6個入り 290 9544

9180 有機人参使用まるごとジュース 200ｍｌ 325 9428 しょうが湯（箱入り：徳用） 20g×18袋 925 天然酵母やまそだちの企画

9181 ＯＧぶどうジュース：30本 160ｇ*30缶 4390 9429 しょうが湯 20g×5袋 295 9704 バジルペースト 72ｇ 420

9182 9430 かりんしょうが湯 20g×5袋 295 （有）兵頭産業の古代米企画

こだわりのビール！ 9431 ナチュラルチョコレート：ミルク 60g 300 9711 古代米（三種ブレンド）：要冷蔵 200g 300

9185 オーガニックビール 350ｍｌ×6本 1705 9432 ナチュラルチョコレート：スイート 60g 300 9712 赤　米 200g 300

9186 オーガニックビール（徳用） 350ｍｌ×24本 6730 9433 ナチュラルチョコレート：ホワイト 60g 300 地元今治産のごま各種

9434 ナチュラルチョコレート：ビター 60g 300 9991 洗い金ごま 50g 435

ゆうき生協のパンフレット 9435 ナチュラルチョコレート：抹茶 60g 300 9992 洗い白ごま 50g 435

9999 ご案内パンフレット（カラー） 1冊 0 9436 9993 洗い黒ごま 50g 435
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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

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 きびなごからあげ 140ｇ 455 8056 耶馬渓地鶏：ササミ 200ｇ 650

8003 ハタハタ丸干し：小 8尾 375 8030 あじフライ（4～5枚） 110ｇ 505 8057 耶馬渓地鶏：手羽先 300ｇ 905

8004 ノド黒丸干 250ｇ 360 8031 きびなごフライ 120ｇ 505 8058 耶馬渓地鶏：手羽元 300ｇ 880

8005 冷凍カキ 200ｇ 550 8032 鰹の角煮 約100ｇ 505 8059 耶馬渓地鶏：砂ずり 300ｇ 360

8006 天然芝エビ（有頭） 160g 370 8033 土佐の天然ぶり・切り身 約190ｇ 555 8060 耶馬渓地鶏：ブツ切り 300ｇ 615

8007 あんこう切り身 200ｇ 475 8034 いわしのフィーレ 150ｇ 420 8061 耶馬渓地鶏：手羽身 300ｇ 755

8008 8035 さばフィーレ 250ｇ 520 8062 耶馬渓地鶏：肝 300ｇ 360

ムソーの漬物企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8036 土佐の色々セット（２種） 400ｇ以上 895 8063 黒豚トンカツ：２枚 200ｇ 1120

8017 白菜キムチ漬け 200ｇ 330 8037 土佐の色々セット　３種入り 約600ｇ 1375 8064 黒豚ローススライス 200ｇ 1125

8018 マイルドしば漬け 90g 350 8038 土佐の藁焼初鰹たたき 約150g 930 8065 黒豚モモスライス 200ｇ 770

8019 紅かぶら漬け 150ｇ 295 8039 土佐の初鰹刺身用（ブロック） 約100ｇ 800 8066 黒豚バラスライス 200ｇ 965

小池養蜂園のさくらのはちみつ　　　　　　　　　　　 8040 8067 黒豚モモブロック 400ｇ 1340

8020 さくらのはちみつ 500g 2810 冬季限定供給品 8068 黒豚バラブロック 400ｇ 1560

8501 冨貴食研 ごま鍋の素 150ｇ 335 8069 黒豚ヒレブロック 400ｇ 1810

地元今治産”ポップコーン企画” 8502 冨貴食研 塩レモン鍋の素 150ｇ 335 8070 牛内モモスライス 200g 1860

8022 ポップコーンの種　小 60ｇ 270 8503 冨貴食研 麻婆鍋の素 150g 335 8071 牛肩ローススライス 200g 2460

8023 ポップコーンの種　大 210g 875 8504 おしるこ（玉あられ付） 45g×5袋 625 8072 牛サーロインステーキ １枚 2425

8505 本くず（生姜） 23ｇ*5袋 555 8073 牛ヒレステーキ ２枚 3675

松山：三福水産企画　　　　　　　　　　　　　　　　　 8506 本くず（蓮根） 23ｇ*5袋 555 8074 牛モモブロック 200ｇ 1865

8024 銀ダラみりん漬 140g 725 8507 本くず（詰合せ） 23ｇ*5袋 555 8075 牛カルビ 200ｇ 2470

8025 サバみりん干し 240g 520 8508 とり鍋セット（醤油）「秋川牧園」 550g 1020 8076 小麦粉 1ｋｇ 665

まんがら農園 8509 とり鍋セット（塩）「秋川牧園」 550g 1020 8077 麦茶（下郷農協） 400ｇ 420

8026 古代の香り（古代米5種混合） 300ｇ 860 8510 青森県産本鴨鍋セット　小 2～3人前 3035 8078

8511 青森県産本鴨鍋セット　大 4～5人前 5695 8079 下郷農協の飲むヨーグルト（大） 500ml 560

8512 8080 下郷農協の飲むヨーグルト（小） 150ml 220

8513 8081
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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 とり餃子 15個入り 405 8111 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 8137 山椒（さんしょう） 10g 465

8084 ミートボール 100g 195 8112 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 8138 上新粉 200g 375

8085 黒豚ロースブロック 500ｇ 1450 8113 おまかせ 季節の青背魚セット
(大き目切り身×2パック）

約120g×2ｐ 875 8139 純白玉粉 150ｇ 270

8086 黒豚バラブロック 500ｇ 1120 8114 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 8140 からあげ粉 120 245

8087 黒豚バラしゃぶしゃぶ用 200ｇ 485 8115 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 8141 お米のホットケーキミックス 200ｇ 270

8088 黒豚ロースシャブ 200ｇ 625 8116 骨無し切り身　塩焼き用セット 約120g×2p 1100 8142 麹屋甚平・熟成ぬか床 1ｋｇ 500

8089 黒豚バラ焼肉用 200ｇ 490 8117 用途別の骨なし切身セット（ムニエル用） 約120g×2p 1100 8143 補充用ぬか　(ドライ） 400ｇ 255

8090 フライドチキン（手羽元） 400ｇ 810 8118 用途別の骨なし切身セット（煮付け用） 約120g×2p 1100 8144 ぬか床（容器付） 1.2ｋｇ 635

8091 手羽元開き（バラ凍結） 1ｋｇ 1310 8119 用途別の骨なし切身セット（揚げ物用） 約120g×2p 1100 8145 乾燥玄米こうじ 500g 980

8092 若鶏手羽先煮物 180ｇ 520 8120 刺身の盛り合わせ2人前 約90ｇ×２P 1450 8146 梅肉エキス（粒） 90ｇ 2850

8093 若鶏手羽元ゆずこしょう焼き 250ｇ 490 8121 マダコのコロコロカット 80g×2P 680 8147 梅肉エキス（液） 90ｇ 3095

8094 骨付きてりやきチキン 300ｇ 625 8122 国産湯通しわかめ 約50ｇ×3P 245 8148 富士玄米黒酢 900ｍｌ 2275

8095 若鶏ささみ天 200ｇ 430 8123 [愛媛県産]釜揚げしらす 50ｇ×4P 740 8149 国内産十割そば 200g 475

8096 手羽元チューリップ（バラ凍結） 300ｇ 460 8124 鯛めし用　姿 約180g～230g 570 8150

8097 鶏がら 500ｇ 145 8125 8151 国内産素干しえび（ムソー） 30g 300

8098 チキンナゲット（徳用） 400ｇ 650 8126 8152 かつお削り節パック ５袋 470

8099 お徳用からあげ 400ｇ 840 8127 8153 国産特別栽培米・発芽玄米 120g×5 1010

8100 牛肉＝高知：高生連　ノンホモ牛乳の牛 8154

8101 8129 8155 北海道全粒粉くるま麩 6枚 400

8102 8130 山地酪農牛肉スライス 200g 610 8156

8103 8131 8157 昆布粉末 50ｇ 425

8104 8132 8158 国内産ハトムギ（桜井食品） 150g 600

8105 8133 8159 ねり胡麻 （チューブ）：白 160ｇ 510

8106 8134 8160 ねり胡麻 （チューブ）：黒 160ｇ 510

8107 8135 8161 無双本葛（粒） 110ｇ 535

8108 8136 8162 無双本葛（粉） 80g 430

調味料＆乾物です
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8164 こどもハヤシ（秋川牧園） 100ｇ 270 8191 お魚チップス（のど黒入り） 40g 275 8218 包み黒糖あめ 95ｇ 185

8165 こどもキーマ（秋川牧園） 100g 270 8192 8219 抹茶ゼリー 120g 215

8166 こどものためのレトルトカレー 80g×2 325 8193 黒ごませんべい 15枚 315 8220 野菜スナック 55ｇ 200

8167 こどものためのレトルトハヤシ 80g×2 325 8194 赤ちゃんせんべい 14枚 205 8221 小魚スナック 55ｇ 200

8168 こどものためのレトルトコーンシチュー 80g×2 325 8195 豆かんてん 155ｇ 275 8222

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

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） 70g 160 8224

8171 国産なたね油 450ｇ 820 8198 純国産ポテトチップス（和風だし） 63g 175 8225

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） 63g 160 8226

8173 休止中 純国産えびせんべい 65g 235 8227

8174 米粉のおやつ 6個 205 8201 純国産きなこかりんとう 103ｇ 225 日用雑貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8175 玄米ポン煎 ７枚 290 8202 純国産北海道おかき：とうもろこし 50g 240 8229 ぬかカイロ 1個 1660

8176 玄米せんべい １８枚 315 休止中 純国産塩あめ 75ｇ 235 8230 ぬかカイロ（カバーなし） 1個 1265

8177 OGインスタントコーヒー（瓶） 100ｇ 1135 8204 純国産芋けんぴ 150g 230 8231 ぬかアイピロー 1個 1205

8178 柿茶 4ｇ×28袋 3150 8205 やさしいラムネ 13g×5 225 8232 オーガニックUVミルク（日焼け止め） 30ｍｌ 2820

8179 国産いり白ごま 35g 600 8206 有機玄米プラス・黒胡麻 40g 195 松山：Ökol　松尾さん　無添加お菓子＆ケーキ

8180 洋からし（粉） 20ｇ 255 8207 有機玄米プラス・キヌア＆チアシード 40g 195 8234 フルーツケーキ 1本 1650

8181 奥出雲生蕎麦 100ｇ×2食 400 8208 8235 ピュンクトヘンクッキー（小） 50g 250

8182 乾燥きくらげ 30ｇ 635 8209 8236 ピュンクトヘンクッキー（大） 100g 480

8183 無添加・だしパック：鰹昆布だし 7g×8p 635 8210

8184 無添加・だしパック：精進だし 7g×8p 635 8211

8185 焼きめざし 39g 280 8212

8186 玄米フレーク（有糖） 150ｇ 405 8213

8187 玄米フレーク（砂糖無し） 150ｇ 385 8214

8188 青のり粉（ムソー） 4ｇ 340 8215

8189 きくいもパウダー 50ｇ 740 8216

調味料＆乾物です。 お菓子類です。 お菓子類等です。
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地場の魚100％使用　松山：東雲かまぼこ ”TONTON”さんの供給品　　　　　　  　　　　　

8322 地場じゃこ天ぷら 3枚入り 635 8528 ショルダーベーコン 300ｇ 1520

8323 地場じゃこ団子 12個入り 665 8529 ボンレスハムブロック 300ｇ 1430

隔週企画　ゆうき生協のこだわりの日本酒！ 8530 ショートウィンナー 130ｇ 540

8325 くじけずおごらず 720ｍｌ 1640 8531 フランクソーセージ 230g 725

8326 純米酒フクヒカリ山丹正宗 720ｍｌ 1845 8532 ポークカレーソーセージ 130g 580

8327 純米酒松山三井山丹正宗 720ｍｌ 1675 8533 粗挽きポークソーセージ 130g 580

隔週企画です！ 8534 アグリィソーセージ 300ｇ 1085

8329 焼塩煎餅 80ｇ 290 8535 チョリソーソーセージ 230g 725

8330 玄米塩おかき 50ｇ 290 8536 豚バラブロック 約300ｇ 810

8331 玄米醤油おかき 50ｇ 290 8537 豚モモカット　4～6枚 約300ｇ 750

8332 えびせんべいノンフライ 40g 215 8538 豚肩ロース生姜焼き用 200g 705

8333 酢昆布 12g 205 8539 豚焼肉用 300ｇ 815

8334 国産小麦のﾍﾞﾙｷﾞｰﾜｯﾌﾙ：バター 40g 175 8540 豚なんこつ 250ｇ 345

8335 国産小麦のﾍﾞﾙｷﾞｰﾜｯﾌﾙ：ココア 40g 175 8541 豚ロース生姜焼用 200g 810

8336 ごま入り味付けいりこ 2.5g×12袋 310 8542 豚モモブロック 約300g 750

8337 くるみ餅 100g 280 8543 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 8544 豚ヘレ 約250g 1190

8518 チキンカツ（和風にんにく醤油風味） 200ｇ 410 8545 トントロ 200g 780

8519 スパイシーささみカツ 160ｇ 370 8546 豚一口カツ 200g 505

”TONTON”さんの供給品　　　　　　　　　　　　　　　 8547 豚ロースカット　3枚 約300ｇ 1050

8521 豚バラスライス 200g 555 8548 豚ロースしゃぶ用 200g 810

8522 豚ローススライス 200g 810 8549 豚肩ロースブロック 約300ｇ 995

8523 豚ミンチ 300g 650 8550 豚骨 400ｇ 140

8524 ロースハムブロック 300ｇ 1865

8525 スモークハム 300ｇ 2080

8526 骨付きハム １本 1520

8527 ベーコンブロック 300ｇ 1390
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片山のお酒　月一企画！ 大阪：ぷくぷくの会の手作りクッキー各種！ 加賀麩司宮田の「お麩各種」　月一企画！

2001 農酵酒 sing50 交響 720ml 1920 2025 ミルククッキー 70ｇ 255 2050 くるま麩 16枚 490

2002 日本酒　南部和蔵 720ml 1735 2026 プレーンクッキー 70ｇ 255 2051 おつゆ麩 25ｇ 305

2003 謹醸いも焼酎 720ｍｌ 1395 2027 ミルクティクッキー 70ｇ 310 2052 竹輪麩 30ｇ 305

2004 純米酒　菊秀 720ｍｌ 1335 2028 いよかんクッキー 70ｇ 310 2053 餅麩 25ｇ 305

2005 玄米酒 500ml 1190 2029 チーズクッキー 60ｇ 340 2054 すきやき麩 10個 315

2006 コルコル 300ml 1855

2031 ほうじ茶クッキー 70ｇ 310

月１回企画！　グリーンアイズの珈琲各種！

2033 プレーンビスケット 70ｇ 255 2058 マイルドブレンド（粉） 200ｇ 655

2034 にんじんビスケット 70ｇ 255 2059 ヨーロピアンブレンド（粉） 200ｇ 655

2035 黒糖ビスケット 70ｇ 255 2060 アイスブレンド（粉） 200ｇ 655

渡辺水産の無頭エビ 2061 ブラジル（粉） 200ｇ 655

2037 無頭エビ 12尾前後 1110 2062 グァテマラ（粉） 200ｇ 655

宇和島：八坂石けんさんの月一企画 2063 ハイチ（粉） 200ｇ 1030

2039 竹酢液入り八坂粉石けん 1ｋｇ 400 2064 東チモール（粉） 200ｇ 655

2040 アロエ入り八坂粉石けん 1ｋｇ 400 2065 キリマンジャロ（粉） 200ｇ 655

2041 ゆず入り八坂粉石けん 1ｋｇ 400 2066 モカ（粉） 200ｇ 750

森ノリノさんの無農薬大豆使用した納豆 2042 よもぎ入り八坂粉石けん 1ｋｇ 400 和歌山：ばんじろう村の月一企画！

2020 海想う・大粒納豆 100ｇ 280 2043 柿渋入り八坂粉石けん 1ｋｇ 400 2068 紀州梅干 200g 880

大分：下郷農協応援月一企画！　 合成添加物無添加のラーメンです！ 2069 紀州梅干（袋） 500g 1940

2021 米粉 500ｇ 680 2045 自然伝麺 みそ味（２食入り） 1袋 430 2070 紀州梅干（角樽） 500g 2150

2022 有機深むし茶 100ｇ 1220 2046 自然伝麺 みそ味（２食入り）  お徳用 5袋 2075 2071 紀州梅干（袋） 1kg 3680

2023 下郷きな粉 100ｇ 415 2047 自然伝麺 しょうゆ味（２食入り） 1袋 430 2072 紀州梅干（丸樽） 1kg 3780

休止中 ゆず胡椒 100ｇ 515 2048 自然伝麺 しょうゆ味（２食入り）  お徳用 5袋 2075
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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

和歌山：ばんじろう村の月一企画！ ロハス企業組合の黒糖製品各種 島根：西製茶所月一企画

2074 しそふりかけ（ゆかり） 35g 350 2099 愛媛の黒糖「媛三宝」:小 75g 250 休止中 レモンティーシロップ 140ｇ 530

2075 梅ジャム 270ｇ 650 2100 愛媛の黒糖「媛三宝」 200g 600 2124 福来紅茶（ティーバッグ） 2ｇ×13袋 530

2076 梅肉エキス：小 50ｇ 2280 2101 和niBON：顆粒 75g 290 2125 出雲国の煎茶-山吹- 80g 655

2077 梅肉エキス 90ｇ 3835 2102 和niBON：パウダー（小） 100ｇ 325 休止中 出雲国の一番摘みくき茶 80g 470

2078 健康茶「グアバ」 100ｇ 2340 2103 和niBON：パウダー 200g 600 2127 出雲国の一番摘み茎ほうじ茶 60ｇ 375

2079 健康茶「グアバ」：ティーパック 2.5ｇ*30袋 2340 2104 黒みつ 125ｇ 600 2128
自家焙煎で香ばしい
ほうじ茶ティーパック

5ｇ×16包 420

2080 天然ひのき水 １㍑ 960 2105 糖みつ 200g 700 2129 レモングラス＆ジンジャー 1g×13包 420

2081 TEPAのふんどしショーツ各種 2130 特上玄米茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 2.5g×12P 480

2082 木酢液（小） 500ml 725 2110 ゴム型：イエローフラワー 1枚 3770 2131 煎茶-山吹-ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 2.5g×12P 520

2083 木酢液（大） 1L 1360 2111 ゴム型：ピンクフラワー 1枚 3770 2132 一番摘み茎ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ 2.5g×12P 480

2084 天然ハチミツ：梅蜂蜜漬け 600ml 2735 2112 ゴム型：オフホワイト（無地）　 1枚 3770 2133 ロイヤルミルクティージャム 120ｇ 835

2085 つぶし梅 250ｇ 885 2113 ひも型：イエローフラワー 1枚 3770 ムソーの月一企画

2086 赤梅酢 700ｍｌ 1155 2114 ひも型：ピンクフラワー 1枚 3770 2134 富士すのもの酢 360ｍｌ 565

よつ葉乳業の月一企画！ 2115 ひも型：オフホワイト（無地） 1枚 3770 2135 富士ゆずぽん酢 360ｍｌ 845

2088 パンにおいしいよつ葉バター 100ｇ 300 2116 ひも型ふんどしショーツ 1枚 2740 2136 富士酢プレミアム 500ｍｌ 1310

2089 パンにおいしい発酵バター 100ｇ 330 2117 ゴム型ふんどしショーツ 1枚 2740 2137 富士玄米黒酢（小） 500ｍｌ 1500

2090 チェダーチーズ 200ｇ 555 2138 純米富士酢（小） 500ｍｌ 655

2091 ゴーダチーズ 200ｇ 580 徳島県・岡田製糖所の和三盆糖各種　 2139 沖縄の海水塩　青い海 500ｇ 590

2092 カマンベールチーズ 100ｇ 520 2118 霰糖 80ｇ 1010 2140

2093 おつまみチェダー 30ｇ 220 2119 阿波女 10個 475 2141 天然重曹（ボトルタイプ） 380ｇ 400

2094 おつまみゴーダ 30ｇ 220 2120 干菓子詰合せ 1箱 710 2142 クエン酸（ボトルタイプ） 320ｇ 605

2095 スキムミルク 150g 315 高知：大豊グループ　無農薬ゆず使用！ 月一企画の月刊誌です！

2121 無農薬柚子酢 360ｍｌ 955 2146 食べもの文化11月号 1冊 880 800

2122 YUZUYUZU 360ｍｌ 955 2147 月刊むすぶ　ＮＯ608 1冊 885 800
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吉田ふるさと村の月一企画！ 吉田ふるさと村の月一企画！ ”山繊”の特別企画

2201 おにぎりみそ（山椒） 70ｇ 340 2225 杵つきまるこもち 300ｇ 510 6001 オーガニックコットン千亀利（ちきり）織毛布 1枚 18480 14080

2202 おにぎりみそ（生姜） 70ｇ 340 2226 レトルト雑穀ぜんざい 150g 300 6002 〈靴下〉ラブヒール　クロ 1足 2200 1650

2203 おにぎりみそ（柚子） 70ｇ 340 2227 すりおろしにんにく 60ｇ 520 6003 〈靴下〉ラブヒール　ローズ 1足 2200 1650

2204 おにぎりみそ（唐辛子） 70ｇ 340 田中屋さんのこだわりソース2種 6004 〈靴下〉ラブヒール　カラシ 1足 2200 1650

2250 バターソース 50ｇ*3袋 750 6005 〈靴下〉ラブヒール　グレー 1足 2200 1650

2206 おたまはん（関西風） 150ml 320 2251 ガーリックソース 200ｇ 755 6006 〈手袋〉スマートタッチ　無地（黒） 1枚 1760 1100

2207 おたまはん（関東風） 150ml 320 ”土と暮らす”企画 6007 〈手袋〉スマートタッチ　無地（紺） 1枚 1760 1100

2208 からみちょ 60ｇ 400 2254 玄米オートミール 220g 975 6008 キャメル＆オーガニックコットン肌着
八分袖　レディースＭ

1枚 6600

2209 とうがらし＆にんにく（青） 60ｇ 400 6009 キャメル＆オーガニックコットン肌着
八分袖　レディースＬ

1枚 6600

2210 とうがらし＆にんにく（赤） 60ｇ 400 6010 キャメル＆オーガニックコットンパンツ
ロング丈　レディースＭ

1枚 6050

2211 とうがらし：一味 15ｇ 470 6011
キャメル＆オーガニックコットンパンツ
ロング丈　レディースＬ

1枚 6050

2212 とうがらし：一味（詰替用） 15ｇ 400 6012 キャメル＆オーガニックコットン肌着
長袖　メンズＭ

1枚 7480

2213 とうがらし：七味 15ｇ 470 6013 キャメル＆オーガニックコットン肌着
長袖　メンズＬ

1枚 7480

2214 とうがらし：七味（詰替用） 15ｇ 400 6014 キャメル＆オーガニックコットンパンツ
ロング丈　メンズＭ

1枚 7150

2215 しょうがドレッシング 150ml 440 6015 キャメル＆オーガニックコットンパンツ
ロング丈　メンズＬ

1枚 7150

2216 うめドレッシング 150ml 440 6016 キャメル混腹巻 1枚 3300 2200

2217 黒ごまドレッシング 150ml 440 6017 キャメル混５本指健康靴下　婦人用 1足 3080

2218 玉ねぎドレッシング 150ml 440 6018 キャメル混５本指健康靴下　紳士用 1足 3080

2219 ごまと野菜ドレッシング 150ml 480 6019 キャメル混ぽっかぽか毛布
アームウォーマー

1枚 2200 1650

2220 にんにくしょうゆドレッシング 150ml 480 6020 キャメルハイパイルルームシューズ　Ｍ 1足 5280

2221 焼肉のタレ：中辛 150ml 400 6021 キャメルハイパイルルームシューズ　Ｌ 1足 5280

2222 焼肉のタレ：甘口 150ml 400

2223 焼肉のタレ：りんご 150ml 500

2224 焼肉のタレ：コク野菜 150ml 500



  内容量 原材料（主原料産地入り） 

小田原蒸しかまぼこ紅白ﾊｰﾌセット 170ｇ×2本 魚肉（ぐち：タイ国、ミャンマー）、砂糖（北海道）、卵白（日本、他海外）、みりん、食塩、魚肉エキス、紅麹色素 

伊達巻 180g 鶏卵（静岡）、砂糖（オーストラリア他海外、北海道）、魚肉（たら：アラスカ）、澱粉、発酵調味料、山芋、食塩 

丹波種黒煮豆 120g 丹波種黒大豆（兵庫、岡山）、砂糖（タイ他海外、北海道）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メキシコ） 

昆布巻 80g 
昆布巻き(昆布：北海道、かんぴょう：中国)、水飴（鹿児島、カナダ）、砂糖（タイ他海外）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メ

キシコ）、酵母エキス（日本）、カツオエキス（日本）、寒天（チリ） 

栗きんとん 220g 栗（九州、四国）、さつま芋（九州）、砂糖（オーストラリア他海外、北海道）、水飴（鹿児島、カナダ）、発酵調味料 

味付け数の子  
120ｇ 

(固形量70ｇ） 
数の子（にしんの卵：カナダ）、醗酵調味料（味の母）、しょうゆ、鰹だし、砂糖、昆布だし 

錦玉子 150g 鶏卵（愛知）、砂糖（北海道）、食塩(メキシコ、日本） 

田作り 40g 
カタクチイワシ（西日本）、砂糖（タイ他海外）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メキシコ）、水飴（鹿児島、カナダ）、寒天（チ

リ） 

なます 80g 
大根（滋賀他）、人参（滋賀他）、昆布（北海道）、食塩（オーストラリア、沖縄）、砂糖（北海道）、純米酢（日本）、みりん（日

本） 

お煮しめ 210g 
醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メキシコ）、にんじん（千葉、青森、北海道、鹿児島、徳島）、れんこん（佐賀）、砂糖（北海

道）、ごぼう（群馬、茨城、青森）、こんにゃく（こんにゃく精粉：群馬）、しいたけ（大分）、さといも（九州）、かつおエキス 

赤松鯛の西京焼き 3切 赤松鯛（インドネシア）、米みそ（日本、中国）、発酵調味料（アメリカ他海外、日本）  

ぶりの西京焼き ３切 ぶり、西京風白味噌（米味噌、粗製糖、発酵調味料、麦芽糖水飴、食塩）、食塩 

えびのふくめ煮 ３尾 えび（オーストラリア）、醤油（日本、メキシコ）、砂糖、みりん 

イカの煮物 100g いか（太平洋）、醤油（日本、メキシコ）、砂糖、みりん 

ほたて旨煮 90ｇ ほたて（北海道、青森）、醤油（日本、メキシコ）、砂糖、みりん 

鯛の子風うま煮 100g ホキ卵（ニュージーランド）、還元水飴、砂糖（タイ、オーストラリア）、食塩、醗酵調味料、醤油（日本、メキシコ）、唐辛子 

酢れんこん 150ｇ れんこん（九州）、漬け原材料［砂糖（北海道）、米酢（米：福井、石川、秋田）、みりん］ 

焼豚 100g 
豚もも肉[静岡県・愛知県産]・蜂蜜、食塩、酵母エキス、砂糖、焼豚のたれ（ぶどう糖果糖液糖、醤油、発酵調味料、砂糖、

みりん、酵母エキス、アルコール、増粘多糖類）、香辛料 

  内容量 原材料（主原料産地入り） 

小田原蒸しかまぼこ紅白ﾊｰﾌセット 170ｇ×2本 魚肉（ぐち：タイ国、ミャンマー）、砂糖（北海道）、卵白（日本、他海外）、みりん、食塩、魚肉エキス、紅麹色素 

伊達巻 180g 鶏卵（静岡）、砂糖（オーストラリア他海外、北海道）、魚肉（たら：アラスカ）、澱粉、発酵調味料、山芋、食塩 

丹波種黒煮豆 120g 丹波種黒大豆（兵庫、岡山）、砂糖（タイ他海外、北海道）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メキシコ） 

昆布巻 80g 昆布巻き(昆布：北海道、かんぴょう：中国)、水飴（鹿児島、カナダ）、砂糖（タイ他海外）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：

栗きんとん 220g 栗（九州、四国）、さつま芋（九州）、砂糖（オーストラリア他海外、北海道）、水飴（鹿児島、カナダ）、発酵調味料 

味付け数の子  
120ｇ 

(固形量70ｇ） 
数の子（にしんの卵：カナダ）、醗酵調味料（味の母）、しょうゆ、鰹だし、砂糖、昆布だし 

錦玉子 150g 鶏卵（愛知）、砂糖（北海道）、食塩(メキシコ、日本） 

田作り 40g 
カタクチイワシ（西日本）、砂糖（タイ他海外）、醤油（大豆・小麦：日本、食塩：メキシコ）、水飴（鹿児島、カナダ）、寒天

（チリ） 

なます 80g 大根（滋賀他）、人参（滋賀他）、昆布（北海道）、食塩（オーストラリア、沖縄）、砂糖（北海道）、純米酢（日本）、みりん

３～４名様 

２～３名様 

カラーで見たい方は担当職員がカラーパンフを持っていますので、

声をかけてください。 

創健社オリジナル仕様。素材の風味を活かし一品ずつ丁寧に味

付けました。おせちとしてもお惣菜としてもお召し上がり頂け

る飽きのこないお味付けです。冷蔵品のため解凍いらずで、ご

家庭でお好みの器にお好きな品を盛り付け、楽しみながらお召

し上がり頂けます。  

伝 統 ミ ニ お せ ち セ ッ ト  1 0 品 （ 重 無 し ） 
創健社オリジナル仕様。

和風お重セットの中から

代表的な品を詰め合わせ

ました。一品ずつ素材の

風味を活かした飽きのこ

ないお味付けです。冷蔵

品のため解凍いらずで、

ご家庭でお好みの器にお

好きな品を盛付け、楽し

みながらお召し上がり頂

けます。  

和 風 お 重 セ ッ ト  1 9 品 （ 重 無 し ） 
創 健 社 の お せ ち セ ッ ト 早 割 り 企 画 

19品 21,060円  

→20,010円 

冷蔵 
10品 10,152円 

→9,645円 



41品  11,880円 

→11,290円 

３名様 

三 代 目 た い め い け ん 監 修 洋 風 お せ ち 一 段 重  2 6 品 （ 重 付 き ） 

化学調味料、保存料、合成着色料不使用。 

三代目たいめいけん茂出木シェフ監修の

洋風おせちです。 

  品名 原材料 内容量 

1 モッツアレラチーズのバジルソース 
モッツアレラチーズ（ナチュラルチーズ）（国内製造）、バジル、オリーブオイル、食塩、アンチョビ／pH調整剤、（一部

に乳成分を含む） 
3個 

2 セミドライトマト  トマト（オーストラリア産）、食用植物油脂 3個 
3 あわびのコンフィ  エゾアワビ（韓国）、オリーブオイル、にんにく、食塩、香辛料、（一部にあわびを含む）  1個 

4 彩り野菜のグリル  
ミックスベジタブル（ベトナム製造）（ズッキーニ、なす、赤パプリカ、黄パプリカ、植物油、食塩）、オリーブオイル、食

塩、香辛料  
25g 

5 豚肉と鶏肝のパテ  
豚肉（国産）、鶏肝（国産）、卵、ピスタチオ、食塩、洋酒（ブランデー、甘味果実酒）、香辛料、（一部に卵・豚肉・鶏肉

を含む）  
3個 

6 コールスロー  キャベツ（国産）、たまねぎ、穀物酢、砂糖、オリーブオイル、食塩、とうがらし、香辛料、（一部に小麦を含む）  20g 

7 スズキのエスカベッシュ  
スズキ（国産）、野菜（たまねぎ、パプリカ、にんじん）、小麦粉、みりん、穀物酢、砂糖、塩麹、醤油、混合だし、食塩、

植物油、（一 部に小麦・大豆・さばを含む）  
25g 

8 鶏肉のコンフィ バジルソース  鶏肉（国産）、オリーブオイル、バジル、にんにく、食塩、アンチョビ、香辛料、砂糖、（一部に鶏肉を含む）  3個 
9 人参のマリネ  にんじん（国産）、みかんジュース、ワインビネガー、砂糖、食塩  30g 

10 ボイルブロッコリー ブロッコリー（エクアドル）、食塩 3個 

11 ボイルロマネスコカリフラワー  ロマネスコカリフラワー（エクアドル）、食塩 4個 

12 オマール海老の香草バター焼  
オマールエビ（カナダ、アメリカ他）、バター、たまねぎ、パセリ、食塩、にんにく、香辛料、（一部にえび・乳成分を含

む）  
1個 

13 鶏肉と茸のテリーヌ  
きのこ（ぶなしめじ（国産）、えのき（国産））、クリーム、鶏肉、全卵、卵白、でんぷん、食塩、ブランデー、香辛料、（一

部に卵・乳成 分・鶏肉を含む）  
3個 

14 コンソメのゼリー寄せ  
コンソメ（国内製造）、鶏肉、キャベツ、たまねぎ、にんじん、セロリ、長ねぎ、ゼラチン、食塩、香辛料／増粘剤（ローカ

ストビーンガ ム、キサンタンガム、ジェランガム）、（一部に卵・小麦・大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチンを含む）  
3個 

15 漬け和牛肉のローストビーフ  牛肉（国産）、醤油、清酒、みりん、砂糖、食塩、香辛料、植物油、（一部に小麦・大豆・牛肉を含む）  3個 

16 チキンロールの蒸し焼  鶏肉（国産）、長ねぎ、クリーム、食塩、ゼラチン、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉・ゼラチンを含む）  3個 

17 エンガーディナー（洋菓子）  
シュクレ生地（国内製造）（小麦粉、バター、グラニュー糖、全卵、食塩）、くるみ、砂糖、クリーム、はちみつ、おろししょ

うが、牛乳、 （一部に卵・乳成分・小麦・くるみを含む）  
3個 

18 紫キャベツのマリネ  紫キャベツ（国産）、白ワイン、たまねぎ、砂糖、オリーブオイル、ワインビネガー、食塩、（一部にゼラチンを含む）  15g 

19 ホタテのコンフィ  
ホタテのコンフィ（ホタテ（国産）、オリーブオイル、にんにく、食塩、香辛料）、タプナード（オリーブオイル（スペイン製

造）、オリーブ、 ドライトマト、ケーパー酢漬、アンチョビー、でんぷん、にんにく、パセリ）  
3個 

20 ムール貝のコンフィ  ムール貝（チリ）、オリーブオイル、にんにく、食塩、香辛料  3個 

21 ヤングコーンのピクルス  ヤングコーン（ベトナム、国産他）、穀物酢、砂糖、食塩、にんにく、とうがらし、香辛料、（一部に小麦を含む）  3個 

22 人参のピクルス  にんじん（国産）、穀物酢、砂糖、食塩、にんにく、とうがらし、香辛料、（一部に小麦を含む）  1個 

23 パプリカのピクルス  2個 パプリカ（国産）、穀物酢、砂糖、食塩、香辛料、にんにく、とうがらし、（一部に小麦を含む）  

24 短冊イカのバジルソース  3個 イカ（アカイカ）（国産）、バジル、オリーブオイル、食塩、アンチョビ、（一部にいかを含む）  

25 グリーンオリーブ  1個 オリーブ（イタリア）、食塩／酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）  

26 ブラックオリーブ  1個 ライプオリーブ（アメリカ）、食塩  



新橋花柳界発祥の地、銀座・木挽町に位

置する料亭スタイルレストラン「花蝶」

監修のお重セット 

一の重、二の重は和風料理、三の重には

洋風料理を盛り付けた和洋折衷のお重で

す。 

主原料は国産にこだわり、１品１品丁寧

に盛り付けました。 

41品  28,944円 

→27,500円 

３～４名様 

新春おせち＜銀座花蝶＞和洋三段「慶福」37品（重付き） 
一の重 

  品名 内容量 原材料 

1 鰤の幽庵焼 3 個 ブリ、醤油、清酒、みりん、塩麹、刻み柚子、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 

2 このしろ酢漬 5 個 コノシロ、穀物酢、みりん、砂糖、昆布、食塩、（原材料の一部に小麦を含む） 

3 味付数の子 3 個 数の子（ニシン卵、食塩）、みりん、醤油、混合だし、食塩、（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 

4 真鯛の龍皮巻 3 個 マダイ、りゅうひ昆布（昆布、砂糖、醸造酢）、醸造酢、砂糖、しょうが、食塩、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む） 

5 金柑甘露煮 2 個 きんかん、砂糖 

6 田作り 20 ｇ にぼし、砂糖、醤油、みりん、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 

7 車海老の姿煮 3 個 クルマエビ、醤油、みりん、清酒、混合だし、（原材料の一部にえび、小麦、大豆、さばを含む） 

8 あわびのうま煮 1 個 アワビ、醤油、清酒、みりん、砂糖、混合だし、（原材料の一部に小麦、大豆、あわび、さばを含む） 

9 豚肉の角煮 3 個 豚肉、醤油、みりん、清酒、砂糖、しょうが、でんぷん、食塩、（原材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む） 

10 鶏肉の香味焼 3 個 鶏肉、味噌、醤油、みりん、砂糖、清酒、いりごま、七味唐辛子、穀物酢、にんにく、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、ごまを含む） 

11 一口昆布巻 3 個 昆布巻（昆布、かんぴょう）、砂糖、醤油、みりん、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 

12 タコのうま煮 3 個 タコ、砂糖、醤油、しょうが、混合だし、（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 

二の重 

1 鮭の西京漬焼 3 個 サケ、味噌、みりん、砂糖、（原材料の一部に大豆、さけを含む） 

2 わらびの胡麻和え 15 ｇ わらび水煮、いりごま、醤油、砂糖、みりん、混合だし、（原材料の一部に小麦、大豆、さば、ごまを含む） 

3 椎茸のうま煮 2 個 しいたけ、醤油、砂糖、混合だし、（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 

4 松笠イカ醤油麹焼 3 個 イカ（アカイカ）、醤油麹（醤油、米麹、食塩）、（原材料の一部に小麦、大豆、いかを含む） 

5 筍土佐煮 3 個 たけのこ、砂糖、醤油、混合だし、かつお削りぶし、食塩、（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 

6 栗きんとん 65 ｇ きんとん地（さつまいも、砂糖、みりん、でんぷん、水飴）、栗甘露煮（栗、砂糖）、クチナシ色素 

7 いくら醤油漬 20 ｇ いくら、醤油、清酒、みりん、（原材料の一部に小麦、大豆、いくらを含む） 

8 黒豆の煮豆 35 ｇ 黒豆、砂糖、（原材料の一部に大豆を含む） 

9 紅白なます柚子の香り 25 ｇ だいこん、にんじん、穀物酢、砂糖、食塩、刻み柚子、昆布、醤油、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 

10 若桃甘露煮 2 個 若桃、砂糖、桃果汁、レモン果汁、（原材料の一部にももを含む） 

11 牛肉の時雨煮 20 ｇ 牛肉、醤油、砂糖、清酒、みりん、しょうが、（原材料の一部に小麦、大豆、牛肉を含む） 

12 太刀魚の南蛮漬 30 ｇ タチウオ、野菜（たまねぎ、にんじん）、小麦粉、醤油、みりん、穀物酢、砂糖、混合だし、食塩、植物油、（原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む） 

三の重 

1 つぶ貝コンフィ 4 個 ツブ貝（日本）、オリーブオイル、にんにく、食塩、香辛料 

2 帆立のコンフィ 3 個 ホタテ（日本）、オリーブオイル、にんにく、食塩、香辛料 

3 ミートボール香味野菜ソース 3 個 
豚挽肉（日本）、たまねぎ、牛乳、にんじん、醤油、穀物酢、植物油、トマトケチャップ、鶏卵、でんぷん、バター、食塩、香辛料／安定剤（グァーガム）、

（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む） 

4 ボイルブロッコリー 3 個 ブロッコリー（国産）、食塩 

5 スズキのエスカベッシュ 25 ｇ 
スズキ、植物油、野菜（パプリカ、たまねぎ）、小麦粉、クリーム（乳製品）、米酢、でんぷん、卵黄、塩麹、砂糖、食塩、香辛料、（原材料の一部に卵、

乳成分、小麦、大豆を含 む） 

6 セミドライトマト 2 個 トマト、オリーブオイル、食塩 

7 塩豚と菜の花のテリーヌ 3 個 
豚肉（日本）、なのはな、ゼラチン、混合だし、砂糖、食塩、にんにく、香辛料／増粘剤（ローカストビーンガム、キサンタンガム、ジェランガム）、（一部に

豚肉・さば・ゼラチンを含む） 

8 漬け和牛肉のローストビーフ 4 個 牛肉（日本）、食塩、香辛料、植物油、（一部に大豆・牛肉を含む） 

9 伊勢海老の香草バター焼 1 個 イセエビ（日本）、バター、たまねぎ、パセリ、食塩、にんにく、香辛料、（一部にえび・乳成分を含む） 

10 パプリカのピクルス 2 個 パプリカ（日本）、穀物酢、砂糖、食塩、香辛料、にんにく、とうがらし、（一部に小麦を含む） 

11 豚肉のロースト 3 個 豚肉（国産）、はちみつ、ミックス野菜ソテー（たまねぎ、にんじん、セロリ、大豆油）、食塩、香辛料、砂糖、（一部に大豆・豚肉を含む） 

12 チキンロールの蒸し焼 3 個 鶏肉（国産）、長ねぎ、クリーム、食塩、ゼラチン、香辛料、（一部に乳成分・鶏肉・ゼラチンを含む） 

13 紫キャベツのマリネ 30 ｇ 紫キャベツ（国産）、白ワイン、たまねぎ、砂糖、オリーブオイル、ワインビネガー、食塩、（一部にゼラチンを含む） 

14 鶏肉のコンフィバジルソース 3 個 鶏肉（国産）、オリーブオイル、バジル、にんにく、食塩、アンチョビ、香辛料、砂糖、（一部に鶏肉を含む） 



小 懐 石 お せ ち 三 段 重  2 4 品 ( 重 付 き ) 

創健社オリジナル仕様。

一品一品素材の風味を活

かして味付けし、お重に

丁寧に盛付けたミニお重

セットです。冷蔵庫で

じっくり解凍してお召し

上がり下さい。  

２～３名 冷凍 

冷凍 

24品 17,712円  

→16,830円 

創健社のおせち詰合せ一段 19品（重付き） 
商品名 内容量 原材料（主原料産地入り） 

鶏塩焼柚子胡椒風味 2切 鶏肉、食塩、柚子胡椒（柚子、唐辛子、食塩） 

たらこ昆布巻（カット） 2個 鱈子、昆布、砂糖、醤油、味醂、日本酒、かんぴょう 

国産豚の角煮 2切 豚肉、醤油、料理酒、砂糖、生姜 

真鱈旨煮 2個 鱈、水飴、砂糖、醤油、味醂、寒天 

薩摩鴨スモークスライス 3切 鴨肉、食塩 

なます 20ｇ 大根、人参、昆布、漬け原材料（食塩、砂糖、純米酢、みりん） 

いくら醤油漬 5ｇ 鮭卵、醤油（大豆（遺伝子組み換えでない））、純米酒 

北海道産秋鮭スモークサーモン 2枚 鮭、食塩、砂糖、胡椒 

丹波種黒煮豆 50ｇ 丹波種黒大豆（遺伝子組み換えでない）、砂糖、醤油 

伊達巻 2切 鶏卵、砂糖、魚肉（たら）、でん粉、発酵調味料、山芋、食塩 

小田原蒸しかまぼこ（赤） 1切 魚肉（ぐち）、砂糖、卵白、みりん、食塩、魚肉エキス、着色料（紅麹） 

小田原蒸しかまぼこ（白） 1切 魚肉（ぐち）、砂糖、卵白、みりん、食塩、魚肉エキス 

えびのふくめ煮 2尾 えび、砂糖、醤油、味醂 

味付け数の子 3切 数の子（にしんの卵）、発酵調味料、醤油、鰹だし、砂糖、昆布だし 

ぶりの西京焼き 2切 
ぶり、西京風白味噌（米味噌、粗製糖、発酵調味料、麦芽糖水飴、食

塩）、食塩 

栗きんとん 65ｇ 栗、さつま芋、砂糖、水飴、発酵調味料 

たこやわらか煮 3個 真蛸、砂糖、醤油、本味醂 

くるみ入り田作り 15ｇ 
片口いわし、砂糖、くるみ、醤油、水飴、米飴、味醂、食塩、南蛮醤（醤

油、唐辛子、米こうじ、食塩）、寒天 

イカの煮物 2切 いか、醤油、砂糖、味醂 

創健社の和風お重と、単

品商品の中から人気の品

を選びバランスよく詰合

せた少人数でお祝い頂け

るセットです。  

19品 14,472円 

 →13,750円 

２名様 

 品名 内容量                 原材料名 

一の重  一の重 

田作り 30ｇ 鰯（日本）、砂糖（オーストラリア他海外）、水飴、醤油、食塩、寒天、かつおエキス 

数の子 50ｇ 数の子（アラスカ）、醸造酢（日本、タイ他海外）、砂糖、清酒、かつおエキス 

鴨ロース 30ｇ 鴨肉（日本）、食塩、砂糖（北海道）、香辛料、チキンエキス 

海老うま煮 2尾 海老（ベトナム）、みりん（日本、ブラジル他海外）、醤油 

栗甘露煮 70ｇ 栗（中国）、砂糖（北海道） 

黒豆 80ｇ 黒豆（北海道）、砂糖（タイ、オーストラリア）、醤油、食塩 

笹麩饅頭 1個 
柚子餡［生餡（手亡豆）、砂糖（日本）、水飴、ゼラチン、味噌、柚子］、小麦グルテン（アメリカ他海外）、

もち米、よもぎ 

銀杏 2個 銀杏（中国）、砂糖（北海道）、食塩 

二の重  二の重 

若鶏八幡巻 3個 鶏もも肉（日本）、ごぼう（日本）、醤油、砂糖 

青梅甘露煮 3個 梅（日本）、砂糖（北海道） 

伊達巻 5切 
鶏卵（静岡）、砂糖（オーストラリア他海外、北海道）、魚肉（たら：アラスカ）、澱粉、発酵調味料、山芋、

食塩 

龍皮巻 3個 昆布（北海道）、白身魚（チリ）、醸造酢、砂糖、生姜 

宝巻 30ｇ 昆布（北海道）、醤油（日本、他海外）、水飴、砂糖、かんぴょう、食塩、かつおエキス 

スモークサーモン 60ｇ 紅鮭（ロシア）、食塩 

帆立のスモーク 3個 帆立貝柱（北海道）、食塩 

三の重  三の重 

お多福豆 80ｇ 一寸そら豆（日本）、砂糖（オーストラリア他海外）、水飴、食塩、かつおエキス 

銀杏 2個 銀杏（中国）、砂糖（北海道）、食塩 

高野豆腐含め煮 3切 大豆（日本）、砂糖（オーストラリア他海外）、醤油、かつおエキス、豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム） 

梅型人参 2個 人参（中国）、醤油（日本、他海外）、砂糖、みりん、かつおエキス 

柚子信丈 1個 湯葉（大豆：日本）、しらす（日本）、白身魚(ノルウェー）、柚子、醤油、砂糖、みりん 

南瓜なめこ 2枚 
なめこ（日本）、南瓜（ニュージーランド）、胡麻、牛乳、菜種油、醤油、清酒、ゼラチン、砂糖、食塩、醸

造酢、かつおエキス 

紅白かまぼこ ３切 
魚肉（ぐち：タイ国、ミャンマー）、砂糖（北海道）、卵白（日本、他海外）、みりん、食塩、魚肉エキス、紅

麹色素（紅のみ使用） 

飛竜頭 ３個 
飛竜頭（大豆：日本、人参：日本、長いも、ごま、なたね油、食塩）、砂糖、醤油、食塩、かつおエキス、

凝固剤（塩化マグネシウム） 

六角里芋 35ｇ 里芋（日本）、砂糖（オーストラリア他海外）、醤油、水飴、かつおエキス 

椎茸含め煮 1枚 椎茸（日本）、醤油（日本、他海外）、砂糖、かつおエキス 

ムソーおせちセット 
注文受付11月21日（土）午前１０時まで 

ムソーのおせちセットは厳選された素

材を使用し、添加物や化学調味料不使

用、又は極力少なくして作られたおせ

ちセットです。毎年忙しくて、どうし

てもおせちの準備が間に合わない方へ

は特にお薦めです。この機会にどうぞ

お使い下さい。 

寿セット 

祝セット 

雅セット 

彩セット 

春セット 

盛り付け例 

盛り付け例 

盛り付け例 

盛り付け済 

盛り付け済 



おせちセットの内容・原材料一覧です 

下記は「寿」・「祝｣・「春」・「華」・「煮物セット」 

右記は「雅」・「彩」の原材料一覧です。注文の際参考にして下さい。 



直送おせち注文書 

お
届
け
先 

〒              都・道・府・県      市・郡 

℡     （    ） 

様 

注文はこの用紙でお願いします。注文される品物と配達日を必ずご記入くだ

さい、配達日は商品によって変わりますので確認してください 

お
届
け
先 

〒              都・道・府・県      市・郡 

℡     （    ） 

様 

お名前              班名     

              配送担当     配送曜日 

℡     （     ）  

品 名 価格 注文数 着日指定可能日 

寿セット 
32,400円 

→30,780円 
 29日・30日 

雅セット 
30,240円 

→28,730円 
 30日 

祝セット 
21,600円 

→20,520円 
 29日・30日 

彩セット 
12,960円 

→12,315円 
 30日 

春セット 
12,960円 

→12,315円 
 29日・30日 

〒              都・道・府・県      市・郡 

℡     （    ） 

様 

お
届
け
先 

〒              都・道・府・県      市・郡 

℡     （    ） 

様 

お名前              班名     

              配送担当     配送曜日 

℡     （     ）  

品 名 価格 注文数 着日指定可能日 

和風お重セット 
21,060円 

→20,010円 
 29日・30日 

伝統ミニおせちセット 
10,152円 

→9,645円 
 29日・30日 

小懐石おせち三段重 
17,712円 

→16,830円 
 29日・30日 

三代目たいめいけん監修洋風お

せち一段 

11,880円 

→11,290円 
 29日・30日 

和洋三段「慶福」 
28,944円 

→27,500円 
 29日・30日 

創健社のおせち詰合せ一段 
14,472円 

→13,750円 
 29日・30日 

創健社直送おせち注文書 

注文はこの用紙でお願いします。注文される品物と配達日を必ずご記

入ください、配達日は商品によって変わりますので確認してください 

お
届
け
先 


