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ＶＯＬ1711 
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。 

し め 飾 り 

6004 長型 長さ38cm紙袋入り 2110円 

6005 両切 直径18cmケース入り 1810円 

6006 片流れ 直径18cmケース入り 1810円 

長
型 

片流れ 

両切 

※しめ飾りの代金には遺伝子組み換え反対運動のカンパが

含まれています。ご注文お願いします。 

今年もお正月の飾りに手作りのしめ飾りをどうぞ 

有機栽培の古代米「みとらず」の種から、心を込め

て作りあげた稲ワラ。その稲ワラを一つづつ手作り

で丹精込めて締めあげました。お正月のお飾りに。 

遺伝子組み換えイネ作付け阻止運動の 

ミニサイズもありますのでちょっとしたスペースに飾って下さい。 

※柑橘はついていません 

東温：和田丸有機グループ 

和田丸有機グループの 鏡もち 

お正月のお供えもちに地元生産者の鏡もち！ 

6001 鏡もち 1kg 1290円 

6002 ミニ鏡もち 500g 670円 

予約注文 

和田丸の生産者が栽培から製造まで手掛けたこだわりの

鏡もちです。お正月のお供えの餅に是非どうぞ。 

 

お茶もお米も出雲そだちの、島

根県は西製茶の特上玄米茶で

す。出雲の自然に恵まれた一番

摘みの無農薬茶葉と食用米を丁

寧に焙煎し、それぞれの持ち味

を引き出す様にブレンドしまし

た。二つの出会いがおりなす、

香りと味のハーモニーをお楽し

みあれ 

西製茶の 特上玄米茶 お茶もお米も出雲そだち 

翌週 
ＯＣＲ３８６ 80g 395円→385円 

一番摘み茎ほうじ茶プレゼント 

一年間の感謝の意を込めて 

 島根県の西製茶さんから一年間の感謝の意を込

めて、今回に限り、特上玄米茶1個につき、一番

摘み茎ほうじ茶（8g）が付いてきます。 

 この一番摘み茎ほうじ茶は、5月に収穫した茎

の部分を中心に選別し焙煎したもので、香ばしい

香りが魅力のお茶です。この機会に是非！！ 

冬の感謝セール 

この機会に是非お使い下さい 

原材料：緑茶（島根県産西製茶の無農薬葉）・玄米

（島根県産の食用米：祭り晴れ） 

 製造：島根：西製茶 

OCR227 生紅鮭切身 無塩 2切れ 635円→785円 

OCR464 お徳用チキンナゲット400g 650円→700円 

OCR345 天かす 60g 終売です 

下郷ヨーグルトが製造終了となった為、今後は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。 

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 

翌週 

OCR０３９ 

奥出雲きすきヨーグルト 

※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。 

新しいOCRを印刷し始めた後に、こちらでお

知らせしている5点に変更がありました。 

OCRは変更前の表記となっておりますが、供

給する内容はこちらでお知らせしている通り

となります。 

新しいOCRの訂正箇所のお知らせです 

各750g 

935円 

第3回 お福もち企画！ 

翌々週 

「お福もち」ご存じですか？ 

もち米とうるち米を混ぜておもちにしたものです。

うるち米の粒がおもちに残り、少しぷちぷちした食

感があります。 

普通のお餅とは違った食感ですので、是非お試しく

ださい。 

冷凍 

6100 玄米お福もち 

6101 白お福もち 

6102 よもぎお福もち 

生産者：和田丸有機グループ 

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）を使用してます。 

配送週は12月5週[27日（月）～30日（木）]となります。 

翌々週 



レープクーヘン（20ｇ：蜂蜜入りの、かわいい型抜

きクッキー）とシュペクラティウス（2個：専用の伝

統的な木型をつかって型抜きしたクッキー）、 アー

モンドチョコクッキー ピュンクトヘンクッキー 各4

枚（約35ｇ）  セットです。 

ぷくぷくワールドのこだわりクッキー詰合せ      

原材料：愛媛県産小麦粉 愛媛県産蜂蜜 双目糖 よつばバター 

ゆうき生協の卵 オーガニック・アーモンド・ココア・スパイ

ス 黒砂糖 玄米ポン   

ぷくぷくクリスマスセット 

年に一度の楽しいイベント「クリスマス」がやっ

てきます！ゆうき生協が厳選したたくさんの品々

でクリスマスをちょっとリッチにお過ごし下さい 

キャラメル風味のバターケーキの生地で、お

子様にも喜ばれるとってもかわいいツリー型

で美味しく焼きました 

8234 1個 360円 

8235 2個 700円 

ミニツリーケーキ   

原材料：ゆうき生協の卵、双目

糖、よつばバター、愛媛県産小

麦粉、純生クリーム   

クリスマスクッキーセット   

松山：Ökol＝エコルのクリスマス      

松山：Ökol＝エコルのクリスマス      

翌々週 

品番８２３６ 

翌々週 

1袋 

550円 

よつ葉ノンホモ牛乳の甘さがやさしい、ミルククッキー。四

国、高知県産の生姜をふんだんに使った、クリスマス定番のジ

ンジャークッキーは、クリスマスバージョンの型で抜いていま

す。ミルク、ジンジャー、カフェオレの３種のクッキーをセッ

ティング！クリスマスらしい袋に入れてお届けします。 

ミルククッキー     70ｇ×１袋 

ジンジャークッキ    70ｇ×１袋 

カフェオレクッキー   70ｇ×１袋 

 925円 

翌々週 

一括原材料：青森県産北上小麦粉、四つ葉バター、粗製糖 

ミルク：四つ葉のノンホモ牛乳 

ジンジャー：卵（PHF卵）、土生姜（高知県産） 

カフェオレ：卵（PHF卵）、コーヒー、四つ葉のノンホモ牛乳 

200g 270円 

→260円 

岐阜県の契約農家のお米

の粉を使用し、小麦粉は

一切使用せずに、お菓子

作りに適した微粉末に仕

上げました。お米ならで

はのシットリモッチリと

した食感。 

無農薬ココアビーンズ

のみで作られたココア

パウダーです。砂糖不

使用ですのでカロリー

の気になる方にもオス

スメ。そのままでも、

お菓子作り等にも是非

どうぞ。 

ＯＣＲ３９９ 

大阪：ムソー 

ホットケーキミックス 

OCR259 有糖 

OCR260 無糖 

小麦粉は岐阜県産100％、砂糖はビート糖、

食塩は岩塩、膨張剤には内モンゴル産の重層

を使用し、香料や酸化防止剤等を一切加えず

に調整したミックス粉です。ホットケーキや

ドーナツ、クッキー作り等に。お菓子作りの

強い味方 

おやつやお菓子作りに最適です 

取り扱い：大阪：ムソー 
一括原材料：国内産小麦粉（岐阜県産）、砂糖（ビー

ト糖）、食塩（岩塩）、膨張剤（内モンゴル産重曹） 

翌週 

ブラックココア 
そのままでもお菓子作りにも お米のホットケーキミックス 

シットリモッチリ食

特価 

特価 

特価 翌週 

翌週 

品番８１４１ 

大阪：ムソー 
原材料：うるち米（岐阜県産）、砂糖（ビート

糖）、食塩、膨張剤（重曹） 

各400g 365円 

 →350円 

120g 515円  

→495円 

品番６０１２ 

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。 

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。 

翌週 
250ml 1275円 

→1190円 品番９１３４ 

特価 



ブラウンスイスハンバーグ 

島根・奥出雲で山地放牧さ

れたブラウンスイス牛を

100％使用。服原材料もこ

だわり国内で有機栽培した

玉ねぎと小麦粉、きすき平

飼有精卵を使用していま

原材料：牛肉（島根）、有機玉ねぎ（国産）、卵（島

根）有機小麦粉（国産）、牛乳（島根）、食塩（海水

塩）、胡椒 

原材料：バニラ；生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、砂糖、有精卵黄、バニラ香料 抹茶あずき；生クリーム、

生乳、脱脂濃縮乳、砂糖、甘納豆、有精卵黄、抹茶 ビターチョコ；生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、砂糖、

ココア、有精卵黄、香料 いちご；生クリーム、脱脂濃縮乳、生乳、砂糖、いちご果肉果汁、有精卵黄 

OCR029 バニラ 

OCR030 抹茶あずき 

OCR031 ビターチョコ 

OCR032 いちご 
製造：島根：木次乳業 

冷凍 

木 次 バ ナ ガ ア イ ス 各 種 
奥出雲の大自然で育った乳牛から搾った生乳を低温殺菌したパス

チャライズ牛乳と、平地飼いされた健康な鶏の有精卵を使用した、

自然の甘みを追求した贅沢なアイスクリームです。牛乳本来の美味

しさが感じられる濃厚な味わいを是非どうぞ 

各120ml 330円 

→315円 

木次乳業限定企画 

品番６０１３ 
翌々週 

冷凍 

130g 405円 

→360円 

豊富なコクと適度な脂が魅力の秋川牧園の若

鶏骨付きモモ肉です。年に一度のクリスマス

だからこそ手作りで、味付けは自分好みにし

たい方へはお薦めの一品。是非お使い下さい 

クリスマスに手作り鶏肉料理 

冷凍 

骨付きモモ（2本入り） 

翌週 

山口：秋川牧園 

2本入  

1100円 

OCR１５６ 

Ｘmasをリッチに手作り鶏肉料

冷凍 

1羽 約2.2～2.4kgになります 

山口：秋川牧園 

秋川牧園若鶏丸体   
秋川牧園の若鶏は抗生物質・抗菌剤等は

一切使用していません(ワクチンは除

く)。飼料はすべて非遺伝子組換えで、主

要原料は植物性です。ご家庭でロースト

チキンを作るのに最適です。 クリスマス

こそ手作りで！味付けは自分好みにした

い方へはお薦めです。今年のクリスマス

のメイン料理は、ちょっと豪華に。 

品番６０１０ 翌々週 

1羽 

2185円 

特価 

翌週 

原材料：鶏肉、

食塩、バター、

ブ ラ ッ ク ペ ッ

パー、菜種油 

骨付きモモ照り焼き 

秋川牧園の若鶏を使用し、にんにく風味のタ

レを付けてジューシーに焼き上げました。温

めるだけで簡単にお召し上がり頂けますよ。

クリスマスなどのパーティー向けの一品です 

骨付きモモロースト 
秋川牧園の若鶏を使用し、塩・胡椒・バター

だけでシンプルに味付けしていますので、肉

本来の味が楽しめます。温めるだけで簡単に

召しあがれるクリスマスに最適な一品です。 

原材料：鶏肉、砂

糖、醤油、みりん、

馬鈴薯澱粉、清酒、

生姜、にんにく 

ストレスの少ない環境で、非遺伝子組み換えの良質な

餌を食べた牛から搾った新鮮な牛乳をふんだんに使用

しました。滑らかなクリームソースが美味しさの決め

手です。温めるだけで簡単に召し上がれます。 
鶏肉(国産)、塩麹、食塩、香辛料、清酒、衣（小麦粉、ばれ

いしょでん粉、牛乳、コーンフレーク、パン粉、チキンスー

プ、鶏卵、食塩、ガーリックパウダー、香辛料、カレー

粉）、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・乳成分・

卵を含む） 

～二回連続企画！ご家族やご友人との楽しい一時をどうぞ～ 

冷凍 

翌々週 

冷凍 

秋川牧園のクリスマス企画 

240g1本 

745円 

品番６００８ 翌々週 

440g2本 

1370円 

品番６００９ 

冷凍 

500g  

1405円 

フライドチキンセット 

翌々週 

若鶏の胸肉と手羽元のフライドチキンが一緒になったボ

リュームたっぷりのパーティーセットです。骨なし肉の

食べやすさと骨付き肉のうまみを同時に味わえます。 

原材料：牛乳（国産）、マカロニ、じゃがいも（国産）、鶏肉（国

産）、オニオンソテー、小麦粉、生クリーム、とりがらスープ、バ

ター、なたね油、チーズ、発酵調味料、ホタテエキス、食塩、ホワイ

トペッパー 

 牛乳グラタン 

翌々週 

冷凍 

100g×2個入り 525円 

品番６００７ 

OCR４ ８ ４ 

限定

企画 

原材料：自家製野菜（白菜、大根、しょうが、にんにく、ねぎ）、りんご（内子産）、

韓国産とうがらし（韓国産）、煮干し（瀬戸内産）、アミエビ（瀬戸内産）、はちみつ

（愛媛県産）、醤油（国産）、昆布（北海道産）、塩（シママース） 

甘みののった自家産の白菜を、昆布と煮干し（瀬戸内産）の出

汁・アミエビ（瀬戸内産）などの動物性食材で作ったオリジナ

ルのヤンニョムに漬け込みました。ベジキムチと同様に砂糖を

使わず、こちらはハチミツ（愛媛県産）を使用。コクのある旨

味が広がります。  

180g袋入り 460円 

冷蔵 

 賞味期限：冷蔵14日 

冬季

限定 

↑イメージ 

内子：天然酵房やまそだちの 本格キムチ 

品番８０２７ 

翌々週 



すますま 
「すますま」は飛騨弁で「すみ

ずみまで」という意味です。 

一口飲むとお口のすみずみまで

シュワっと炭酸がはじける甘口

のスパークリング日本酒です。 

品番６０１４ 翌々週 

原材料（すべて岐阜県産）：水、米、米麹 

コルコル 

250ml 530円 

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６０１５ 
300ml 1855円 

翌々週 

原材料：水（沖縄県産）、糖蜜（沖縄県産）、酵母 

赤玉チーズ 

品番９００２ 翌週 

熟成により味が微妙に変化

しますので、お好みの味を

お楽しみ下さい。また、熱

をかけると柔らかくなりま

すので、グラタンやピザな

どのお料理にもご利用いた

だけます。  

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

180ｇ 1100円 

3種のチーズ 
（濃厚コク旨ブレンド） 

セルロース不使用のミックスチー

ズです。 

チェダーとゴーダのコクとうまみ

のたっぷりつまった、濃厚な味わ

いを楽しめます。 

OCR０ ４７ 翌週 

130ｇ 455円 

取り扱い：片山 取り扱い：片山 

取り扱い：高生連 

こちらに記載している供給品以外に、月一企画でしている元気ピザやコンコード

等もオススメです。別ページに載っておりますのでそちらも是非ご覧ください。 

ナチュラルスナッカー 

翌週 

やさしいスモークの薫り

の、さいて食べるナチュラ

ルチーズです。 

お酒のおつまみや、お子様

のおやつにどうぞ！ 

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

70ｇ 530円 

OCR０ ３４ 

プロポローネ 

翌週 

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

380ｇ 2025円 品番９００３ 

じっくり燻製されたくせ

のない風味、独特のモチ

モチした食感。そのまま

だとワインのお供に、加

熱すれば糸のように伸び

るので、グラタン等にお

ススメです。 

原材料：愛媛県産小麦粉、赤穂の塩、砂糖、ＥＸバー

ジンオリーブオイル、ホシノ天然酵母 

翌週 

食べきりサイズ（直径約10㎝）の小ぶりなピザ

の台です。オリーブオイルを使うことにより、風

味の良い仕上がりになりました。 

2枚 （直径約10㎝） 

260円 

ピザの台 

ＯＣＲ０６２ 

取り扱い：くるみの森 

225g 400円 

原材料：有機トマト、有機醸造酢、玉葱・にんにく・

しょうが（全て国内産有機）、天日塩、砂糖、香辛

料、有機米醗酵調味料 

有機ピザソース 

OCR３２２ 

翌週 

トマトと野菜の甘味に、スパイス

の香りと辛さをきかせた香り豊か

なソース。パンに塗ってお好みの

具材をのせて焼くだけで、ピザ

トーストの出来上がりです。 

取り扱い：光食品 

北海道スライスチーズ 

翌週 

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

４枚入 420円 

北海道十勝産生乳100％で造

られたチェダーチーズです。 

濃厚な味わいのセミハードタ

イプなナチュラルチーズで

す。 

OCR０ ４ ６ 

3種のチーズ 
（贅沢モッツァレラブレンド） 

セルロース不使用のミックスチー

ズです。 

モッツァレラチーズを贅沢に配

合、チーズの伸びの良さとマイル

ドな味わいを楽しめます。 

OCR０４８ 翌週 

120ｇ 455円 
取り扱い：高生連 

プロポローネピッコロ 

翌週 

じっくり燻製されたくせの

ない風味、独特のモチモチ

した食感。そのままだとワ

インのお供に、加熱すれば

糸のように伸びるので、グ

ラタン等におススメです。 

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

100ｇ 615円 

OCR０ ３３ 

薬品処理をせず、手で皮をむ

き、トマトジュース漬けにし

た無選別の皮むきトマトの缶

詰です。 

パスタ料理、煮込み料理等の

メニューにお使い下さい。  

国産有機まるごとトマト 

原材料：有機トマト、有機トマトジュース  

400ｇ 

530円 

翌週 

OCR３ ４ ７ 

取り扱い：光食品 



  

  

  

角6膳袋入り 

 95円 

杉割り箸 杉尺箸 

丸5膳入り 

455円 

丸5膳入り 

290円 

品番６０２５ 

品番６０２３ 

30膳入り 

450円 

6膳（24㎝）入り 

265円 

何かと来客の多い年末年始・お正月のおもてなしに 

～ばんじろう村の自然のお箸～ 

（年始に新しいお箸）古来厳しい風雪に耐え、折れることのない柳の木を素材にした祝箸（寿箸）をお

正月に使う風習があります。1年の無事を感謝し来たる1年のご家族の健康と繁栄を祈念して、主は

除夜の鐘を聞きながら、それぞれの家族の名前を箸袋に書き入れ、正月三カ日と七草につかいます。 

取り扱い：和歌山：ばんじろう村 

品番６０２０ 

杉箸「らんちゅう」 

味彩シリーズ「優美」 

桧箸「京箸」 

品番６０２２ 

品番６０２４ 

紀州吉野杉や桧の間伐材を使用し、化学薬品による漂白剤や防カビ剤などを一切使用し

ないでつくられたこだわりのお箸各種です。お正月用として袋に入ったお箸なども企画しまし

た。使い捨てではなく何度でも使用できます。何かと来客の多い年末年始、お正月のおも

てなし等に「ばんじろう村の自然のお箸」を是非お使い下さい 

翌々週 

翌々週 翌々週 

翌々週 

翌々週 

5膳（30cm）袋入り 

 275円 

品番６０２１ 

注：箸置きは付いて

おりません 

クリスマスプレゼントに 
  お勧めの本を企画！ 

取り扱い：愛知：ヘルシーメイト 

※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 

翌々週 

愛知：ライブコットン 

ライブコットン製品各種 

オススメ衣料品＆生活雑貨 

限定

企画 

お出かけ時のオシャレ等、幅広いシーンでも大活

躍できます。ぜひご覧ください。 

※詳細は別紙カラーチラシを参照し、注文はカラー

チラシに掲載している品番と品名等を別紙「ライブ

コットン製品注文書」に記入して配送職員に提出し

て下さい。  

翌々週 

保存料や着色料・香料などは一切使用せず、米と米麹を原料として日本

酒の基となる、もろみ（原酒）を造り、さらに二段式による糖化工程を

経てできました。日本酒のように、臭みを取り味をよく浸透させ、みり

んのように、甘味や旨味を加えテリやツヤを出す、みりんの旨味とお酒

の風味を併せ持った料理専用の調味料です。この「味の母」は組合員さ

んの中で愛用されている方も多いのでは！！煮物や照り物はもちろん、

各種料理にお使い下さい。  

翌週 

大1.8L 1575円 

→1495円 ＯＣＲ３００ 

小720ml 780円 

→740円 ＯＣＲ２９９ 

原材料はすべて国産：米、米麹、食塩 主成分：

アルコール分10％、塩分2％ 製造：味の一醸造 

各種あらゆる料理に大活躍！ 味の母（みりん風） 

北海道で契約栽培された小麦粉

（キタホナミ）を使用して作ら

れました。一般市販品に良くあ

る、デュラム小麦粉使用のスパ

ゲティとはまた違い、原料のタ

ンパク質が少ない為、ソフトな

食感が楽しめます。和風パスタ

にも良く合います。是非ご賞味

下さい 

ロングパスタ 

原材料：国内産小麦粉（北海道産）、小麦グルテン 

OCR２３６ 
300g 350円 

→335円 
特価 

翌週 
カンタン八芳酢 

これ１本で様々なお酢料理が

カンタンに作れる八芳酢。砂

糖や塩など合わせる必要がな

いから、旬の素材にかけるだ

け、漬けるだけでおいしく味

が決まります。     

OCR３ ０ ５ 

360ml 425円 

→405円 

翌々週 

原材料：醸造酢（米酢、りんご酢）、砂糖、

食塩、昆布かつおだし、レモン果汁  

特価 

特価 

翌々週 

味彩シリーズ 

「海山優美」 



手延べ細うどん（極細） 

リニューアル!ゆうきオリジナル 

原材料：今治産小麦（中力粉、強力

粉）、シママース、ごま油 

品番９７１３ 

翌週 300g 515円 

今期より、有機JASの認証を取得し

ている香川県の山一さんに製麺をお

願いしました。今治の生産者の有機

小麦100％！ 

ちゅるっとした喉越しの美味しい麺

に仕上がってます。 

ゆで時間：約6分です 

焼きそば（乾麺） 
国産小麦粉、国産全粒粉

と海水だけでつくる海水

塩を使って作られた焼き

そばです。 

かんすいなどの添加物は

一切使用していません。 

原材料：国産小麦粉、国産全粒粉、食塩 

取り扱い：ムソー 

90g×２ 

385円 

翌週 

OCR２ ３ ４ 

理事のオススメ供給品コーナー 

273g 1150円 

→1095円 

原材料：食用ごま油 

取り扱い：熊本有機の会 

ごま油 
坂本製油製造。 

深煎りの圧搾法一番搾りで作ら

れたコクのある香りがするごま

油です。 

翌週 

OCR３ ０ ７ 

特価 

 

 

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 

OCR450 チキンウインナー 100ｇ 500円 

OCR451 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 

北海道産 新豆各種 

2021年度産新豆各種です。あ

らゆる豆料理に。特にお正月の

手作りのおせち料理には欠かせ

ませんね。 

幅広くお使い下さい。 

※全て農薬や化学肥料等は不使用 

OCR251 小豆 300g 425円 

OCR252 大豆 300g 290円 

OCR253 金時豆 300g 410円 

OCR254 黒豆 300g 420円 

OCR255 白花豆 300g 625円 

翌週 

紅はるかスティック 

（芋けんぴ） 
主原料のさつまいも「紅はる

か」をはじめ、国産原料のみ

で作られた、芋本来の味を活

かしたシンプルな芋けんぴで

す。 

OCR４ ３ ６ 

120g 345円 

→280円 
取り扱い：ムソー 

翌週 

原材料：さつまいも、砂糖、植物油（米油） 

特価 
風味の強い本場スペイン産の「有機栽

培オリーブ」を一つ一つ手摘みして、

化学薬品や熱を加えずにそのまま絞っ

ただけのエクストラバージンオリーブ

オイルです。パスタやドッレシングに

はもちろんの事、あらゆる料理に少量

加えるだけでバリエーションが広がり

ます。 

ＯＧバージンオリーブ油 

原材料：食用OGオリーブ（スペイン産） 

OCR309 普通 180g 960円 

OCR310 徳用 460g 1815円 
翌週 

本とリーフレット企画 

品番6901 タネと内臓「著作：吉田太郎さん」 1720円→1670円 

品番6902 コロナ後の食と農「著作：吉田太郎さん」 2200円→2090円 

品番6903 どう考える？「みどりの食料システム戦略」（農文協ブックレット） 1100円→1045円 

品番6904 タネを守ろう！（リーフレット） 200円 

翌々週 

吉田太郎さんの著書の本2種や農文協ブックレット、そし

て日本の種子（たね）を守る会のリーフレット1種類のご

注文を受け付けておりますので、ぜひこの機会に読んで

みてはいかがでしょうか？ 

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！ 

リニューアルしました 



   

   

   

刻みすぐき 

製造：東明の無添加漬物各種！  
翌々週 

き ゅ う り を 中 心 に、生

姜、しそを使用したしば

漬です。 歯切れがよ

く、サラダ感覚で食べ

られます。  

マイルドしば漬 

品番８０１８ 

90g  

350円 

原材料：きゅうり、しょうが、しそ、醸造酢、醤油、砂糖   

賞味期限：120日  

冷蔵 

翌々週 製造：東明の無添加漬物各種！  

 

 

銀ダラみりん漬 

140g（2切れ） 

725円 OCR２ １ ０ 

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 

OCR２ ０ ９ 

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 

ゆず大根 

賞味期限：15日 

開封後5日 

雪のように白い大根を唐辛子

で風味良く仕上げました。 

150g 

295円 

原材料：大根、ゆず、醤油、醸造

冷蔵 

OCR０ ７ ４ 

賞味期

京都独特のてんびん方法で

６０℃のむろに入れて乳酸発

酵させた伝統の逸品。 

150g 

285円 

原材料：みぶ菜、生姜、胡麻、唐

辛子、醤油、食塩（沖縄県産）、

賞味期限：11日 

開封後3日 

原材料：すぐき、醸造酢、食塩

（沖縄県産）、醤油、味醂 

冷蔵 冷蔵 OCR０ ７ ２ 
OCR０ ７ ３ 

京野菜の壬生菜を刻み、ごま

生姜をミックスした、薄塩の

あっさり風味。 

120g 

295円 

刻みみぶ菜 

青首大根を皮付きのまま昆

布でしっかりと漬け込み、歯

切れの良さを活かしました。 

150g 

295円 

原材料：青首大根、昆布、唐辛

子、醸造酢、醤油、食塩（沖縄

賞味期限：15日 開封後5日 

冷蔵 
OCR０ ７ ５ 

こぶ大根 かつお大根 

原材料：青首大根、鰹ぶし、唐辛

子、醸造酢、醤油、食塩（沖縄県

産）、味醂、粗製糖 

賞味期限：15日 開封後5日 

青首大根を皮付きのまま、か

つお節とともに乱切りにしまし

た。 

150g 

270円 

冷蔵 

OCR０ ７ ６ 

原材料：白菜、食塩、味醂 

250g 270円 

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

株のままの袋入りです。水で

サッと洗うか、食べやすい大

きさに切って、お好みのものを

OCR０ ７ ７ 

白菜漬 

原材料：白菜、食塩、みりん、昆布  

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

OCR０ ７ ８ 

新鮮で柔らかく甘みの多い国産

黄芯の白菜をあっさりとした味付

けで漬け込み、北海道産のこぶ

を利かせました。 

250g 

270円 

昆布白菜漬 

原材料：白菜、ゆず、食塩、味

醂 

ゆず白菜漬 

新鮮な白菜と京都産のゆず

を使い食べやすく浅漬けにし

ました。 

250g 

270円 

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

OCR０ ７ ９ 

賞味期限：11日 開封後3日 

紅かぶら漬 

近江地方特産のゆるぎかぶら

を独自の方法で昆布と一緒

に千枚漬け風に漬け込みまし

た。 

150g 

295円 

原材料：ゆるぎかぶら、醸造酢、

食塩、味醂、粗製糖、北海道産昆

布 

冷蔵 
品番８０１９ 

白菜キムチ

賞味期限：冷蔵11日  

原材料： 白菜(国産)、雑節エキス、昆布エキス、醤油、食塩、みり

ん、ぶどう糖果糖液糖、一味唐辛子(国産)、にんにく(青森)、パプリ

カ色素（薬品等ではなく粉砕したもの）  

品番８０１７ 

冷蔵 

200g 330円 

黄芯の新鮮な白菜のみを使

用し、辛さは控えめです。ごは

んのお供に、麺類のトッピング

などにも  

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％）、魚醤油、

伯方の塩、三温糖、清酒 

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％）、魚醤油、伯方の

塩、三温糖、甘藷澱粉、ごぼう、人参 

～八幡浜：矢野傳の練り物  今週の特価企画！～ 

冷蔵 

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た練り物です。  

OCR０９６ OCR１０２ 

冷蔵 

じ  ゃ  こ 天 野  菜  天 ぷ  ら 

50g×2枚 245円 

 →220円 

50g×3枚 265円 

 →240円 

特価 特価 
翌週 翌週 



朝食におすすめ！ソフト食パン 

酒酵母をたっぷり使って発酵させまし

た。県内産小麦粉の風味やもっちりの

食感、甘酒の様なほんのりとした甘い

香りも楽しめます。 

翌週 
原材料：川久保小麦粉（県内産）、三温糖、天塩、四つ葉バ

ター、ひまわり低温殺菌牛乳、ホシノ天然酵母、米、麹 

品番 品名 価格 

OCR063 ソフト食パン5枚切り 360円 

OCR064 ソフト食パン６枚切り 360円 

OCR065 ソフト食パン10枚切り 370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 

黒ごまフランス 
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。黒ごまをたっぷり

入れた黒ごまフランスを食事パンにどうぞ。 

品番９１４７ 

1個  

360円 

原材料：愛媛

県産小麦粉、

天然塩、ホシ

ノ天然酵母、

黒ごま 
翌週 

原材料：南部小麦粉強力粉、南部小麦粉全粒粉、

天日塩、ホシノ天然酵母、オーガニックレーズン  

アルプスの ぶどうパン    

翌週 

国産小麦粉とホシノ天然酵母を使用して美味

しく焼き上げました。ＯＧレーズンたっぷり 

ＯＣＲ０６０ 

特価 1本 320円

→290円 

ハイプラスマーガリン各種 

パンにはもちろん、お菓子や料理作りにも 

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。 

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） 

徳用サイズ 370g 

530円 OCR０４５ 

普通サイズ 180g  

310円 OCR０４４ 

原材料：玄米、粗塩、小麦粉、玄米粉、玄米油、素焚糖、生

イースト、米胚芽       製造：有限会社 かんこめ 

6枚切り 350円 

卵、牛 乳、バ タ ー、マ ー

ガリン不使用で、玄米ご

はんと自家製粉が5割は

いった玄米パンです。少

ししっかり目にやいて、

オリーブオイルで召し上

がっていただくと、穀物

の香ばしさと、ほのかな

甘味を感じてもらえると

思います。玄米ごはん、

玄米粉がたっぷり入っているので、腹持ちがよく、食

後血糖値を気にされる方にもオススメです。 

胚芽玄米パン 

翌々週 

品番８４１７ 

生イースト使用 

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 

カフェオーレ 

OCR０４０ 冷蔵 翌週 

1L 

290円 

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 

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 



フェアビーンズのコーヒー 

ニカラグア セコビア 
ニカラグアは、ニカラグア共和国のことで、中央アメリカ中

部に位置するラテンアメリカの共和制国家です。ニカラグア

北部、緑豊かなセゴビア地方の中米では珍しく女性が代表を

務めるプロドコープ協同組合でつくられた豆です。 

原料豆は海外有機認証団体OCIA（Organic Crop Interna-

tional Association）の認証済み。フルシティーロースト

（中深煎り）。スムースな丸みとフルーティーな甘み、豊か

なアロマがあります。  

各200g 800円 

翌々週 

原材料：コーヒー豆（ニカラグア産） 

1126 粉 

1127 豆 

もち麦・はだか麦の はったい粉  共同農産取り扱いの 

国内産裸麦をじっくり焙煎したはったい粉（むぎこがし）で

す。砂糖や塩を加えてそのまま、またはお湯で練ってお召し上

がりください。 国内産裸麦を原料にじっくり焙煎しています

ので、香り豊かなはったい粉です。 

もち麦粉は、オリジナルブランドの[媛もち麥]を使用しており

ます。 

品番 品名 規格 価格 

1129 もち麦はったい粉（小） 150g 385円 

1130 もち麦はったい粉（大） 500g 740円 

1131 はだか麦はったい粉 500g 665円 

1133 もち麦粉 500g 625円 

翌々週 

中谷自然農園の シュークリーム    

原材料：南部小麦薄力粉、中谷自然農園の平飼い有精卵、四つ葉バター、低温殺

菌牛乳、三温糖、なたねサラダ油、ラム酒、調理の塩 製造：内子：中谷自然農園     

賞味期限：冷蔵にて配送日当日限り  

冬季限定！冬のお楽しみスイーツ 

冷蔵 

自家製平飼い有精卵をふんだんに使用してでき

た、ゆうき生協では数少ないスイーツ・内子町

は中谷自然農園のシュークリームです。後に残

らないサッパリとした甘さのシュークリームで

すので、お子様のおやつから大人の方のコー

ヒーのお供に至るまで幅広くお楽しみ頂けます

ので是非ご賞味下さい 

翌週 

2個入り  

275円 品番１０３２ 
月一

企画 

有機JAS認証済み国内産有

機抹茶と、ゴールデンシュ

ガーをブレンドしたグリー

ンティーです。  

トラディショナル 

  ホットチョコレート 

ビタースイート 

チョコレートチップ 

ナチュラルココアパウダー 

120g 645円 

品番１１２２ 

原材料：ココアパウダー 

カカオそのものの風

味を楽しめます。製

菓・製パンにオスス

メです。 

ダークチョコレート 

   グランベリー 

ダークチョコレート 

カカオビーンズ 

ダークチョコレート 

カカオビーンズ 

グリーンティー 

200g 

745円 

ダークチョコレート 

 クリーミーカシューナッツ 

40g 350円 

40g 350円 

100g 700円 150g 700円 

原材料：カカオ豆、チョコレート（カ

カオマス、粗糖、カカオバター）、コ

コアパウダー  

品番１１１２ 
50g 365円 

品番１１１３ 

原材料：チョコレート（ペルー産：粗糖、カ

カオマス、カカオバター）、クランベリー

（カナダ産：クランベリー、砂糖、ひまわり

油）、ココアパウダー  

ダークチョコレート 

コーヒービーンズ 

40g 350円 

品番１１１４ 

原材料：チョコレート（粗糖、カカオマス、

カカオバター）、カシューナッツ、ココアパ

ウダー  

品番１１１６ 

ロー・カカオニブ 

ダークチョコレート 

レーズン 

40g 325円 

品番１１１９ 

原材料：】チョコレート（粗糖、カカオマ

ス、カカオバター）、レーズン 

原材料：カカオ（ペルー産）  

カカオニブとはカカオビーンズを粗く粉砕

したもの。カカオの栄養素を最大限に生か

す為、55度以下の温度で加工されていま

す。心地よい歯ごたえとともにカカオ本来

の美味しさをお楽しみいただけます。  

品番１１２０ 品番１１２１ 

原材料：粗糖、有機抹茶（国内産）   

150g 705円 

チリ＆スパイス 

   ホットチョコレート 

品番１１２４ 

原 材 料 ： 粗 糖（パ ラ グ ア イ

産）、ココアパウダー、シナモ

ン、ジンジャー、チリ  

品番１１２５ 

原材料：】砂糖、ココアパウダー（ココアバ

ター10%～12%）  

原材料：チョコレート（粗糖、カカオマス、

カカオバター）（ペルー）、コーヒー豆（ニ

カラグア）、カカオパウダー（ドミニカ共和

国/ペルー）  

原材料：チョコレート（粗糖、カカオマス、

カカオバター）（ペルー）、コーヒー豆（ニ

カラグア）、ココアパウダー（ドミニカ共和

国/ペルー）  

ダークチョコレート 

ブルーベリー 

40g 350円 

品番１１１８ 

原材料：チョコレート（ペルー産：粗糖、カ

カオマス、カカオバター）、ブルーベリー

（アメリカ産：ブルーベリー、砂糖、ひまわ

り油）、ココアパウダー  

150g 750円 

原材料：粗糖、カカオ

マス（ペルー産）、コ

コアバター  

品番１１１１ 

40g 350円 

品番１１１７ 

ダークチョコレート 

ローストアーモンド 

ダークチョコレート 

ローストアーモンド 

原材料：チョコレート（粗糖、カカオマス、

カカオバター）（ペルー）、アーモンド（ア

メリカ）、ココアパウダー（ドミニカ共和

国/ペルー）  

ダーク・トラディショナル 

    ホットチョコレート 

150g 630円 

品番１１２３ 

原材料：ココアパウダー

（コ コ ア バ タ ー10%～

12%）、粗糖  

品番１１１５ 

セミスイート 

チョコレートチップ 

150g 750円 

原材料：粗糖、カカオ

マス（ペルー産）、コ

コアバター  

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。 



米酢、粗糖、塩、ドライトマト、香辛料  

人参、セロリ、大根等お好み

の生野菜をそのまま漬けるだ

けで美味しいピクルスが簡単

に作れます。クセのないやさ

しい味なので、サラダ感覚で

お召し上がり頂けます。その

ままピクルスとして、またそ

れを細かく切ってマヨネーズ

と和えてタルタルソースに！

醤油、ごま油、マヨネーズ、

オリーブオイルなどと合わせ

てオリジナルドレッシングと

してもご利用いただけます！ 

生野菜をそのまま漬けるだけで美味しいピクルスが簡単に！ 

月一企画！  富士ピクル酢 

大阪：ムソー  

主原料の米酢は、京都府で農薬を使用せず栽

培したお米100％を原料に造った「純米富士

酢」。保存料や化学調味料等は一切使用せ

ず、原材料のドライトマトや香辛料は有機認

証を取得したものを使用しています。ご家庭

で美味しいピクルスをお召し上がり下さい。

製造元：飯尾醸造自慢の一品。 

品番１１４１ 

360ml  

570円 

翌々週 

有機栽培で大切に育てられた亜麻

の種をオメガフローという酸素と

光を遮断した低温圧搾法により一

番搾りでとりだしました。製造に

あたって一切の化学物質、添加剤

を使用していない有機油です。 

サラダのドレッシング、ジュース

のトッピング等でおめしあがりく

ださい。  

原材料:亜麻の実 （アメリカ産） 

海 人 の 藻 塩  

1134 100g 540円 スタンドパック 

1135 30g 420円 卓上瓶プレーン 

原材料：海水、海藻  

有 機 食 用 亜 麻 仁 油 

品番１１３９ 

218g 

1815円 

瀬戸内の海水と玉藻と呼

ばれたホンダワなどの海

藻を利用し、じっくり煮

詰めたお塩です。尖った

辛さがなく、まろやかな

口当たりをお楽しみいた

だけます。塩むすびには

最適です。  翌々週 

冷蔵 

翌々週 

生 し じ み 

島 根 ： し じ み ネ ッ ト ワ ー ク ！ 

250g  

560円 

冷蔵 

宍道湖で採れたしじみを

生のままお届けします。

砂抜きをしておりません

のでご注意ください。砂

抜きは５％の塩水に約一

昼夜つけてください。 

月 一 企 画 

品番１０２２ 翌々週 ※農薬や化学肥料等は一切不使用で栽培され

ています。 

近藤さんの ういろう豆 
外皮は黒く、中は緑色をしています。イソフ

ラボンや、アントシアニン系色素を含んだ雑

穀！ご飯に混ぜたりしてお召しあがりを！！ 

松山：共同農産の近藤さん 

翌々週配送です 

品番１１３２ 

200g 

540円 

有機ぽん酢しょうゆ 
有機本醸造醤油に国産有機ゆ

ず・ゆこう・すだち果汁を贅

沢に使った芳醇な味と香りの

ぽん酢しょうゆです。 

250ml  390円 
翌週 

OCR３ ２ ６ 

浅漬けの素 
化学調味料を使用せず、国

産丸大豆・小麦より醸造し

た本醸造醤油と国産有機純

米酢を使用した、自然な味

で嫌味のない浅漬けの素で

す。 

翌週 

品番９０１７ 

360ml  345円 

取り扱い：光食品 

原材料：有機醤油(有機大豆(国産)、有機小麦(国産)、食

塩)、有機米酢、有機ゆず、麦芽水飴、食塩、有機ゆこう、

有機すだち、有機米醗酵調味料、こんぶ、有機乾しいたけ  

原材料：麦芽水飴、本醸造醤油、有機純米酢、食塩、

香辛料、かつお、こんぶ、しいたけ  

原材料：醤油、砂糖、本みりん、米

酢（有機）、米味噌、にんにく、ゴ

マ油、生姜、玉ねぎ、香辛料、人参 

本醸造醤油に、にんにくや生姜

などの国内産有機野菜の旨味を

たっぷりきかせた味わい深い焼

肉のたれ。しっかりした味で肉

の旨味や野菜の甘味を引き立て

てくれます。バーベキューにも

是非お使い下さい 

焼肉のたれ 

翌週 

350g 

565円 OCR３２４ 

和風ドレッシング 

翌週 

200ml 365円 

品番９０１６ 

原材料：醸造酢(米酢(有機)、リンゴ酢)、醤油(大豆、小

麦を含む)、なたね油、砂糖、本みりん、食塩、にんじん

(有機)、ゆず(有機)、しいたけ、レモン(有機)、しょう

が(有機)、こしょう、にんにく(有機)  

材料は安心の無添加で、スッ

キリと自然な味の、旨味が特

徴的なドレッシングです。 

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 

有機レモン唐辛子 HOTソース 

原材料：有機レモン果汁、有機米酢、有機レモン皮、

食塩、唐辛子、有機トマトペースト 

唐辛子の辛さに有機レモンの爽や

かな香りがたのしめる、ちょい足

し調味料です。辛味のアクセント

や風味付けとしてパスタやピザ、

ドレッシングにと様々な料理にお

使いいただけます。 

品番９０３７ 

100ｇ 350円 

翌週 



キウイフルーツ    

農薬不使用で栽培さ

れた渋柿を天日乾燥

させました。あんぽ

柿と違い良く干され

ていますので比べる

と固めな仕上がりで、また種もあります。

酸化防止剤不使用で作られた干し柿をお茶

請けやおやつなどに是非どうぞ。 

最も人気の高いりんご サンふじ 

品番 品種名 生産者 

9941 ヘイワード 福岡自然農園 

9942 香緑 まんがら農園 

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９９４４ 

1級500g 320円 

品番９９４５ 

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」 

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 

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 

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「ゆう

きのみかん」をよろしくお願い致します。 

翌週 

9946 温州みかん（中島：ゆうきの里） 2kg 600円 

9947 温州みかん（中島：ゆうきの里） 4kg 1150円 

9948 温州みかん（松山：澤田さん） 2kg 600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 

9952 温州みかん：箱（中島：ゆうきの里） 15㎏ 4640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 

つるし柿 

翌々週 

和歌山：ばんじろう村 

5～6個入  945円 

品番８９０７ 

ヘイワード種は一般的なキウイで、香緑はヘイ

ワードよりもサイズの大きいものとなります。 

食後のデザートやサラダ等に是非お使い下さい。

まだ果実が固いものが届きましたら、ご家庭で柔

らかくなるまでよく追熟させて下さい。 

デザートやサラダ等に 

翌週 各種1kg 635円 

カブスは、スダチよりもひと回り大きく、強

い酸味で、独特の爽やかな柑橘系の芳香が楽

しめる香酸柑橘です。鍋物や湯豆腐、焼き魚

等の各種料理の香り・風味付けに是非どうぞ 

カブス    

品番９９４３ 

農薬や化学肥料等は不使用 
松山：中島ゆうきの里 

爽やかな柑橘の香りを 

翌週 

1kg 

210円 

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 



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～ 

ゴボー 

400g 

310円 

翌週 

品番９９２４ 

今治：今治有機農業研究会 

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 
 

品番９９２５ 

1本 

155円 

大 根 

翌週 

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 

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 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 

タ カ ナ 

200g 

140円 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９１０ 

翌週 

翌週 

1kg 

355円 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９１８ 

アンデス 

じゃがいも 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㎏ 580円 

9929 １kg 315円 

9903 ２㎏ 680円 

9930 1kg 370円 

切り干し大根 

50g 

155円 品番９９２３ 

今治：今治有機農業研究会 

翌週 

人参芋 

西条：西川さん 

1kg 

460円 

菊 芋 
翌週 

品番９９１１ 

500g 

 385円 

東温：和田丸有機グループ 

平 菜 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９１３ 

200g 

310円 

聖護院大根 

1㎏ 

155円 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９０５ 

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 

ぎんなん 

200g 

435円 

東温：和田丸有機グループ 

翌週 

品番９９１６ 

品番９９２２ 



 

 

ハイパープランツオーガニックエッセンシャルオイル        
原料産地や栽培方法、成分や香り等を重視し厳選したオーガニックエッ

センシャルオイル。ハイパープランツのオーガニックエッセンシャルオ

イルは、オーガニック認証取得済みのオイルを使用しています。（オイ

ルごとに学名・抽出部位・抽出方法を表示している他、ロットごとの成

分表及び原料原産国も添付しています。精油の抽出方法は水蒸気蒸留

法、又は圧搾法です。）      取り扱い：東京生活アートクラブ 

ゼ ラ ニ ウ ム（ブ ル ボ ン） 
薔薇に似たフローラルな香りが、心身を

深くリラックスさせてくれます。気持ちが落ち込んだ時や不安

が消えない時の芳香浴やマッサージにも。 

品番１００１ 

５ｍｌ 2,195円    

イ ラ ン イ ラ ン 
ジャスミン調の甘美で、人を陶酔させる

エキゾチックな花の香りです。マッサージや寝室での芳香浴

にもどうぞ。 

品番１００３ 

５ｍｌ 1,815円    

グ レ ー プ フ ル ー ツ 
南国の楽園を想わせる柑橘系の甘酸っ

ぱく瑞々しい香りが、ストレスや緊張感から心を解放しリフ

レッシュさせてくれます。 

品番１００５ 

５ｍｌ 1,720円    

レ モ ン グ ラ ス 
レモン調の深く甘い草の香りが、頭を

すっきりさせます。筋肉疲労や足の疲れには、入浴や足浴、

マッサージでの使用もおすすめです。 

品番１００７ 

５ｍｌ 1,145円    

ジ ュ ニ パ ー（ベ リ ー） 
深く静かな森を思わせるウッディーで樹

木系のさやわかな香りは、心を静め深い集中力を与えてくれ

ます。 

 

品番１００９ 

５ｍｌ 1,910円    

ユ ー カ リ（ラ ジ ア タ） 
ユーカリラジアタは、何百種類もある中で

最も刺激性が弱いものです。清涼感のある香りが頭をすっき

りさせてくれます。集中力を与えてくれます。 

品番１０１１ 

５ｍｌ 1,530円    

ラ ベ ン ダ ー（真 正） 
優しく甘い香りのラベンダー。フローラル

系の爽やかな甘い香りは、気持ちを穏やかにしずめてくれま

す。 

品番１００２ 

５ｍｌ 1,720円    

オ レ ン ジ（ス イ ー ト） 
柑橘系の中でもダントツの人気を誇る精

油です。誰でも馴染みやすい爽やかで甘いフルーティーな香

りは、気分を明るく高揚させ、リフレッシュさせます。 

品番１００４ 

５ｍｌ 1,145円    

レ モ ン 
柑橘系の香りの代表格。フレッシュなレ

モンの香りは、勉強部屋や仕事場に香らせると空気を浄化

し、集中力を高めます。 

品番１００６ 

５ｍｌ 1,145円    

サ イ プ レ ス 
ウッディでクリアな香りは、森林浴の気分

を思わせます。緊張感を和らげてくれます。女性だけでなく男

性にも人気があります。 

品番１００８ 

５ｍｌ 1,530円    

テ ィ ー ト リ ー 
爽やかな樹木系の香りです。シャープで

スパイシーなその香りは、沈んだ気分から立ち直らせてくれ

ます。 

品番１０１０ 

５ｍｌ 1,910円    

フ ラ ン キ ン セ ン ス 
ややレモンに似た樹脂のさばさばした香

り。樹木や木材の香りに、淡い甘味と、かすかにレモンに近

い染み透るような芳香を含んでいます。 

品番１０１２ 

５ｍｌ 2,675円    

ク ラ リ セ ー ジ 
深く癒してくれる暖かみのあるフローラル

調のほんのりスパイシーな花の香り。女性の憂鬱な時の味

方になってくれます。 

品番１０１３ 

５ｍｌ 2,675円    

ペ パ ー ミ ン ト 
誰でも知っているメントールの爽やかで

スッキリとした香りです。室内の香りが気になる時にもおすす

めです。 

品番１０１４ 

５ｍｌ 1,815円    

マ ー ジ ョ ラ ム  
シャープで深みのある香りが

心を穏やかに静めて、深くリラックスさせます。健康

増進に幅広く役立つ精油です。 
5ml 1,910円    

ローズマリー（カンファー）  
く っきりとした刺激のある

シャープな香りのハーブです。集中力を高めたい時

の芳香浴におすすめです。 

品番１０１５ 品番１０１６ 

5ml 1,530円    

ハイパープランツ フローラルウォーター ローズ       

フローラルウォーターは別名芳香蒸留水ともいわれ、水蒸気蒸留法で

植物からエッセンシャルオイル（精油）を抽出する際に精油とともに

得られる水のことで、微量の精油成分を含みます。ルームスプレーや

リネンウォーター等の室内芳香等にも使えます。またアロマクラフト

の基材としてもご利用いただけます。（フランスのオーガニック認証

（カリテフランス）を取得した高品質のフローラルウォーターに、品

質保持のために0.5％のフェノキシエタノール（防腐剤）を添加して

います。）           取り扱い：東京生活アートクラブ 

品番１０１８ 150ml 1,740円    

ハイパープランツ ホホバオイル 

アロマセラピーの基材として用いる植物油の事を「キャリアオイル」と呼びます。主に植物の種子や

果実を搾ることで得られる植物油で、そのままマッサージに使ったり、エッセンシャルオイルを希釈

する等用途は様々です。ハイパープランツのキャリアオイルは、厳選した原料から搾った100％天

然の植物油。（オーガニック認証取得済オイルを使用。低温圧搾法にて抽出。）  

伸びが良く、浸透性に優れたオイルです。肌の油分を整えるので、乾燥肌

やダメージを受けたお肌の方にもおすすめ。このオイルは、液体ワックス

になりますので低温で固化しますが、使用時に温めて元に戻しても品質が

劣化することはなく、保持時間も比較的長い特徴があります。                  

品番１０１９ 

原材料：月桃葉蒸留液、久米島海洋深層水、エタノール、グリセリン、シトロ

ネラ精油、レモンユーカリ精油、レモングラス精油、ティートゥリー精油、ラ

ベンダー精油、ペパーミント精油、月桃精油              

100ml 1235円 

お肌のナチュラルガード  

お子さまや肌の弱い方、ペットにも安心のナチュラル成分のアロマスプレー

です。美肌効果のある月桃葉蒸留液と、久米島でくみ上げられた海洋深層水

を逆浸透膜で濾過した水をベースに蚊が嫌う精油、数種類をブレンドしてつ

くられたスプレーです。直接身体にスプレーして使います。 

品番１０２０ 

※ここで掲載しているハイパープランツのオーガニックエッセンシャルオイル、フローラルウォーター、

キャリアオイルは、全て翌々週配送になります。品物によっては欠品や遅配になる場合もあります

ので、その点は予めご了承下さい。 

華やかな、ダマスクローズの豊かな香り

が魅力のフローラルウォーターです。  

取り扱い：東京生活アートクラブ 50ml 2295円 

http://www.t-tree.net/essentialoil/lemon.htm


お子様のおやつやお酒のお供に！ おさかなソーセージ 

有機栽培抹茶（特選） 
京都府産有機栽培茶を使

用。農薬や化学肥料を使

用しない自然の力を活か

して育てられたお茶は、

お茶本来のしっかりとし

た旨味･渋み･香りが楽し

めます。有機ＪＡＳ規格

にのっとった有機加工食

品で食の安心、安全にこ

だわりのある方へ特にオ

ススメです。 

翌々週 

品番１１３８ 

30ｇ 980円 
賞味期限6ヵ月 取り扱い ムソー 

原材料：あおさ、天然丸大豆醤油、奄美のき

び砂糖、漬物昆布、麦芽水飴 

あおさ 

海の幸である風味豊かな「あおさ」を１００％使用しました 

全国一のあおさの生産

地鹿児島県長島で採れ

た海藻。透き通るような

緑と香りの高さが特徴で

す。ビタミンはじめカルシ

ウム、鉄、ヨード、マグネ

シウムなどのミネラルも

豊富。水で戻してからお

使い下さい。 

熊本：ガイアみなまた 

あおさの佃煮 

混ぜものなしのアオサの

り１００％の佃煮です。天

然丸大豆醤油、奄美の

きび砂糖等を使用し、香

りをそこなわないよう調味

しました。暖かいご飯に

どうぞ。 

翌々週 
翌々週 

品番１０３５ 

品番１０３６ 

翌々週配送です 

30g 

510円 

180g 

550円 

原材料：甘夏、砂糖  取り扱い：ガイアみなまた 

減農薬・有機栽培

の甘夏みかんと奄

美産のきび砂糖だ

けを使って煮上げ

た、ガイアみなま

た伝統の味です。  

甘夏マーマレード 

品番１０３４ 

250g  

580円 

酸化防止剤無添加のアルプスワイン各種で至福の一時をどうぞ 

720ml  

1695円 

720ml 

1695円 

コンコード赤 ナイアガラ白 

信州は塩尻産コンコード種を

使用しています。香り豊かで

飲みやすい赤ワインを是非ど

うぞ。 

信州は塩尻産ナイアガラ種

を使用しています。果実の

風味が楽しめる白ワインを

是非どうぞ。 

品番１０２６ 品番１０２７ 

翌々週 
翌々週 

取り扱い：アキモト酒店 取り扱い：アキモト酒店 

翌々週 

パラダイス＆ランチの 元気ピザ 

国内産小麦粉１００％使用！手軽に温めるだけ 

↓調理イメージ 

国産小麦粉を100％使用し、その生地の上に国産チーズ

100％、無農薬野菜（ピーマン・玉ねぎ）、無添加ウイン

ナー等をトッピングしたこだわりのピザです。オーブントー

スター等で加熱処理してからお召し上がりを。 

冷凍 

原材料：ピザクラフト（国内産小麦粉、

生イースト、粗塩、オリーブオイル）、

ナチュラルチーズ、ピザソース（トマ

ト、玉葱、大蒜、生姜、純米酢、砂糖、

塩、香辛料、本味醂）、無添加ウイン

ナー、有機野菜（ピーマン、玉葱） 

3枚入り  

1390円 

賞味期限；60日  

品番１０２４ 

原材料：魚肉、ばれいしょ澱粉、菜種油、砂糖（てんさい

糖）、かつお節エキス、食塩、ゴマ油、こしょう 

山陰地方で水揚げされた新鮮なエソ・コチ等と北

海道産の無リンタラを練り合わせ、保存料やリン

酸塩、うまみ調味料等の食品添加物を一切使用せ

ず、日本海近海産の新鮮な小魚を配合した、素材

の自然な風味を大切にした魚肉ソーセージ。 

翌々週 

冷蔵 

45g× 2本   

290円 

国内産野菜（人参、蓮根、無漂白干ぴょう、椎茸）と国内産大

豆の油揚げ等の具材を、有機栽培された国内産米を地下天然水

で仕込んだ「越前小京都の有機純米酢」で仕上げた、五目ちら

し寿司の素です。他にも砂糖には北海道産てんさい糖、醤油に

は国内産丸大豆醤油など厳選した原材料を使用し、ご飯に混ぜ

て頂くだけで、優しい酸味、まろやかな味わい引き立つ本格的

なちらし寿司がご堪能頂けます 

お子様も喜ぶ本格的な「ちらし寿司」をどう

翌々週 

国産野菜の五目ちらし寿司の素 

品番１０２９ 

大阪：創健社 

原材料：国内産野菜［にんじん、レンコン、かんぴょう、しいたけ］、

砂糖（北海道産）、有機米酢（国内産）、油揚げ（国内産大豆使用）、

食塩、醤油（大豆・小麦）、カツオエキス、酵母エキス  

150g2合用 2～3人前 425円 

ＯＣＲ１０４ 

翌々週 



90g×12個入り  

 1425円 

北欧の酪農の伝統を受け継ぎました！   

木 次 乳 業 企 画 

農薬や化学肥料など使わな

い青草を食んで育った健や

かな牛から出来たこだわり

の乳製品各種と、木次乳業

取り扱いのアイテム各種で

す。 

原材料：生乳、砂糖、乳製品 

賞味期限：15日 

冷蔵 

奥出雲きすき  ヨーグルト 

ミルクコーヒー 

奥出雲の良質な生乳とネ

ルドリップにこだわった

香り豊かな焙煎コーヒー

をブレンドした、こだわ

りのミルクコーヒー。マ

イルドな仕上がりで牛乳

とコーヒー、両方の風味

が生きています。 

1000ml 

280円 

奥出雲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。

酸っぱすぎない穏やかな酸味と国産ビートグ

ラニュー糖による甘さの絶妙なバランスでお

いしく仕上げております。 

品番１０３９ 

品番１０４０ 

冷蔵 

品薄状態が続いているため欠品になる

場合もあります。予めご了承下さい。 

180g  

1080円 

黒胡椒ゴーダチーズ モッツァレラチーズ 
奥出雲の大自然で飼育された牛の生乳で作られ

たモッツァレラチーズです。食塩不使用なので

ミルクそのままの風味が味わえます。お好みで

塩をかけたり、生野菜と合わせてドレッシング

やオリーブオイルをかけてどうぞ 

品番１０４６ 

奥出雲の風土で育まれた良質な牛乳で作られ

たミニゴーダチーズに、風味豊かな荒挽き黒

胡椒を加えて、じっくり熟成させて仕上げま

した。黒胡椒の風味がきいた大人の味わいで

す。朝食にはもちろん、お酒にも相性抜群。 

数量限定！ 木次バター 

奥出雲で育った健康な牛の生乳をふんだんに使

用した、贅沢な無塩バターです。食塩を使用し

ていませんので、より生乳本来の風味が味わえ

ます。豊かな風味で優しい味わいの木次バター

を各種あらゆる料理にお使い下さい 

冷蔵 

品番１０４７ 

冷蔵 

冷蔵 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

原材料：生乳（65％使用）、コーヒー抽出

液、ビートグラニュー糖 賞味期限：8日 

ブラウンスイスミルクジャム 

落ち着いた環境で育て

た牛から搾ったミルク

を１００％使用した濃

厚 な ミ ル ク ジ ャ ム で

す。パンはもちろんス

コーンやフルーツにも

あいます。大地の恵み

いっぱいのおいしさを

ぜひ味わって下さい。 

原材料：牛乳、砂糖 

100g  

535円 

150g 755円 

翌々週 

翌々週 

ブラウンスイスミルクジャム（ココア) 

原材料：牛乳、砂糖、ココアパウダー  

翌々週 

山に放牧したブラウ

ンスイス牛のミルク

とココアが出会いコ

コア味のミルクジャ

ムが出来ました。 

昼間は山に放牧して

飼育しており、のび

のびと育った牛のミ

ルクにはコクと旨味

があります。  

翌々週 

1041 大 150g 810円 

1042 小 70g 540円 

70g 540円 

原材料：生乳（50％以上）、コー

ヒー抽出液、砂糖（ビートグラ

ニュー糖）  

有 機 栽 培 さ れ た コ ー

ヒーと島根・奥出雲地

方の良質な生乳、国産

ビートグラニュー糖を

ミックスしました。や

さしいミルクの風味が

楽しめる甘さ控えめの

カフェオレです。 

木次カフェオレ 

500ml 185円 

翌々週 

冷蔵 

ブラウンスイス牛乳 

元気にのびのびと

育ったブラウンス

イス牛の新鮮な生

乳を牛乳本来の性

質や栄養を損なう

ことのないように

作 ら れ た、パ ス

チャライズ・ノン

ホモ牛乳です。 

500ml  

210円 品番１０５０ 

賞味期限：製造日より7日間  

冷蔵 

翌々週 

品番１０４３ 

品番１０４９ 

原材料：牛乳(島根県製造）、砂糖、乳製品、

ゼラチン  

木次 ミルクのプリン 

品番１０３８ 

ミルクの濃厚なコクと甘みが味わえるプリンです。しっ

かり冷やすともっちりぷるんとした食感に。 

少し常温に近づけると、とろりとした食感が楽しめま

す。口溶けなめらか、栄養たっぷり、体に嬉しいプリン

です。  

80g  

125円 翌々週 

冷蔵 

農業の近代化により酪農家にも化学

肥料や農薬の利用が増加し、それら

を多用した牧草が生乳に影響を与え

ている中、木次乳業は「農産物を商

品としてではなく、生命の源と考

え、消費者の皆さんに安全で、安心

な食べものを供給すること」をモッ

トーに、自然と家畜と人に優しい原

点の酪農を目指し、芝草地を生かし

た山地酪農を行っています。 

冷蔵 

冷蔵 

品番１０４５ 

カマンベールチーズ 

白カビタイプのソフトチーズで

す。熟成期間が短く急速に特有

の刺激的な風味になります。 

翌々週 

品番１０４８ 

120g  

1015円 

原材料：生乳（50％以上）、食塩 

冷蔵 

赤玉チーズ 

品番９００２ 翌週 

熟成により味が微妙に

変化しますので、お好

みの味をお楽しみ下さ

い。また、熱をかける

と柔らかくなりますの

で、グラタンやピザな

どのお料理にもご利用

いただけます。  

原材料：生乳、食塩 取り扱い：木次乳業 

180ｇ 1100円 



1055 有機素焼きアーモンド 70ｇ オーストラリア産 500円 

1056 有機くるみ 60ｇ アメリカ産 500円 

1057 有機素焼きミックスナッツ 65ｇ アーモンド ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産 

カシューナッツ インド産 

くるみ アメリカ産 
500円 

休止中 有機ジンジャースティック 62ｇ 有機生姜 タイ産 

有機砂糖 500円 

1059 有機素焼きカシューナッツ 78ｇ インド産 500円 

1060 有機レーズンミックス 100g オーストラリア産 290円 

サムインターナショナルの有機ドライフルーツ・ナッツ各種 

有機ＪＡＳ認定品 

翌々週 

ナッツ類は無添加、無塩のまま素焼きしました。へルシーなおやつとしてそのまま召し上がるのはも

ちろん、お菓子やパンの材料、お料理の素材など、幅広くご利用ください。 

取り扱い：健康フーズ 

月一企画 

三年物の孟宗竹を厳選しました。地元でとれ

た竹を焼成加工したものです。竹炭は消臭や

脱臭に優れ、浄化作用があることでも広く知

られています。 

柿渋は古くから竹、紙、魚

網、木の補強剤、防腐剤、

防水剤、染料剤として使わ

れてきました。又、民間薬

として火傷や霜焼け、血圧

低下剤などにも使われてい

るそうです。色々な用途で

どうぞ！ 

柿 渋    竹 炭    
京都：株式会社トミヤマ 

箱入りは 10 ㎝～

30㎝の物を選別し

た上質の竹炭です。 

月一企画！伝統の技･ふるさとの逸品特集！ 

高知：仁淀川森林組合 翌々週配送です 

翌々週 

翌々週 

1.8ℓ   

2775円 品番１０６４ 

1065 無選別 １ｋｇ 845円 

1066 無選別 ５ｋｇ 3845円 

1067 箱入り ２ｋｇ 2550円 

ほ う じ 茶  

緑 茶 
（ティーバッグ） 

粉 末 緑 茶  紅 茶  

5g×20袋  

360円 
40g  

590円 

3g×10袋  

500円 

品番１０７０ 

品番１０７２ 

明芳園の茶畑は愛媛県西予市

にある朝霧湖周辺にあり、周

囲は山々に囲まれ、寒暖差が

大きく、霧深い所にありま

す。明芳園の自社工場にて、

自然の味にこだわったお茶作

りに取り組んでいます。日本

茶の代表的品種「やぶきた」

を主に栽培しており、希少品

種「かなやみどり」「さやま

かおり」をブレンドしていま

す。  

品番１０７１ 

翌々週 

翌々週 

翌々週 翌々週 

ほうじ茶
（ティーバッグ） 

5g×20袋  

360円 

品番１０６９ 

翌々週 

150g  

360円 

品番１０６８ 

希少な国内産！高知県は加持養鰻場の

うなぎ蒲焼き＆白焼き 

翌々週 冷凍 

イメージ 
ビタミンB群が豊富

な鰻でスタミナアッ

プ。蒲焼きやひつま

ぶし、お茶漬けなど

でお楽しみ下さい。  高知県の加持養鰻場のうなぎは、

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の河口付近

で、抗生物質等の薬品を使用せず、

稚魚から歳月をかけてゆったりと養

殖されています。しかも密飼いをせ

ずよく運動させているので、天然の

うなぎとあまり差異がありませんよ 

月一 

うなぎ（蒲焼き用）のタレもご一緒に 
品番1053 1個 価格70円 冷凍扱い 

う な ぎ の 肝 （ ボ イ ル 済 ） 
品番1054 約60ｇ 価格330円 冷凍扱い 

品番１０５１ 

取り扱い：高知生産者連合 

品番１０５２ 

蒲焼き 約130g   

2130円 

白焼き 約130g 

1955円 

明芳園の 秋冬番茶 
9月末～10月初めにかけて収穫される秋冬番茶です。 

カフェインが少なく、カテキンやビタミンが豊富。 

すっきりさわやかな味で、お子様から年配の方までお楽

しみいただけます。 

血糖値が気になる方には水出しするのがオススメです。 

品番1073 小（180g入り） 310円 

品番1074 大（250g入り） 410円 
翌々週 



品番１０８４ 

玄 米 揚 げ し お 

47g入り 325円 

発芽玄米  有機揚げ：醤油 
原材料：有機もち米

（発芽玄米）、有機

醤 油（大 豆・小

麦）、有機うす塩醤

油、有機砂糖、有機

紅 花 油、酒、か つ

お、北海道産昆布、

北海道産馬鈴薯澱粉 
 

賞味期限：90日 

東京：精華堂霰総本舗 
月 一 企 画 

宮城県産の有機栽培のもち米を生地に、

合成添加物や化学調味料などを一切使用

せず丁寧に加工した、安全で安心なこだ

わりのあられ・おかき各種です。 

品番１０８１ 

品番１０８６ 

全て翌々週配送です 

翌々週 

翌々週 

原材料一括：黒豆（小田町産低農薬栽培）、三

温糖、丸大豆醤油、調理の塩 

黒  煮  豆 

イメージ 品番１０８８ 

 小田町生活改善グループの皆さんが、地元

産の蕗とゆうき生協取り扱いの調味料を使用

して作った、こだわりの佃煮です。 

 ピリっとした味で親しまれている山椒と蕗

を併せた佃煮は、あったかご飯のお供にもっ

てこいです。 ピリッとした舌ざわりが食欲

をそそります。 

  是非ご注文下さい！ 

原材料：山蕗（地場産）、丸大豆醤油、三温糖、味の母、山椒 

地元産の蕗を佃煮にしました 山蕗のピリッと煮 

冷蔵    

製造：小田町：小田加工所みのり 

翌々週 

あわせ味噌 

翌々週 

500g 405円 

原材料：麦、米、大豆、食塩 

製造元：小田生活改善グループ 

翌々週 

小田町産の黒豆と原材料である醤油・砂糖・

塩の調味料を持ち込んで、小田町生活改善グ

ループに製造してもらいました。数少ないゆ

うき生協オリジナル供給品です。 

月一企画！小田生活改善グループの加工品！ 

冷蔵 
翌々週 

翌々週 

手のし柿の種ミックス 

38g入り 250円 

原材料：有機もち米（国産）、有機白醤油（大

豆・小麦を含む）、有機醤油（大豆・小麦を含

む）、有機砂糖、海苔、胡麻、海老、みりん、昆

布、アオサ、かつお節           賞味期限：160日 

国産有機もち米１００％に、のり、

胡麻、青のりと海老で作りました。

コクと深みを一層増した自社特製の

醤油ダレを使用したこだわり抜いた

究極の柿の種です。唐辛子は使用し

ておりません。  

手のし柿の種 

38g入り 250円 

翌々週 

原材料：有機もち米（国産）、有機醤油

（大豆・小麦を含む）、みりん、唐辛子、

有機砂糖、昆布、かつお節   賞味期限：160日 

一粒、一粒丹念に手打ちで作っ

た芯までしっかり歯応えのある

柿の種です。国産有機もち米１

００％。コクと深みを一層増し

た自社特製の醤油ダレを使用し

たこだわり抜いた究極の柿の種

です 。 

品番１０８２ 翌々週 

手のし柿の種甘辛落花 

原材料：有機もち米（国産）、有機醤油（大豆・

小麦を含む）、有機砂糖、落花生、、みりん、昆

布、かつお節                                                                                                                                                                          賞味期限：160日 

38g入り 250円 

千葉県産落花生をたっぷり生地に

練り込んで有機醤油と有機砂糖で

甘辛く香ばしく焼き上げました。

原料のもち米は国産の農薬を使用

しない有機もち米を１００％使用

しております。  

黒 糖 か り ん 

原材料：有機もち米（国産）、有機黒糖、有機植

物油、有機醤油（大豆・小麦を含む）、みりん 

                                                                                                                                                                                  賞味期限：100日 

翌々週 

しっとり柔らかサクサク歯ごた

えの甘い～揚げおかきです。 

農薬不使用、国産の有機もち米

を有機植物油でカラッと揚げて

から、有機黒糖をしみ込ませま

した。生地のヒビ・割れ目まで

黒糖の甘さがたっぷりしみ込ん

でいます。  

品番１０８３ 

32g入り 250円 
30g入り 250円 

原材料：有機もち米（国産）、有機植物油、食塩 

                                                                                                                                                                                  賞味期限：100日 

農薬を使用しない有機玄

米を有機油で「からっ」

と揚げて、ミネラル豊富

な天海塩をふりかけまし

た。 塩味だからこそ、

玄米のつぶつぶ食感とお

米の風味が伝わります。 

深 川 巻 

38g入り 340円 

原材料：有機もち米（国産）、有機醤油（大豆・

小麦を含む）、有機砂糖、海苔、みりん、昆布、

かつお節                                                                                                                                                                              賞味期限：160日 

江戸は東京下町深川の精華堂があら

れが隠れるくらい、海苔を大きめに

気風よく作ったのが深川巻きです。

昆布・かつお節を煮出した「だし」

入り国産有機醤油を二度づけして、

一本づつ心を込めて手巻きしていま

す。江戸下町の心意気をご堪能くだ

さい。  品番１０８０ 品番１０８５ 

180g  

485円 

160g  

495円 

品番１０９０ 

品番１０８９ 

小田町生活改善グルー

プの皆さんが、あわせ

味 噌 を 作 りま し た。

ゆっくり熟成させた、

大豆の甘みのいきたお

味噌です。 



おからクッキーは栄養豊

富な高知産大豆のおから

と無農薬の米ぬかで作っ

たクッキーです。宗田節

もたっぷり入っていて、

香ばしい香りが食欲を刺

激します。  

木のおもちゃ 

自然木タイプ（椿） 

木のおもちゃ 

切り抜きタイプ（桜） 

原材料：嶺北の米粉（高知県）、さつまい

もまたは紫いも（高知県）、植物性ショー

トニング、オリゴ糖  

ドックズライフのペットフード各種 ドックズライフのペットフード各種 ドックズライフのペットフード各種 
100％天然の鹿肉のジャーキー、高知県産の食材に

こだわったクッキーなど大切なパートナーのための、

オーガニックなおやつを目指しています。  

高知の豊かな自然が育んだ、山の恵み、海の恵みでお

やつを作りました。天然の草木を食べ、野山を駆け巡

る野生の鹿。土佐沖で捕れた新鮮な魚。どれも栄養価

が高く、着色料、保存料などの添加物は一切使ってい

ません。おやつとして、また、栄養補給に普段の食事

にプラスしてお使いください。  

100％天然の鹿肉のジャーキー、高知県産の食材に

こだわったクッキーなど大切なパートナーのための、

オーガニックなおやつを目指しています。  

高知の豊かな自然が育んだ、山の恵み、海の恵みでお

やつを作りました。天然の草木を食べ、野山を駆け巡

る野生の鹿。土佐沖で捕れた新鮮な魚。どれも栄養価

が高く、着色料、保存料などの添加物は一切使ってい

ません。おやつとして、また、栄養補給に普段の食事

にプラスしてお使いください。  

100％天然の鹿肉のジャーキー、高知県産の食材に

こだわったクッキーなど大切なパートナーのための、

オーガニックなおやつを目指しています。  

高知の豊かな自然が育んだ、山の恵み、海の恵みでお

やつを作りました。天然の草木を食べ、野山を駆け巡

る野生の鹿。土佐沖で捕れた新鮮な魚。どれも栄養価

が高く、着色料、保存料などの添加物は一切使ってい

ません。おやつとして、また、栄養補給に普段の食事

にプラスしてお使いください。  

翌々週 

原材料：天然鹿肉(高知県産)100%、麹菌（高知

県）、米ぬか乳酸菌（高知県） 

野生の鹿なので、豚や牛、

鳥と違って化学物質や添加

物、遺伝子組み換えの穀物

を食べていません。また、

ホルモン剤や抗生物質など

の薬剤も使われていない、

安全で自然なお肉です。  

しか肉ジャーキー スモークかつお 

新鮮なかつおを茹でて

から軽く燻製にしまし

た。塩不使用。無添

加、無着色。 

何も足していないかつ

おの旨みと栄養がその

ままギュッと詰まって

います。   

原材料：かつお（高知産）  

土佐沖で捕れた

新鮮な宗田かつ

お（メジカ）

を、桜やウバメ

樫の薪を使っ

て、昔ながらの

鰹節職人の乾燥

技術で、じっく

りと燻製に仕上

げました。スティックは堅いので、カリカリと齧る

ことでストレス解消にもなります。愛犬が喜ぶこと

間違いありません。  

宗田節スティック 

原材料： 宗田かつお（高知県土佐清水市）  

土佐清水で釣り上

げた新鮮なメヂカ

（宗田鰹）を使っ

て造られる「宗田

節」のふりかけで

す。 

長年培われた熟練

の技と手間と時間

をかけ、昔ながらの製法にこだわって作られ

ています。  

宗田節ふりかけ 

原材料： 宗田節(高知県土佐清水市)   

かたくちいわし煮干し 

宿毛湾の新鮮なカタクチイワシを塩を使わずその

まま茹でて乾燥しました。 

添加物は一切使っていません。海のビタミンミネ

原材料：かたくちいわし(宿毛湾)   

米粉クッキー 

高知県産の米粉と旬の

新鮮な野菜で作りまし

た。1センチ角のサイコ

ロサイズで、食感はサ

クッ、ホロホロッと、

柔らかめです。   

おからクッキー 

原材料：：国産大豆のおから（高知県）、嶺北

の米粉（高知県）、国産小麦（北海道）、無農

薬米ぬか（高知県）、宗田節（高知県）、一番

搾りなたね油（遺伝子組み換えでない）、米ぬ

か乳酸菌（高知県）  

野菜クッキー 
高知県産の野菜を使った

クッキーです。約0.8セ

ンチ×２センチのプチサ

イズで。食感はカリッ、

ポリポリとほどよい堅

さ。野菜の自然な甘みが

おいしいです。  

原材料：国産小麦（北海道）、各野菜〔にんじん（高知

県）ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ（高知県）かぼちゃ（高知県）〕 、鶏がら

スープ、一番搾りなたね油（遺伝子組み換えでない）  

品番１０９２ 30g 525円 

品番１０９３ 100g 470円 

品番１０９４ 30g 395円 
品番１０９５ 50g 265円 

品番１０９６ 50g 265円 

1097 米粉クッキー（紫いも） 30ｇ 230円 

1098 米粉クッキー（さつまいも） 30ｇ 230円 

品番１０９９ 
30g 230円 

1100 野菜クッキー（かぼちゃ） 30ｇ 230円 

1101 野菜クッキー（ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ） 30ｇ 230円 

1102 野菜クッキー（にんじん） 30ｇ 230円 

1103 サイズS 直径2㎝×長さ10㎝ 1個 960円 

1104 サイズM 直径2.5㎝×長さ14㎝ 1個 1130円 

1105 サイズL 直径3㎝×長さ18㎝ 1個 1390円 

高知県産の天然木を使った犬の

おもちゃです。防腐剤、防カビ

剤、防虫剤などの薬品を一切使

用していません。もちろん無塗

装です。職人が手作業で丹念に

作りあげました。  

高知県産の天然木を使った犬

のおもちゃです。防腐剤、防

カビ剤、防虫剤などの薬品を

一切使用していません。もち

ろん無塗装です。職人が手作

業で丹念に作りあげました。  

1106 サイズS 幅3.5㎝×長さ10㎝ 1個 700円 

1107 サイズM 幅4.5㎝×長さ13㎝ 1個 870円 

1108 サイズL 幅5.5㎝×長さ16㎝ 1個 1120円 

ペット用 
ペット用 

ペット用 ペット用 

ペット用 

ペット用 

ペット用 ペット用 

ペット用 

ペット用 
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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

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 580 9929 たまねぎ「今治」 1㎏ 315 9956 有機もち米（玄米）「今治」 1kg 700

9903 じゃがいも「今治・和田丸」 2kg 680 9930 じゃがいも「今治」 1㎏ 370 9957 有機もち米（白米）「今治」 1kg 765

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

9905 聖護院大根「和田丸」 1㎏ 155 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 筍芋「和田丸」 1㎏ 465 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「和田丸・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 タカナ「和田丸」 200g 140 9937 和田丸のおもち　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9911 菊芋「和田丸」 500g 385 柑橘類や果物等と、その加工品各種 9965 玄米もち 750ｇ 995

9912 タカノツメ「和田丸」 20個入り 155 9940 冷凍ブルーベリー「八幡浜」 500ｇ 2475 2045 9966 よもぎもち 750ｇ 995

9913 平菜「和田丸」 200g 310 9941
キウイフルーツ(ヘイワード)
「福岡自然農園」

1ｋｇ 635 9967 白もち 750ｇ 995

9914 水菜「今治・和田丸」 200ｇ 140 9942 キウイフルーツ(香緑)「まんがら農園」 1ｋｇ 635 9968

9915 9943 カブス「中島」 1ｋｇ 210 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 9944 レモン１級「中島」 500ｇ 320 8901

9917 9945 レモン2級「中島」 500ｇ 165 8902 サンふじ「青森：斉藤農園」 900g 740

9918 アンデスジャガイモ「和田丸」 1㎏ 355 9946 温州みかん「中島：ゆうきの里」 2kg 600 8903 サンふじ「長野：小坂さん」 3kg箱入り 1900

9919 ネギ「今治・和田丸」 200g 250 9947 温州みかん「中島：ゆうきの里」 4kg 1150 8904 サンふじ「長野：水野さん」 5㎏箱入り 3750

9920 ヤーコン「和田丸」 1㎏ 465 9948 温州みかん「松山：澤田さん」 2kg 600 8905 サンふじB品「長野：水野さん」 5㎏箱入り 2600

9921 京ネギ「和田丸」 300g 370 9949 温州みかん「大西産」 2ｋｇ 650 8906 名月「長野：小坂さん」 3kg箱入り 1900

9922 人参芋「西条：西川さん」 1㎏ 460 9950 温州みかん:箱「中島産」 10ｋｇ 3100 8907 つるし柿「ばんじろう村」 5～6個入り 945

9923 切り干し大根「今治」 50ｇ 155 9951 温州みかん:箱「大西産」 5ｋｇ 1730 8908 シナノゴールド「青森：斉藤農園」 900g 710

9924 ゴボー「今治」 400g 310 9952 温州みかん:箱「中島産」 15㎏ 4640 8909

9925 大根「和田丸・今治」 1本 155 内子町小田　炭の会 8910

9926 9980 雑木　木炭（切炭） 2ｋｇ 680 8911

9927 9981 雑木　木炭（小割れ） 2ｋｇ 480 8912
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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

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

休止中 むき身無塩落花生 80g 585 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 有機レモン唐辛子　HOTソース 100ｇ 350 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 純国産北海道はちみつレモンのど飴 68g 235 9069 桧の菜箸（先細） 1膳 560

9016 和風ドレッシング 200ｍｌ 365 9043 いわしの削り節 80g 495 9070 エコひもくん 1巻き80ｍ 195

9017 浅漬けの素 360ml 345 9044 いわしの削り節 少量パック 3g×5袋 445 9071 ソンバーユ 70ｍｌ 1960

9018 麻婆の素 225ｇ 405 9045 いわしの粉 50ｇ 220 9072

9019 糸かんてん 16ｇ 500 ザイオンバレーファーム企画 9073

9020 梅エキスドロップ 65g 310 9046 ブルーベリージャム（大） 480ｇ 1595 9074

9021 しいたけパウダー「恩地さん」 50ｇ 665 9047 ブルーベリージャム（小） 240ｇ 875 9075

9022 小梅干し 200g 940 9048 9076

9023 純米富士酢（大） 1.8L 1685 9049 9077

9024 三河本みりん（大） 1.8L 2745 9050 9078

9025 三河有機本みりん（大） 1.8L 3840 9051 9079

9026 なたね油「影山製油」 1L 3300 9052 9080

9027 紅花油「影山製油」 1L 2955 9053 9081
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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 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 9111 風呂洗い石けん 500ｍｌ 555 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 330 okierakanonのタオル製品

9087 ナチュロントリートメント 180ｇ 1060 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 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 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 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 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 9148 クリームパン 2個入り 310

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 9124 9151

9099 ナチュロンリンス（ポンプ式） 500ｍｌ 990 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 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 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 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 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 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 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 9133 9160

9108 ナチュロンお風呂洗いスポンジ 1個 425 9134 ＯＧメープルシロップ 250ml 1275 1190 9161
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ゆうきのジュース、ケースで購入：５％OFF ジュース各種

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

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

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

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

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

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

9169 レモンサイダー 250ml*30缶 3500 9195

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

9171 国産有機野菜ジュース 125ｍｌ*18本 2565 9197

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

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

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

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

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

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

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

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

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 300 270

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 ゆうき生協オリジナルうどん！　　　　　　　　　　

9434 ナチュラルチョコレート：ビター 60g 300 9713 手延べ細うどん（極細） 300g 515

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

9999 ご案内パンフレット（カラー） 1冊 0 9436
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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

まんがら農園 8506 本くず（蓮根） 23ｇ*5袋 555 8074 牛モモブロック 200ｇ 1865

8026 古代の香り（古代米5種混合） 300ｇ 860 8507 本くず（詰合せ） 23ｇ*5袋 555 8075 牛カルビ 200ｇ 2470

8508 とり鍋セット（醤油）「秋川牧園」 550g 1020 休止中 小麦粉 1ｋｇ 665

天然酵房やまそだちさんのキムチ企画 8509 とり鍋セット（塩）「秋川牧園」 550g 1020 8077 麦茶（下郷農協） 400ｇ 420

8027 本格キムチ「内子・大崎さん」 180ｇ 460 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 フライドチキン 300ｇ 895 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 フライドチキン（手羽元） 400ｇ 865 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 270 260

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 フライパンで簡単チキンバー 200ｇ 470 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

休止中 ムネ肉（バラ凍結） 1ｋｇ 735 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 若鶏手羽先煮物 180ｇ 540 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 若鶏手羽元ゆずこしょう焼き 250ｇ 495 8122 国産湯通しわかめ 約50ｇ×3P 245 8148 富士玄米黒酢 900ｍｌ 2275

8095 骨付きてりやきチキン 300ｇ 665 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 若鶏ささみ天 200ｇ 450 8124 鯛めし用　姿 約180g～230g 570 8150

8097 手羽元チューリップ（バラ凍結） 300ｇ 460 8125 8151 国内産素干しえび（ムソー） 30g 300

8098 鶏がら 500ｇ 145 8126 8152 かつお削り節パック ５袋 470

8099 鶏肝のコンフィ 106g 280 8127 8153 国産特別栽培米・発芽玄米 120g×5 1010

8100 焼くだけ！骨付きタンドリーチキン 500ｇ 710 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 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 55g 240 8229 ぬかカイロ 1個 1660

8176 玄米せんべい １８枚 315 8203 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 ミニツリーケーキ 1個 360

8181 奥出雲生蕎麦 100ｇ×2食 400 8208 8235 ミニツリーケーキ 2個 700

8182 乾燥きくらげ 30ｇ 635 8209 8236 クリスマスクッキーセット 1セット 550

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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かんこめさんの生イースト使用胚芽玄米パン ”TONTON”さんの供給品　　　　　　  　　　　　

8417 胚芽玄米パン 6枚切り 350 8528 ショルダーベーコン 300ｇ 1520

隔週企画の供給品です 8529 ボンレスハムブロック 300ｇ 1430

8419 有機玄米セラピー・白胡麻 30ｇ 125 8530 ショートウィンナー 130ｇ 540

8420 有機玄米セラピー・黒胡麻 30ｇ 125 8531 フランクソーセージ 230g 725

8421 有機玄米セラピー・素焼き 30ｇ 115 8532 ポークカレーソーセージ 130g 580

8422 有機玄米セラピー・うす塩 30ｇ 115 8533 粗挽きポークソーセージ 130g 580

8423 有機玄米セラピー・たまり醤油 30ｇ 115 8534 アグリィソーセージ 300ｇ 1085

山口：秋川牧園の隔週企画供給品！ 8535 チョリソーソーセージ 230g 725

8442 チキンソースカツ 150ｇ 420 8536 豚バラブロック 約300ｇ 810

8443 お徳用チキンカツ
　　　　　　　（和風にんにく醤油）

500ｇ 1095 8537 豚モモカット　4～6枚 約300ｇ 750

隔週企画です！ 8538 豚肩ロース生姜焼き用 200g 705

8445 小倉ようかん 1個 125 8539 豚焼肉用 300ｇ 815

8446 国産野菜のかりんとう 20g×4袋 265 8540 豚なんこつ 250ｇ 345

8447 ふところ餅 110ｇ 300 8541 豚ロース生姜焼用 200g 810

8448 純国産二色の煎り大豆 70ｇ 230 8542 豚モモブロック 約300g 750

8449 北海道皮付きさきいか 40ｇ 575 8543 豚肩ローススライス 200g 705

8450 純国産北海道きなこねじり 110ｇ 245 8544 豚ヘレ 約250g 1190

8451 純国産北海道バタークッキー 2枚×5包 290 8545 トントロ 200g 780

8452 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 8551

8525 スモークトハム 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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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

ハイパープランツ企画！エッセンシャルオイル他 酸化防止剤無添加のアルプスワイン うなぎ各種　生産者：高知　加持養鰻場

1001 ゼラニウム（ブルボン） 5ｍｌ 2195 1026 コンコード　赤 720ｍｌ 1695 1051 うなぎの蒲焼 約130ｇ 2130

1002 ラベンダー（真正） 5ｍｌ 1720 1027 ナイアガラ　白 720ｍｌ 1695 1052 うなぎの白焼 約130ｇ 1955

1003 イランイラン 5ｍｌ 1815 大好評！創健社の五目ちらし寿司の素 1053 うなぎのタレ 1個 70

1004 オレンジ（スイート） 5ｍｌ 1145 1029 国産野菜の五目ちらし寿司の素 150ｇ 425 1054 うなぎの肝 約60ｇ 330

1005 グレープフルーツ 5ｍｌ 1720 月一企画：中谷自然農園のお菓子「翌週配送」 健康フーズのドライフルーツ・ナッツ各種

1006 レモン 5ｍｌ 1145 1032 シュークリーム 2個 275 1055 有機素焼きアーモンド 70ｇ 500

1007 レモングラス 5ｍｌ 1145 熊本県・ガイヤみなまた   合成添加物無添加！ 1056 有機くるみ 60ｇ 500

1008 サイプレス 5ｍｌ 1530 1034 甘夏マーマレード 250ｇ 580 1057 有機素焼きミックスナッツ 65ｇ 500

1009 ジュニパー（ベリー） 5ｍｌ 1910 1035 あおさ 30g 510 休止中 有機ジンジャースティック 62ｇ 500

1010 ティートリー 5ｍｌ 1910 1036 あおさの佃煮 180g 550 1059 有機素焼きカシューナッツ 78ｇ 500

1011 ユーカリ（ラジアタ） 5ｍｌ 1530 月一企画！　奥出雲：木次乳業企画！ 1060 有機レーズンミックス 100ｇ 290

1012 フランキンセンス 5ｍｌ 2675 1038 ミルクプリン 80g 125 限定企画！伝統の技･ふるさとの逸品

1013 クラリセージ 5ｍｌ 2675 1039 奥出雲きすきヨーグルト 90ｇ*12個 1425 1064 柿渋 1.8ℓ 2775

1014 ペパーミント 5ｍｌ 1815 1040 ミルクコーヒー 1000ｍｌ 280 1065 竹炭 1ｋｇ 845

1015 マージョラム 5ｍｌ 1910 1041 ブラウンスイスミルクジャム 150ｇ 810 1066 竹炭(徳用) 5ｋｇ 3845

1016 ローズマリー（カンファー） 5ｍｌ 1530 1042 ブラウンスイスミルクジャム（小） 70ｇ 540 1067 竹炭(箱入り) 2ｋｇ 2550

1017 1043 ブラウンスイスミルクジャム（ココア） 70ｇ 540 明芳園の月一お茶企画！

1018 ローズ 150ｍｌ 1740 休止中 仁多杵つきもち（丸もち） 380ｇ 650 1068 ほうじ茶 150ｇ 360

1019 ホホバオイル 50ｍｌ 2295 1045 木次バター 150ｇ 755 1069 ほうじ茶（ティーバッグ） 5g×20袋 360

1020 お肌のナチュラルガード 100ｍｌ 1235 1046 モッツァレラチーズ 100ｇ 535 1070 緑茶（ティーバッグ） 5g×20袋 360

しじみネットワークの生しじみ 1047 黒胡椒ゴーダチーズ 180ｇ 1080 1071 粉末緑茶 40ｇ 590

1022 生しじみ 250ｇ 560 1048 カマンベールチーズ 120g 1015 1072 紅茶 3g×10袋 500

月一企画！パラダイス＆ランチ 1049 木次カフェオレ 500ｍｌ 185 1073 秋冬番茶　小 180g 310

1024 元気ピザ 3枚 1390 1050 ブラウンスイス牛乳 500ｍｌ 210 1074 秋冬番茶　大 250g 410
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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

1099 おからクッキー（宗田節入り） 30ｇ 230 1124
チリ＆スパイス
　　　　　　ホットチョコレート

150ｇ 705

1100 野菜クッキー（かぼちゃ） 30ｇ 230 1125
トラディショナル
　　　　　　　ホットチョコレート

200ｇ 745

1101 野菜クッキー（ブラックベリー） 30ｇ 230 1126 ニカラグア　セコビア（粉） 200ｇ 800

1102 野菜クッキー（にんじん） 30ｇ 230 1127 ニカラグア　セコビア（豆） 200ｇ 800

1103
木のおもちゃ　自然木タイプ
（椿）サイズＳ

1個 960 月一企画！　松山：共同農産の近藤さん

無添加有機あられ各種：精華堂霰総本舗さん！ 1104
木のおもちゃ　自然木タイプ
（椿）サイズM

1個 1130 1129 もち麦はったい粉（小） 150ｇ 385

1080 手のし柿の種 38ｇ 250 1105
木のおもちゃ　自然木タイプ
（椿）サイズL

1個 1390 1130 もち麦はったい粉（大） 500ｇ 740

1081 手のし柿の種ミックス 38ｇ 250 1106
木のおもちゃ　切り抜きタイプ
（桜）サイズＳ

1個 700 1131 はだか麦はったい粉 500ｇ 665

1082 手のし柿の種甘辛落花 38ｇ 250 1107
木のおもちゃ　切り抜きタイプ
（桜）サイズM

1個 870 1132 近藤さんのういろう豆 200ｇ 540

1083 黒糖かりん 32ｇ 250 1108
木のおもちゃ　切り抜きタイプ
（桜）サイズL

1個 1120 1133 もち麦粉 500ｇ 625

1084 玄米揚げしお 30ｇ 250 　　　　　のマークはペット用です 健康フーズの月一企画

1085 深川巻 38ｇ 340 フェアビーンズのチョコレート 1134 海人の藻塩：スタンドパック 100ｇ 540

1086 発芽玄米有機揚げ：醤油 47ｇ 325 1111 ビタースイートチョコレートチップ 150ｇ 750 1135 海人の藻塩：卓上瓶プレーン 30ｇ 420

月一企画　小田生活改善グループの加工品 1112
ダークチョコレート
　　　　　カカオビーンズ

40ｇ 350 大阪：ムソーの企画！

1088 黒煮豆 180ｇ 485 1113
ダークチョコレート
　　　　　　　　グランベリー

50ｇ 365 1138 有機栽培抹茶（特選） 30ｇ 980

1089 あわせ味噌 500ｇ 405 1114
ダークチョコレート
　　　　クリーミーカシューナッツ

40ｇ 350 1139 有機食用亜麻仁油 218ｇ 1815

1090 山蕗のピリッと煮 160ｇ 495 1115 セミスイートチョコレートチップ 150ｇ 750 ご家庭で美味しいピクルスが簡単に！

ドックズライフのペットフード各種 1116
ダークチョコレート
　　　　コーヒービーンズ

40ｇ 350 1141 富士ピクル酢 360ｍｌ 570

1092 しか肉ジャーキー 30ｇ 525 1117
ダークチョコレート
　　　　　　　　ローストアーモンド

40ｇ 350

1093 スモークかつお 100ｇ 470 1118
ダークチョコレート
　　　　　　　　ブルーベリー

40ｇ 350

1094 宗田節スティック 30ｇ 395 1119
ダークチョコレート
　　　　          レーズン

40ｇ 325

1095 宗田節ふりかけ 50ｇ 265 1120 ロー・カカオニブ 100ｇ 700

1096 かたくちいわし煮干し 50ｇ 265 1121 グリーンティー 150ｇ 700

1097 米粉クッキー（紫いも） 30ｇ 230 1122 ナチュラルココアパウダー 120ｇ 645

1098 米粉クッキー（さつまいも） 30ｇ 230 1123
ダーク・トラディショナル
　　　　　　　ホットチョコレート

150ｇ 630
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年末年始特別企画！和田丸の鏡もち12月5週配送 年末年始特別企画！しめ飾り　　　　　　　　　　　　　 クリスマスギフトにお勧めの児童書企画　　　　　

6001 鏡もち 1kg 1290 6004 しめ飾り（長型） 38ｃｍ 2110 6201 とのさまサンタ 1冊 1430 1300

6002 ミニ鏡もち 500g 670 6005 しめ飾り（両切） 直径18ｃｍ 1810 6202 シャーロットのおくりもの 1冊 1650 1500

6006 しめ飾り（片流れ） 直径18ｃｍ 1810 6203 ねえさんといもうと 1冊 1430 1300

秋川牧園クリスマス企画！ 6204 うんちっち 1冊 1320 1200

6007 フライドチキンセット 500g 1405 6205 いろいろ１ねん 1冊 1320 1200

6008 骨付きモモ照り焼き 240ｇ 745 6206 ３４丁目の奇跡 1冊 1320 1200

6009 骨付きモモロースト 440ｇ×2 1370 6207 急行「北極号」 1冊 1650 1500

6010 若鶏丸体 １羽 2185 6208 だれも知らないサンタの秘密 1冊 1650 1500

ゆうきのクリスマス企画！ 6209 りっぱなマジシャンへの道 1冊 3190 2900

6012 ぷくぷくクリスマスセット 1セット 925 6210
輪切り図鑑クロスセクション
～シリーズ全5巻～

1セット 11000 10000

6013 ブラウンスイスハンバーグ 130ｇ 405 360 6211 サンタさんのおとしもの 1冊 1100 1000

6014 すますま 250ml 530

6015 コルコル 300ml 1855 本とリーフレット企画

年末年始特別企画！ 6901 タネと内臓 1冊 1720 1670

6020 杉割り箸 角6膳袋入り 95 6902 コロナ後の食と農 1冊 2200 2090

6021 杉尺箸 5膳袋入り 275 6903 どう考える？「みどりの食料シス
テム戦略」 1冊 1100 1045

6022 味彩シリーズ「海山優美」 丸5膳袋入り 455 6904 タネを守ろう！ 1冊 200

6023 味彩シリーズ「優美」 丸5膳袋入り 290

6024 杉箸「らんちゅう」 30膳袋入り 450

6025 桧箸「京箸」　 6膳袋入り 265

第3回　お福もち企画！　　　　　　　　　　　　　

6100 玄米お福もち 750g 935

6101 白お福もち 750g 935

6102 よもぎお福もち 750g 935



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 

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 

西製茶  無農薬お茶ギフ ト 

品番8718 

品番8719 2,625円 

1,880円 
セット内容 

紅 茶 セ ッ ト 

ミルクティージャムセット 

セット内容 

べにふうき紅茶ティーパック2g×15袋 

福来紅茶ティーバック×2g×13袋 

出雲しょうが紅茶ティーパッグ2g×15袋 

べにふうき紅茶ティーパッグ2g×15袋 

ロイヤルミルクティージャム120g×2個 
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 

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 

品番8802 

2,130円 

出雲国の日本茶詰合 

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 



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 

4,440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 

3,410円 

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 

※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） 

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。 

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 

3,145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 

数 量 限 定 

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（PHF）を使

用しています。長期飼育

されているため、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。 

国産黒毛和牛すき焼き用 

内容：肩250g×2パック 4,660円 

冷凍 

耶馬渓黒豚しゃぶしゃぶ用 

4,660円 

冷凍 

美味しさに定評のあるバークシャー純粋種の「六白黒

豚」を運動のできる開放的な豚舎で平均7カ月飼育し

ました。遺伝子組み換えをしていない大豆やトウモロ

コシ（PHF）を与えて健康に育った黒豚肉です。耶馬

渓黒豚の美味しい赤身と肉の旨みが味わえるロース肉

とバラ肉のスライスセットです。 

内容：ロース300g、バラ300g 
イメージです 



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 

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 7160円 

３尾入り 9190円 

5尾入り 13495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 

Little Branchさんのしいたけ製品ギフト 

セット内容 
おともしいたけ80g×1 

おともしいたけ旨味カレー80g×1 

風の子しいたけパウダー（瓶）25g×1 

巾着バック×1 

3,200円（送料別） 品番８８００ 翌々週 



 

 

 

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 

4440円（送料込み） 

賞味期限：冷凍30日 

2021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150ｇ（1枚）、えてかれ

い160ｇ（2枚）、かます開き280ｇ（2枚）、

白いか一夜干し90ｇ（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 

4365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 4180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！ 

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  

鯛めし用 姿（骨付きの鯛の炊き込み用） 570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 

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 

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 

品番８８０５ 



 

 

1尾切身約2kg 

8875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。 

品番８７８７ 品番８７８６ 
冷凍 

翌々週 

 

1尾切身約2kg 5400円 

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。 

翌々週 

品番８７８８ 
品番８７８９ 冷凍 

約1.5kg 11630円 

翌々週 

850ｇ前後 

2885円 

冷凍 

翌々週 

 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 

3295円 

品番８７８０ 

品番８７８１ 

冷蔵 

翌々週 

500g箱入り 

4930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。 

 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 

4795円 

300g箱入り 

3240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 

 

360g 

4290円 

無添加明太子 
北洋産（アメリカ産）のスケソウダラの卵

巣を塩・味醂・唐辛子・鰹だしで味付けし

ました。着色料や防腐剤等の添加物は一切

不使用。色・形・大きさ共に特上品です。 

品番８７８５ 
冷凍 

翌々週  

無添加たらこ 
北洋産（アメリカ産）のスケソウダラの卵

巣を塩だけで漬け込み急速冷凍した、特上

品のたらこです。着色料や防腐剤などの一

切の添加物を使用せずに仕上げられました 

品番８７８４ 
冷凍 

翌々週 

360g 

4070円 

 

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 



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 

9995 20個入 825円 

9996 30個入 1175円 

送料別途 

 

※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 

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！ 

贈答用の注文も受付中です。今年

は量が少ないので、早めにご注文

して下さい。 

よろしくお願いします。 

翌週 

品番7901 有機温州みかん（愛媛県産） 5kg 1600円 

品番7902 有機温州みかん（愛媛県産） 10kg 3100円 

品番7903 有機温州みかん（愛媛県産） 15kg 4640円 

品番7904 有機温州みかん（大西産） 5kg 1730円 

※直送の場合は

別途送料が必要

になります。 



 

※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 

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 

9995 20個入 825円 

9996 30個入 1175円 

送料別途 

7901 有機温州みかん（愛媛県産） 5kg 1600円 

7902 有機温州みかん（愛媛県産） 10kg 3100円 

7903 有機温州みかん（愛媛県産） 15kg 4640円 

7904 有機温州みかん（大西産） 5kg 1730円 

7905 有機温州みかん（今治：丹下さん） 3㎏ 2000円 

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！ 

贈答用の注文も受付中です。今年は量が少ない

ので、早めにご注文して下さい。よろしくお願

いします 

翌週 

※直送の場合は別途送料が必要になります。 


