
※このチラシに掲載している商品は、食品添加物の必要性・安全性に
　考慮し、日本生活協同組合連合会 ＣＯ・ＯＰ商品の食品添加物基準
　が指定する不使用添加物は一切使用していません。

※原材料、全曲目はこちらをご覧ください。
https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

※商品の規格区分は、❶商品特長❷賞味期間で表記されております。(賞味期間
とは、製造年月日より美味しくいただける期間を意味しています。)❸アレルギー
表示は特定原材料品〔卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに〕を案内しています。
特定原材料品目を使用していない場合は「－」と表示します。

　　　　　　　　  ご注文は所属生協指定の申込書に必要事項をご記入ください。
ご注文いただいたときの組合員の皆様の個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
それ以外の目的では利用いたしません。
⑴ ご注文いただいた商品の発送（商品発送のために出荷元に個人情報を委託します。）
⑵ 商品代金の請求 ⑶ ご注文の確認作業 ⑷ 商品の感想をお聞きする場合の連絡先

個人情報の扱い

※書籍の帯の有無や商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。
※著作物については不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。 学校生活協同組合

2023-チラシNO.6182023-チラシNO.618

学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！

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

季節にぴったりの
爽やかなあじわいの
菓子・飲料を
あつめました！

えタコライス
★規格：240g（タコスミート68g・ホットソース12g×各3袋）／袋
❶オリジナルブレンドスパイスで煮込んだタコスミートと、辛さを引き立てるホットソースのセットです。3食入り。❷常温1年間❸小麦、乳

ぇまめぴよ ココア味
★規格：125ml×24本／箱
❶カルシウムと鉄を含んだ、ココア味の豆乳飲料です。
飲み切りサイズ。❷常温180日間❸－

Ζ銀座千疋屋 フルーツラング
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそれぞれサンド
しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぃNIPPON 
　フルーツバー アソート

本体 2,200円（税込2,376円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとして
お召し上がりいただけます。❷常温10ヶ月間❸－

ぃNIPPON 
　フルーツバー アソート

本体 2,200円（税込2,376円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとして
お召し上がりいただけます。❷常温10ヶ月間❸－

いプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 600円（税込648円）

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

ぅ冷やしぜんざい
本体 690円（税込745円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。
上品な味わいです。❷常温90日間❸－

う杏仁豆腐
本体 1,830円（税込1,976円）

★規格：300g×12個／箱
❶杏仁豆腐に黄桃・みかん・パインを加えました。甘さ控えめ、たっぷり300g。　
ソフトでなめらかな食感です。❷常温90日間❸乳
※さくらんぼは入っておりません。

（税込1,555円）

本体本体

Η銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個（直径約13cm）／箱
❶生地にいちご果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンで
す。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

Ι岩谷堂羊羹 無選別栗だくさん
本体 1,400円（税込1,512円）

★規格：410g／化粧箱
❶伝統の技術で製造した、無選別栗がたっぷりの岩手銘菓です。❷常温240日間❸－

ΘMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

ΘMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,350円（税込1,458円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャ
ラメルクッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Κ加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

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

Λ坂井宏行のガトーレーズン
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：5個／箱
❶アーモンドプードルや蜂蜜を加えたボリュームたっぷりのクッキー生地で、なめらか
なコクのホワイトガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンをサンドしました。❷常温
90日間❸小麦、卵、乳

Μ銀座フィナンシェ
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：8個／箱
❶米粉の素朴でやさしい味わいに、アーモンドの香ばしさとバターの芳醇さが広がり
ます。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ΝH.ソルメルティサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：15個／箱
❶平成に流行った生キャラメルと塩スイーツを参考に、新たな時代のスイーツを生
み出しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

Π塩バタードーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶良質な脂肪が含まれているグラスフェッドバターを一部使用。上品なコクとあっ
さりとした後味のドーナツです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Οロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体 790円（税込853円）
★規格：312.5g（個包装・約50枚入り）／袋
❶ベルギーでビスケット一筋90余年・ロータス社のシナモン風味ビスケットです。
❷常温365日間❸小麦

Ξレモンケーキ
本体 1,334円（税込1,440円）

★規格：6個／箱
❶レモン果汁を加えて焼き上げた生地にアプリコットジャムを浸した、甘酸っぱい
レモンケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

（税込777円）

本体本体
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今月の今月の 応援
商品！応援商
品！応援商
品！

応援商
品！ お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

調理例調理例

ご家庭で手軽にタコライスご家庭で手軽にタコライス

×各4

6月号
6月号

国産果実の
おいしさを
シャーベットで

練乳風味の
一口サイズ
練乳風味の
一口サイズ

黄桃・みかん・パインと
杏仁豆腐がよく合います北海道産小豆の

自然な風味と甘み

黄桃・みかん・パインと
杏仁豆腐がよく合います北海道産小豆の

自然な風味と甘み

H.（エイチドット）は、
「新たな時代へ平成の
思い出を紡いでいき
たい」という思いから
誕生しました。

ココア味の飲みやすい豆乳飲料
鉄Ca

×24

×12

有名店の
あじを
おうちで

ほんのり甘い果実の香りと上品で
やさしい味わい

千疋屋が厳選したいちご果汁を使用

パリに本店を置く人気ブーランジェリー

ガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンの
リッチな味わい

爽やかな酸味

栗がぎっしり！ 銅板で一面ずつ焼き上げました

もっちりしっとり食感の
米粉をブレンドしたフィナンシェ

塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド

パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

バターの上品なコクと
まろやかな塩味がクセになります

8ページ「沖縄フェア」も
併せてご覧ください！！

シャリシャリ食感で、夏に
ピッタリです！

富山県学校生協 組合員さんの声！富山県学校生協 組合員さんの声！

いつも常備しておかないと落ち
着かないくらいはまっています。

和歌山県学校生協 組合員さんの声！和歌山県学校生協 組合員さんの声！

宮崎 北海道 北海道 新潟 福岡

申込締切日およびお届け日については
ご所属の生協のご案内をご確認ください

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

本体 930円（税込1,004円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,490円（税込1,609円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用しています。
人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぉ宮城県産いちご使用 
　いちごミルクの素

本体 740円（税込799円）
★規格：200g／瓶
❶粗挽きした宮城県産いちごの果肉を40％配合。牛乳や豆乳などお好みの飲料で
4倍に希釈してお召し上がりください。❷常温270日間❸－

せカリッとじゃが カレー風味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸小麦、乳

すいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

じ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

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

し長野県産
　シャインマスカットゼリー

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

こ国産フルーツゼリーセット
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：90g×12個／箱
❶山梨県産桃ゼリー・新潟県産柿ゼリー・福岡県産いちごゼリーの3種を揃えました。
❷常温180日間❸－

ぐ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

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

ぉ宮城県産いちご使用 
　いちごミルクの素

本体 740円（税込799円）
★規格：200g／瓶
❶粗挽きした宮城県産いちごの果肉を40％配合。牛乳や豆乳などお好みの飲料で
4倍に希釈してお召し上がりください。❷常温270日間❸－

かまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜるだけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、甘すぎない
爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッピングにしても。
❷常温12ヶ月間❸－

が瀬戸田レモン
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮ごと安心して召し上が
れます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルトやアイスのトッピングとしても。
❷常温365日間❸－

き日向夏ジュース
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12／箱
❶宮崎県特産の日向夏使用。独特の芳香とさわやかな酸味がおいしいジュースです。
❷常温180日間❸－

おKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,488円（税込1,607円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶まろやかなコクが特長の無糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ごすりおろしゼリー ミックス
本体 1,180円（税込1,274円）

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

さミニ 水ようかん
本体 780円（税込842円）

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

ざかむかむレモン（個包装）
本体 1,100円（税込1,188円）

★規格：4g×50袋／袋
❶瀬戸内産レモン果汁使用の、噛んで食べるチューイングキャンディー。個包装1袋に2粒
入り（4g）です。❷常温365日間❸乳

し長野県産
　シャインマスカットゼリー

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

じ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

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

すいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

こ国産フルーツゼリーセット
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：90g×12個／箱
❶山梨県産桃ゼリー・新潟県産柿ゼリー・福岡県産いちごゼリーの3種を揃えました。
❷常温180日間❸－

ぎ信州まるごと りんごジュース

本体 3,480円（税込3,758円）
★規格：160g×30缶／箱
❶りんごストレート果汁100％。空気に触れないよう、りんご
を特殊な製法で搾汁しました。❷常温2年間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,490円（税込1,609円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用しています。
人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぐ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

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

けパインアップルジュース

本体 3,700円（税込3,996円）
★規格：160g6缶×5パック／箱
❶酸味と甘みのバランスが絶妙な、パインアップル果汁
100％のジュースです。❷常温24ヶ月間❸－

せカリッとじゃが カレー風味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸小麦、乳

ずP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き
上げました。❷常温180日間❸小麦、乳

げ京都 大文字飴本舗 
　ひんやりわらび

本体 930円（税込1,004円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

夏のおすすめ飲料 夏のおすすめ菓子

2 3

×各4

×30

4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ

調理例調理例

桃ゼリー

柿ゼリー

いちごゼリー

牛乳でつくる果肉入りミックスベリーミルク 果実を丸ごと使ってシロップに漬けました 宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％

高配合した宮城県産いちご由来の甘みと酸味 白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい

すりおろした果肉と果汁の一口ゼリー 涼やかな一口タイプの水ようかん 1粒にビタミンCレモン10個分（200mg）を配合

瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け

クセになる噛み心地 具材にこだわった
贅沢なおみそ汁

つるんとなめらか、のど越しひんやり 青果物のような産地指定果実のゼリー詰め合わせ

長野県産りんごストレート果汁使用 手摘み・丸搾りした南国の果汁を使用

ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセット 沖縄県産パインアップルのストレートジュース

全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です
学
校 生 協

4種のチーズ味がピザソースと
ベストマッチ

カリカリ食感！カレー味のじゃがいもフライ

調理例調理例

調理例調理例

×12

×30

×30

×20

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用

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

チラシに掲載ご希望の商品がありましたら、
教えてください。

あなたの声を聞かせてください 商品のリクエストを募集しております

共同購入ご利用アンケート

お気に入り
アイテム
募集中！

×10

×5

商品担当 おすすめ！

牛乳や豆乳で割るだけで出来上がり！
果肉感があり美味しいです。

ストレート果汁だから、
自然の甘みで後味もスッキリ！

商品担当 おすすめ！

これからの季節、手軽に
冷たくておいしい。いつ
も冷蔵庫に入っています。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！

今シーズン

今回限り ストレート果汁だから、
パインアップルをそのまま

食べているような感じがします。
今シーズン今回限りです。

商品担当 おすすめ！
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げ京都 大文字飴本舗 
　ひんやりわらび

本体 930円（税込1,004円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,490円（税込1,609円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用しています。
人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぉ宮城県産いちご使用 
　いちごミルクの素

本体 740円（税込799円）
★規格：200g／瓶
❶粗挽きした宮城県産いちごの果肉を40％配合。牛乳や豆乳などお好みの飲料で
4倍に希釈してお召し上がりください。❷常温270日間❸－

せカリッとじゃが カレー風味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸小麦、乳

すいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

じ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

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

し長野県産
　シャインマスカットゼリー

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

こ国産フルーツゼリーセット
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：90g×12個／箱
❶山梨県産桃ゼリー・新潟県産柿ゼリー・福岡県産いちごゼリーの3種を揃えました。
❷常温180日間❸－

ぐ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

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

ぉ宮城県産いちご使用 
　いちごミルクの素

本体 740円（税込799円）
★規格：200g／瓶
❶粗挽きした宮城県産いちごの果肉を40％配合。牛乳や豆乳などお好みの飲料で
4倍に希釈してお召し上がりください。❷常温270日間❸－

かまるごと ベリーベリー
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜるだけ。ブルーベリーとラズベリーの酸味をきかせた、甘すぎない
爽やかな味わい。ケーキの生地に練り込んだり、シリアルのトッピングにしても。
❷常温12ヶ月間❸－

が瀬戸田レモン
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：470g／瓶
❶減農薬栽培・防腐剤やワックス不使用の「エコレモン」ブランドで、皮ごと安心して召し上が
れます。冷水やお湯割りだけでなく、ヨーグルトやアイスのトッピングとしても。
❷常温365日間❸－

き日向夏ジュース
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：125ml×12／箱
❶宮崎県特産の日向夏使用。独特の芳香とさわやかな酸味がおいしいジュースです。
❷常温180日間❸－

おKEY リキッドコーヒー 
　天然水 無糖

本体 1,488円（税込1,607円）
★規格：1L×6本（紙容器）／箱
❶まろやかなコクが特長の無糖タイプコーヒーです。❷常温16ヶ月間❸－
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。

ごすりおろしゼリー ミックス
本体 1,180円（税込1,274円）

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

さミニ 水ようかん
本体 780円（税込842円）

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

ざかむかむレモン（個包装）
本体 1,100円（税込1,188円）

★規格：4g×50袋／袋
❶瀬戸内産レモン果汁使用の、噛んで食べるチューイングキャンディー。個包装1袋に2粒
入り（4g）です。❷常温365日間❸乳

し長野県産
　シャインマスカットゼリー

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

じ豆つぶころころ 黒豆
本体 1,200円（税込1,296円）

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

すいつものおみそ汁 
　贅沢 豚汁

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：10食／箱
❶豚肉・ごぼう・にんじん・たまねぎ・ねぎの旨みがとろける、コク深い味わいです。
❷常温1年間❸小麦、乳

こ国産フルーツゼリーセット
本体 1,980円（税込2,138円）

★規格：90g×12個／箱
❶山梨県産桃ゼリー・新潟県産柿ゼリー・福岡県産いちごゼリーの3種を揃えました。
❷常温180日間❸－

ぎ信州まるごと りんごジュース

本体 3,480円（税込3,758円）
★規格：160g×30缶／箱
❶りんごストレート果汁100％。空気に触れないよう、りんご
を特殊な製法で搾汁しました。❷常温2年間❸－

く沖縄県産果汁の
　シークヮーサーソーダ

本体 1,490円（税込1,609円）
★規格：185ml×20缶／箱
❶沖縄県産シークヮーサーを手摘み・丸搾りにした果汁を使用しています。
人工甘味料・着色料不使用。❷常温360日間❸－

ぐ凍らせておいしい 
　国産ジュースセット

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

けパインアップルジュース

本体 3,700円（税込3,996円）
★規格：160g6缶×5パック／箱
❶酸味と甘みのバランスが絶妙な、パインアップル果汁
100％のジュースです。❷常温24ヶ月間❸－

せカリッとじゃが カレー風味
本体 1,240円（税込1,339円）

★規格：10g×30個／袋
❶減圧フライでカリカリの食感に仕上げたじゃがいもを、カレー味に調味しました。食べやすい個包装。
❷常温180日間❸小麦、乳

ずP-Zu（ピーズ）
本体 620円（税込669円）

★規格：1枚×5／袋
❶4種のチーズ味を引き立てる風味豊かな特製ピザソースで焼き
上げました。❷常温180日間❸小麦、乳

げ京都 大文字飴本舗 
　ひんやりわらび

本体 930円（税込1,004円）
★規格：わらび餅120g・きな粉12g×各3／袋
❶甘すぎずさっぱりとした、水のような食感の和菓子です。きな粉付き。❷常温60日間❸－

夏のおすすめ飲料 夏のおすすめ菓子

2 3

×各4

×30

4種のチーズ味
・パルメザンチーズ
・チェダーチーズ
・クリームチーズ

・カマンベールチーズ

調理例調理例

桃ゼリー

柿ゼリー

いちごゼリー

牛乳でつくる果肉入りミックスベリーミルク 果実を丸ごと使ってシロップに漬けました 宮崎県特産日向夏ストレート果汁100％

高配合した宮城県産いちご由来の甘みと酸味 白州の天然水で仕上げた
すっきりした味わい

すりおろした果肉と果汁の一口ゼリー 涼やかな一口タイプの水ようかん 1粒にビタミンCレモン10個分（200mg）を配合

瑞々しいシャインマスカットの
味わいをゼリーでお届け

クセになる噛み心地 具材にこだわった
贅沢なおみそ汁

つるんとなめらか、のど越しひんやり 青果物のような産地指定果実のゼリー詰め合わせ

長野県産りんごストレート果汁使用 手摘み・丸搾りした南国の果汁を使用

ぶどう・もも・みかん・和梨・りんごのジュースセット 沖縄県産パインアップルのストレートジュース

全国の学校生協が今学期に選んだおすすめ品です
学
校 生 協

4種のチーズ味がピザソースと
ベストマッチ

カリカリ食感！カレー味のじゃがいもフライ

調理例調理例

調理例調理例

×12

×30

×30

×20

旬の時期に
収穫した
国産果実
使用

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

チラシに掲載ご希望の商品がありましたら、
教えてください。

あなたの声を聞かせてください 商品のリクエストを募集しております

共同購入ご利用アンケート

お気に入り
アイテム
募集中！

×10

×5

商品担当 おすすめ！

牛乳や豆乳で割るだけで出来上がり！
果肉感があり美味しいです。

ストレート果汁だから、
自然の甘みで後味もスッキリ！

商品担当 おすすめ！

これからの季節、手軽に
冷たくておいしい。いつ
も冷蔵庫に入っています。

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！

今シーズン

今回限り ストレート果汁だから、
パインアップルをそのまま

食べているような感じがします。
今シーズン今回限りです。

商品担当 おすすめ！
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ひゴーゴーカレー監修 
　いか天 カレー味

本体 600円（税込648円）
★規格：20g×5袋／袋
❶するめの胴部分のみを使用し、キャノーラ油100％でサクッと揚げた一口サイズのいかフライを、
金沢カレー特有の黒く濃厚なカレールウの風味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ぜKOUBO 
　はちみつレモンパイ

本体 1,760円（税込1,900円）
★規格：12個／箱
❶瀬戸内産レモンのピール入りはちみつフィリングをパイ生地で包み焼き上げました。
イタリアの天然酵母「パネトーネ種」に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらか
さとおいしさが長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

び大人の濃い味 
　おつまみスナッツ

本体 800円（税込864円）
★規格：160g×2袋／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

ねカレーカシュー 345g
ぬ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

な俺の贅沢 
　明太＆焼きチーズど野菜チーズナッツ

そ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のあるふくよかな
味わいの「コーヒーショップブレンド」の、ふたつの味が楽しめる大容量パッケージ
です。❷常温12ヶ月間❸－

ぞ黒糖ドーナツ棒 40本
本体1,430円（税込1,544円）

★規格：40本／箱
❶沖縄産サトウキビをしぼった含蜜黒糖を使用しています。
❷常温120日間❸小麦、卵

た国産りんごの 
　アップルパイ

本体960円（税込1,036円）
★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

だマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

本体840円（税込907円）
★規格：6個／箱
❶北海道産の生クリームと練乳を使用。甘くコクのあるバニラアイス
クリーム風味の生地に、ほろ苦いココアビスケットを加え焼き上げ
ました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ち焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド

本体500円（税込540円）
★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしまし
た。際立つ香ばしさと隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさ
です。食べやすい個包装。❷常温180日間❸乳

の一度は食べて
　いただきたい 
　おいしいサラミ
乳

の一度は食べて
　いただきたい 
　おいしいサラミ

本体1,100円（税込1,188円）
★規格：23g×5袋／袋
❶スモークした後にじっくり寝かせ、カルダモンやナツメグなどのス
パイスで味付け。濃厚な旨みと香りを堪能できる上質なサラミに仕
上げています。❷常温5ヶ月間❸乳

はひとつぶマイルドチーズ
本体1,500円（税込1,620円）

★規格：58g×5袋／袋
❶ゴーダチーズとチェダーチーズをブレンドしました。まろやかで
コクのある食べやすいチーズです。個包装タイプ。❷常温5ヶ月間
❸乳

ばかき 
　オリーブオイル漬け

本体1,600円（税込1,728円）
★規格：200g／瓶
❶広島産かきに白ワインやしょうゆを絡めて焼き、ローリエ・唐辛子
と共にオリーブオイルへ漬け込みました。❷常温90日間❸小麦

ぱクラッシー 
　ミックスナッツ

本体1,590円（税込1,717円）
★規格：360g／缶
❶7種類のナッツを贅沢にブレンド。ピーナッツは配合しておりませ
ん。有塩タイプ。❷常温450日間❸－

ぜKOUBO 
　はちみつレモンパイ

本体 1,760円（税込1,900円）
★規格：12個／箱
❶瀬戸内産レモンのピール入りはちみつフィリングをパイ生地で包み焼き上げました。
イタリアの天然酵母「パネトーネ種」に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらか
さとおいしさが長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぢプチクレープ 生八ツ橋
本体 860円（税込928円）

★規格：12個／箱
❶やわらかな生八ツ橋生地でミルククリームと、抹茶ゼリー・バナナクリーム・いちごゼリー・
チョコクリームを包みました。❷常温33日間❸小麦、卵、乳

っとりたまミニバウムセット
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：プレーン・抹茶味・コーヒー味×各2個／箱
❶生地にはたっぷりの新鮮な卵とグルテンフリーの山口県産米粉を使用。抹茶味には宇治
抹茶を、コーヒー味には焙煎したコーヒーを練り込んでいます。❷常温120日間❸卵、乳

つゆべしセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：くるみゆべし・黒ごまゆべし×各6個／箱
❶くるみ・黒ごまの手作りゆべし2種詰め合わせです。一口サイズの個包装。❷常温90日間
❸小麦

づミレーサンド MIX
本体 750円（税込810円）

★規格：20個（キャラメル・ホワイト・いちご風味・抹茶・黒糖きなこ風味×各4個）／箱
❶懐かしい味わいのミレービスケットが、クリームとの絶妙なハーモニーで少し贅沢なお菓子
に生まれ変わりました。❷常温90日間❸小麦、乳

て神戸ナッツキャラメリゼプレミアム 
　オレンジピール入り

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

で三種のお米せんべい 大袋
本体 760円（税込820円）

★規格：18枚（もち麦・焼きむすび・おこげ×各6枚）／袋
❶もち麦・焼きむすび・おこげの味のお米せんべいセットです。独自製法で3種共にお米の粒
を残しました。❷常温120日間❸小麦、えび

とさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶国内産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜いたピーナッツをミックス。
カルシウム・マグネシウムが補給できます。❷常温180日間❸落花生

ど野菜チーズナッツ
本体 610円（税込658円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、焼きチーズと
アーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳

な俺の贅沢 
　明太＆焼きチーズ

本体 1,520円（税込1,641円）
★規格：40g×5／袋
❶明太ペーストをチーズでサンドし、じっくり香ばしく焼き上げました。❷常温180日間
❸小麦、乳

におばあちゃんの炙り焼こいわし
本体 500円（税込540円）

★規格：65g（個装紙込み）／箱
❶カルシウム豊富なこいわしを素材そのままに香ばしく焼き上げました。❷常温150日間
❸－

ぬ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：13g×25P／箱
❶アーモンド・ピーナッツ・カシューナッツを油を使わずローストし、素材の味を引き出しました。
食べやすい個包装。❷常温180日間❸落花生

ねカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（約66袋入り）
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした衣で包みました。❷常温150日間
❸小麦、乳　※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じることがございます。

そ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のあるふくよかな
味わいの「コーヒーショップブレンド」の、ふたつの味が楽しめる大容量パッケージ
です。❷常温12ヶ月間❸－

ひゴーゴーカレー監修 
　いか天 カレー味

本体 600円（税込648円）
★規格：20g×5袋／袋
❶するめの胴部分のみを使用し、キャノーラ油100％でサクッと揚げた一口サイズのいかフライを、
金沢カレー特有の黒く濃厚なカレールウの風味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

び大人の濃い味 
　おつまみスナッツ

本体 800円（税込864円）
★規格：160g×2袋／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

ティータイム おうちでバル

カタクチイワシ
アーモンド
ピーナッツ
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キャラメル

ホワイト

いちご風味

抹茶

黒糖きなこ風味

カシューナッツ

アーモンド
ピーナッツ

外はサックリ！中はしっとり！ 国産りんごのフィリングを
丁寧に包みました

冷やしてもおいしい 直火で焦がした香ばしさ

デンマーク産ポークを
13種類のスパイスで味付け

しっとりなめらか食感 サラダやおつまみに贅沢に添えて ハイクオリティなミックスナッツ

おいしさ長持ちロングライフパン 2つの味が楽しめる大容量パッケージ

金沢「ゴーゴーカレー」とのコラボ商品 4つの食感と味わいのミックスナッツ

4種のクレープ風生八ツ橋 たまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘン もちっとした食感でくるみとごまが香ばしい

ミレービスケットでクリーム5種をサンド 3種のナッツとオレンジピールを
キャラメルコーティング

お米の粒が感じられるせんべいの食べ比べ

味付け小魚とナッツをミックス！ 野菜クラッカーにチーズとアーモンドをプラス

海の恵みを香ばしく焼き上げました それぞれのナッツに適した方法で焙煎 スパイシーなカレー味のカシューナッツ

×8

×5

×12

ロングライ
フ

期間限定

×6

×各10

ピリ辛明太ペーストと
チーズの風味の
大人の味わい

カシューナッツ

ヘーゼルナッツ

ピカンナッツ

ピスタチオ

マカデミアナッツ

アーモンド
クルミ

アーモンド
パスタスナック
ジャイアントコーン

木桶醤油仕込みカシューナッツ

×5 ×5

×5

味・香り共にしっかり
しているのにくせが
ない。いつも美味し
さに癒されてます。

三重県学校生協 組合員さんの声！三重県学校生協 組合員さんの声！
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ひゴーゴーカレー監修 
　いか天 カレー味

本体 600円（税込648円）
★規格：20g×5袋／袋
❶するめの胴部分のみを使用し、キャノーラ油100％でサクッと揚げた一口サイズのいかフライを、
金沢カレー特有の黒く濃厚なカレールウの風味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ぜKOUBO 
　はちみつレモンパイ

本体 1,760円（税込1,900円）
★規格：12個／箱
❶瀬戸内産レモンのピール入りはちみつフィリングをパイ生地で包み焼き上げました。
イタリアの天然酵母「パネトーネ種」に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらか
さとおいしさが長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

び大人の濃い味 
　おつまみスナッツ

本体 800円（税込864円）
★規格：160g×2袋／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

ねカレーカシュー 345g
ぬ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

な俺の贅沢 
　明太＆焼きチーズど野菜チーズナッツ

そ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のあるふくよかな
味わいの「コーヒーショップブレンド」の、ふたつの味が楽しめる大容量パッケージ
です。❷常温12ヶ月間❸－

ぞ黒糖ドーナツ棒 40本
本体1,430円（税込1,544円）

★規格：40本／箱
❶沖縄産サトウキビをしぼった含蜜黒糖を使用しています。
❷常温120日間❸小麦、卵

た国産りんごの 
　アップルパイ

本体960円（税込1,036円）
★規格：8個／箱
❶食べ切りサイズで朝食や軽食におすすめです。❷常温90日間
❸小麦、卵、乳

だマネケン 
　クッキー＆クリームワッフル

本体840円（税込907円）
★規格：6個／箱
❶北海道産の生クリームと練乳を使用。甘くコクのあるバニラアイス
クリーム風味の生地に、ほろ苦いココアビスケットを加え焼き上げ
ました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ち焦がしキャラメルナッツ 
　アーモンド

本体500円（税込540円）
★規格：105g（個装紙込み）／袋
❶深煎りしたアーモンドを直火焦がし製法でキャラメルコートしまし
た。際立つ香ばしさと隠し味の塩ひとつまみがマッチしたおいしさ
です。食べやすい個包装。❷常温180日間❸乳

の一度は食べて
　いただきたい 
　おいしいサラミ
乳

の一度は食べて
　いただきたい 
　おいしいサラミ

本体1,100円（税込1,188円）
★規格：23g×5袋／袋
❶スモークした後にじっくり寝かせ、カルダモンやナツメグなどのス
パイスで味付け。濃厚な旨みと香りを堪能できる上質なサラミに仕
上げています。❷常温5ヶ月間❸乳

はひとつぶマイルドチーズ
本体1,500円（税込1,620円）

★規格：58g×5袋／袋
❶ゴーダチーズとチェダーチーズをブレンドしました。まろやかで
コクのある食べやすいチーズです。個包装タイプ。❷常温5ヶ月間
❸乳

ばかき 
　オリーブオイル漬け

本体1,600円（税込1,728円）
★規格：200g／瓶
❶広島産かきに白ワインやしょうゆを絡めて焼き、ローリエ・唐辛子
と共にオリーブオイルへ漬け込みました。❷常温90日間❸小麦

ぱクラッシー 
　ミックスナッツ

本体1,590円（税込1,717円）
★規格：360g／缶
❶7種類のナッツを贅沢にブレンド。ピーナッツは配合しておりませ
ん。有塩タイプ。❷常温450日間❸－

ぜKOUBO 
　はちみつレモンパイ

本体 1,760円（税込1,900円）
★規格：12個／箱
❶瀬戸内産レモンのピール入りはちみつフィリングをパイ生地で包み焼き上げました。
イタリアの天然酵母「パネトーネ種」に存在する乳酸菌や酵母などの働きにより、やわらか
さとおいしさが長持ちします。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

ぢプチクレープ 生八ツ橋
本体 860円（税込928円）

★規格：12個／箱
❶やわらかな生八ツ橋生地でミルククリームと、抹茶ゼリー・バナナクリーム・いちごゼリー・
チョコクリームを包みました。❷常温33日間❸小麦、卵、乳

っとりたまミニバウムセット
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：プレーン・抹茶味・コーヒー味×各2個／箱
❶生地にはたっぷりの新鮮な卵とグルテンフリーの山口県産米粉を使用。抹茶味には宇治
抹茶を、コーヒー味には焙煎したコーヒーを練り込んでいます。❷常温120日間❸卵、乳

つゆべしセット
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：くるみゆべし・黒ごまゆべし×各6個／箱
❶くるみ・黒ごまの手作りゆべし2種詰め合わせです。一口サイズの個包装。❷常温90日間
❸小麦

づミレーサンド MIX
本体 750円（税込810円）

★規格：20個（キャラメル・ホワイト・いちご風味・抹茶・黒糖きなこ風味×各4個）／箱
❶懐かしい味わいのミレービスケットが、クリームとの絶妙なハーモニーで少し贅沢なお菓子
に生まれ変わりました。❷常温90日間❸小麦、乳

て神戸ナッツキャラメリゼプレミアム 
　オレンジピール入り

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

で三種のお米せんべい 大袋
本体 760円（税込820円）

★規格：18枚（もち麦・焼きむすび・おこげ×各6枚）／袋
❶もち麦・焼きむすび・おこげの味のお米せんべいセットです。独自製法で3種共にお米の粒
を残しました。❷常温120日間❸小麦、えび

とさかなっつハイ！
本体 1,380円（税込1,490円）

★規格：10g×30P／箱
❶国内産カタクチイワシ・ビタミンEを含むアーモンド・油を抜いたピーナッツをミックス。
カルシウム・マグネシウムが補給できます。❷常温180日間❸落花生

ど野菜チーズナッツ
本体 610円（税込658円）

★規格：20袋／袋
❶たまねぎ・ネギ・赤ピーマン・にんじん・キャベツを練り込んだクラッカーに、焼きチーズと
アーモンドをミックスしました。❷常温150日間❸小麦、乳

な俺の贅沢 
　明太＆焼きチーズ

本体 1,520円（税込1,641円）
★規格：40g×5／袋
❶明太ペーストをチーズでサンドし、じっくり香ばしく焼き上げました。❷常温180日間
❸小麦、乳

におばあちゃんの炙り焼こいわし
本体 500円（税込540円）

★規格：65g（個装紙込み）／箱
❶カルシウム豊富なこいわしを素材そのままに香ばしく焼き上げました。❷常温150日間
❸－

ぬ食塩無添加 
　素焼きミックスナッツ

本体 1,380円（税込1,490円）
★規格：13g×25P／箱
❶アーモンド・ピーナッツ・カシューナッツを油を使わずローストし、素材の味を引き出しました。
食べやすい個包装。❷常温180日間❸落花生

ねカレーカシュー 345g
本体 1,500円（税込1,620円）

★規格：345g（個装紙込み）／袋（約66袋入り）
❶独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッとした衣で包みました。❷常温150日間
❸小麦、乳　※製造工程で個包装の中身にバラつきが生じることがございます。

そ小川珈琲店 
　アソートセット ドリップコーヒー

本体 1,378円（税込1,488円）
★規格：200g（10g×20袋）／箱
❶やわらかく芳醇な味わいの「プレミアムブレンド」と、ボディ感のあるふくよかな
味わいの「コーヒーショップブレンド」の、ふたつの味が楽しめる大容量パッケージ
です。❷常温12ヶ月間❸－

ひゴーゴーカレー監修 
　いか天 カレー味

本体 600円（税込648円）
★規格：20g×5袋／袋
❶するめの胴部分のみを使用し、キャノーラ油100％でサクッと揚げた一口サイズのいかフライを、
金沢カレー特有の黒く濃厚なカレールウの風味に仕上げました。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

び大人の濃い味 
　おつまみスナッツ

本体 800円（税込864円）
★規格：160g×2袋／袋
❶おつまみにぴったりのミックスナッツです。パスタスナック入り。❷常温120日間❸小麦

ティータイム おうちでバル

カタクチイワシ
アーモンド
ピーナッツ

栄養機能食品
（ビタミンD）
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アーモンド
ピーナッツ

外はサックリ！中はしっとり！ 国産りんごのフィリングを
丁寧に包みました

冷やしてもおいしい 直火で焦がした香ばしさ

デンマーク産ポークを
13種類のスパイスで味付け

しっとりなめらか食感 サラダやおつまみに贅沢に添えて ハイクオリティなミックスナッツ

おいしさ長持ちロングライフパン 2つの味が楽しめる大容量パッケージ

金沢「ゴーゴーカレー」とのコラボ商品 4つの食感と味わいのミックスナッツ

4種のクレープ風生八ツ橋 たまご農家が作ったグルテンフリーのバウムクーヘン もちっとした食感でくるみとごまが香ばしい

ミレービスケットでクリーム5種をサンド 3種のナッツとオレンジピールを
キャラメルコーティング

お米の粒が感じられるせんべいの食べ比べ

味付け小魚とナッツをミックス！ 野菜クラッカーにチーズとアーモンドをプラス

海の恵みを香ばしく焼き上げました それぞれのナッツに適した方法で焙煎 スパイシーなカレー味のカシューナッツ

×8

×5

×12

ロングライ
フ

期間限定

×6

×各10

ピリ辛明太ペーストと
チーズの風味の
大人の味わい

カシューナッツ

ヘーゼルナッツ

ピカンナッツ

ピスタチオ

マカデミアナッツ

アーモンド
クルミ

アーモンド
パスタスナック
ジャイアントコーン

木桶醤油仕込みカシューナッツ

×5 ×5

×5

味・香り共にしっかり
しているのにくせが
ない。いつも美味し
さに癒されてます。

三重県学校生協 組合員さんの声！三重県学校生協 組合員さんの声！
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2023-チラシNO.618 2023-チラシNO.618

るロカボ バナナッツ
本体 700円（税込756円）

★規格：7袋（126g）／袋
❶生食用として一般的なキャベンディッシュ種のバナナをココナッツ油でサクサクにフライし、
アーモンド・カシューナッツ・キャラメルくるみをミックスしました。❷常温150日間❸乳

ま喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体1,347円（税込1,454円）
り満月ポン

本体 550円（税込594円）
★規格：25枚／袋
❶5種類の小麦粉で焼き上げたせんべいを、6種類の醤油をブレンドした甘辛醤油味に
仕上げました。❷常温180日間❸小麦

ら学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュよJagatteru（じゃがってる）

　うす塩味

ゅハワイアンホースト 
　マウナロア 
　マカデミアナッツ 塩味 ミニパック

ぼゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458円）

ふフィッシュスティック
本体 1,300円（税込1,404円）

ぼゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458円）

★規格：190g／袋
❶九州産ゆず皮をそのまま砂糖漬けにしました。ゆずの爽やかな
香りと甘酸っぱい味が口の中に広がります。❷常温240日間❸－

ぽプレミアム カルパス
本体1,050円（税込1,134円）

★規格：3.5g×50個／袋
❶豚肉をふんだんに使い、桜チップで燻煙しました。甘めのスモー
キーな香りが楽しめます。❷常温150日間❸小麦

ま喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体1,347円（税込1,454円）
★規格：1L／PET
❶国産たまねぎとバターを使用、化学調味料不使用。懐かしい味わい
のナポリタンソースです。1人前40～50ccを目安にご使用ください。
❷常温10ヶ月間❸乳

み即席みそ汁 
　こうじみそ

本体2,980円（税込3,218円）
★規格：50食／箱
❶素材別にフリーズドライ。いつでもできたての味です。
❷常温365日間❸小麦、乳

ぴTON’S フルーツミックス
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：325g（13g×25袋）／箱
❶ヨーグルトに添えて忙しい朝の手軽な朝食におすすめ。持ち運びに便利な小袋タイプ。25袋入り。
❷常温180日間❸－

ぶアーモンド
　フロランタン（不揃い）

本体 2,840円（税込3,067円）
★規格：1kg（約23枚）／箱
❶少し型崩れした規格外品ですが、味は通常品と同じです。約23枚入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ぷおばあちゃんの
　焼こあじ 100枚

本体 1,570円（税込1,695円）
★規格：100枚／袋
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔らかく香ばしくなります。
1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

へチーズ イン スナック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10g×30袋／袋
❶チェダー・カマンベール・ゴルゴンゾーラの3種を配合したチーズクリームをスナック生地
に注入しました。❷常温180日間❸小麦、乳

ゃ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

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

や杏仁豆腐もち
本体640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶もっちりやわらかな杏仁豆腐風味のおもちです。杏仁豆腐のやさ
しい香りと、すっきりとしたミルクの味わいが楽しめます。
❷常温150日間❸乳

ゅハワイアンホースト 
　マウナロア 
　マカデミアナッツ 塩味 ミニパック

本体1,980円（税込2,138円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付け
し、ナッツ本来の旨みを引き出しました。❷常温18ヶ月間❸－

ゆキャラメルくるみチーズナッツ
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：10g×10袋／箱
❶キャラメル味に仕上げたくるみにアーモンドとフリーズドライチ
ーズをミックスしました。ワインや洋酒のおつまみに最適です。
❷常温6ヶ月間❸乳

む大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24袋／袋
❶バナナは食べやすいよう細切りのバー状にしました。甘酸っぱくておいしいクランベリー
入り。❷常温150日間❸－

めおいしい大豆で作った きなこ棒
本体 680円（税込734円）

★規格：30個／箱
❶昔懐かしいきな粉と水飴を練り上げた駄菓子です。表面にもきな粉をたっぷりとまぶしま
した。食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

もごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：16g×20袋／袋
❶野菜由来の食物繊維「イヌリン」を配合した、サクサク食感のごぼう風味スナックです。
便利な食べ切りサイズ。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ょサクっとおいしい ピー揚げあられ
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12g×20／箱
❶軽い歯応えにピーナッツの香ばしさが自慢の揚げあられです。❷常温180日間❸落花生

よJagatteru（じゃがってる）
　うす塩味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸－

ら学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：6g×30袋／袋
❶細切りアーモンドとカリポリ小魚をミックスしました。カルシウムをたっぷり含んでいます。
❷常温180日間❸－

べ千葉県特産 
　さや煎落花生

本体 1,850円（税込1,998円）
★規格：470g／袋
❶充分に乾燥させて煎り、すぐに出荷しています。落花生の中でも大粒で、さっぱりとした
味わいが特徴です。❷常温4ヶ月間❸落花生

ぺじゃり豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：320g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドにさくさくの衣を付け、焙煎して仕上げました。
大容量。食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

ほピスタチオ（業務用）
本体 950円（税込1,026円）

★規格：210g／袋
❶殻を割ってお召し上がりください。保存に便利なファスナー付き。❷常温120日間❸－

ふフィッシュスティック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：700g（14g×50本）／ポット
❶お子様のおやつや大人のおつまみに。❷常温6ヶ月間❸小麦、卵

り満月ポン
本体 550円（税込594円）

★規格：25枚／袋
❶5種類の小麦粉で焼き上げたせんべいを、6種類の醤油をブレンドした甘辛醤油味に
仕上げました。❷常温180日間❸小麦

るロカボ バナナッツ
本体 700円（税込756円）

★規格：7袋（126g）／袋
❶生食用として一般的なキャベンディッシュ種のバナナをココナッツ油でサクサクにフライし、
アーモンド・カシューナッツ・キャラメルくるみをミックスしました。❷常温150日間❸乳
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カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

個包装！！個包装！！

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました

3種のチーズを配合した濃厚スナック

香ばしく甘い千葉の逸品 油を使わない焙煎種スナック ほんのり塩味、たっぷり嬉しい徳用サイズ

4種のドライフルーツをミックス 昔懐かしいお魚ソーセージ

大阪で60余年続くポンセンです バナナチップに3種類のナッツをミックス

調理例調理例

50杯分

ゆずの爽やかさ、そのまんま 肉にこだわったプレミアムな味わい かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンの
できあがり

たっぷり徳用タイプ50食分

ナッツ・ドライフルーツ・かぼちゃの種の
計6種をミックス

香ばしいきな粉がたっぷり ごぼうの風味が弾けるサクサク食感

軽い歯応えにピーナッツの香ばしさ うす塩味の
じゃがいもスナック

おやつで手軽にカルシウム補給

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ やさしい杏仁豆腐の香りに
すっきりしたミルクの味

マカデミアナッツ塩味の
小分けタイプ

くるみ・アーモンド・チーズの
ミックス

×20

調理例調理例

×20

クランベリー

サルタナレーズン
マンゴー

パイン
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2023-チラシNO.618 2023-チラシNO.618

るロカボ バナナッツ
本体 700円（税込756円）

★規格：7袋（126g）／袋
❶生食用として一般的なキャベンディッシュ種のバナナをココナッツ油でサクサクにフライし、
アーモンド・カシューナッツ・キャラメルくるみをミックスしました。❷常温150日間❸乳

ま喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体1,347円（税込1,454円）
り満月ポン

本体 550円（税込594円）
★規格：25枚／袋
❶5種類の小麦粉で焼き上げたせんべいを、6種類の醤油をブレンドした甘辛醤油味に
仕上げました。❷常温180日間❸小麦

ら学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュよJagatteru（じゃがってる）

　うす塩味

ゅハワイアンホースト 
　マウナロア 
　マカデミアナッツ 塩味 ミニパック

ぼゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458円）

ふフィッシュスティック
本体 1,300円（税込1,404円）

ぼゆずのまんま 大袋
本体1,350円（税込1,458円）

★規格：190g／袋
❶九州産ゆず皮をそのまま砂糖漬けにしました。ゆずの爽やかな
香りと甘酸っぱい味が口の中に広がります。❷常温240日間❸－

ぽプレミアム カルパス
本体1,050円（税込1,134円）

★規格：3.5g×50個／袋
❶豚肉をふんだんに使い、桜チップで燻煙しました。甘めのスモー
キーな香りが楽しめます。❷常温150日間❸小麦

ま喫茶店の銀皿 
　ナポリタンソース

本体1,347円（税込1,454円）
★規格：1L／PET
❶国産たまねぎとバターを使用、化学調味料不使用。懐かしい味わい
のナポリタンソースです。1人前40～50ccを目安にご使用ください。
❷常温10ヶ月間❸乳

み即席みそ汁 
　こうじみそ

本体2,980円（税込3,218円）
★規格：50食／箱
❶素材別にフリーズドライ。いつでもできたての味です。
❷常温365日間❸小麦、乳

ぴTON’S フルーツミックス
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：325g（13g×25袋）／箱
❶ヨーグルトに添えて忙しい朝の手軽な朝食におすすめ。持ち運びに便利な小袋タイプ。25袋入り。
❷常温180日間❸－

ぶアーモンド
　フロランタン（不揃い）

本体 2,840円（税込3,067円）
★規格：1kg（約23枚）／箱
❶少し型崩れした規格外品ですが、味は通常品と同じです。約23枚入り。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

ぷおばあちゃんの
　焼こあじ 100枚

本体 1,570円（税込1,695円）
★規格：100枚／袋
❶カルシウム豊富な、味付けしたこあじです。サッとあぶるとより柔らかく香ばしくなります。
1枚ずつの個包装。❷常温5ヶ月間❸－

へチーズ イン スナック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：10g×30袋／袋
❶チェダー・カマンベール・ゴルゴンゾーラの3種を配合したチーズクリームをスナック生地
に注入しました。❷常温180日間❸小麦、乳

ゃ三陸産 茎めかぶ 
　梅しそ味 BIGサイズ 205g

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

や杏仁豆腐もち
本体640円（税込691円）

★規格：130g（個装紙込み）×2／袋
❶もっちりやわらかな杏仁豆腐風味のおもちです。杏仁豆腐のやさ
しい香りと、すっきりとしたミルクの味わいが楽しめます。
❷常温150日間❸乳

ゅハワイアンホースト 
　マウナロア 
　マカデミアナッツ 塩味 ミニパック

本体1,980円（税込2,138円）
★規格：126g（14g×9袋）／箱
❶香ばしくローストしたマカデミアナッツをシーソルトだけで味付け
し、ナッツ本来の旨みを引き出しました。❷常温18ヶ月間❸－

ゆキャラメルくるみチーズナッツ
本体1,000円（税込1,080円）

★規格：10g×10袋／箱
❶キャラメル味に仕上げたくるみにアーモンドとフリーズドライチ
ーズをミックスしました。ワインや洋酒のおつまみに最適です。
❷常温6ヶ月間❸乳

む大地の恵み ナッツ＆フルーツ
本体 930円（税込1,004円）

★規格：24袋／袋
❶バナナは食べやすいよう細切りのバー状にしました。甘酸っぱくておいしいクランベリー
入り。❷常温150日間❸－

めおいしい大豆で作った きなこ棒
本体 680円（税込734円）

★規格：30個／箱
❶昔懐かしいきな粉と水飴を練り上げた駄菓子です。表面にもきな粉をたっぷりとまぶしま
した。食べやすい個包装。❷常温150日間❸－

もごぼうスティック
本体 1,040円（税込1,123円）

★規格：16g×20袋／袋
❶野菜由来の食物繊維「イヌリン」を配合した、サクサク食感のごぼう風味スナックです。
便利な食べ切りサイズ。❷常温150日間❸小麦、卵、乳

ょサクっとおいしい ピー揚げあられ
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12g×20／箱
❶軽い歯応えにピーナッツの香ばしさが自慢の揚げあられです。❷常温180日間❸落花生

よJagatteru（じゃがってる）
　うす塩味

本体 1,240円（税込1,339円）
★規格：11g×30個／袋
❶サクサクの食感に仕上げました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸－

ら学校給食使用食品 
　アーモンドフィッシュ

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：6g×30袋／袋
❶細切りアーモンドとカリポリ小魚をミックスしました。カルシウムをたっぷり含んでいます。
❷常温180日間❸－

べ千葉県特産 
　さや煎落花生

本体 1,850円（税込1,998円）
★規格：470g／袋
❶充分に乾燥させて煎り、すぐに出荷しています。落花生の中でも大粒で、さっぱりとした
味わいが特徴です。❷常温4ヶ月間❸落花生

ぺじゃり豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：320g（個装紙込み）／袋
❶ひまわりの種・かぼちゃの種・アーモンドにさくさくの衣を付け、焙煎して仕上げました。
大容量。食べやすい個包装。❷常温300日間❸小麦、乳

ほピスタチオ（業務用）
本体 950円（税込1,026円）

★規格：210g／袋
❶殻を割ってお召し上がりください。保存に便利なファスナー付き。❷常温120日間❸－

ふフィッシュスティック
本体 1,300円（税込1,404円）

★規格：700g（14g×50本）／ポット
❶お子様のおやつや大人のおつまみに。❷常温6ヶ月間❸小麦、卵

り満月ポン
本体 550円（税込594円）

★規格：25枚／袋
❶5種類の小麦粉で焼き上げたせんべいを、6種類の醤油をブレンドした甘辛醤油味に
仕上げました。❷常温180日間❸小麦

るロカボ バナナッツ
本体 700円（税込756円）

★規格：7袋（126g）／袋
❶生食用として一般的なキャベンディッシュ種のバナナをココナッツ油でサクサクにフライし、
アーモンド・カシューナッツ・キャラメルくるみをミックスしました。❷常温150日間❸乳
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カシューナッツ
アーモンド
バナナ

クランベリー
クコの実
かぼちゃの種

個包装！！個包装！！

サクサク生地にアーモンドを加え、
キャラメルでコーティング

遠赤外線焙焼機で
じっくり焼き上げました

3種のチーズを配合した濃厚スナック

香ばしく甘い千葉の逸品 油を使わない焙煎種スナック ほんのり塩味、たっぷり嬉しい徳用サイズ

4種のドライフルーツをミックス 昔懐かしいお魚ソーセージ

大阪で60余年続くポンセンです バナナチップに3種類のナッツをミックス

調理例調理例

50杯分

ゆずの爽やかさ、そのまんま 肉にこだわったプレミアムな味わい かけて炒めるだけ！
昔懐かしいナポリタンの
できあがり

たっぷり徳用タイプ50食分

ナッツ・ドライフルーツ・かぼちゃの種の
計6種をミックス

香ばしいきな粉がたっぷり ごぼうの風味が弾けるサクサク食感

軽い歯応えにピーナッツの香ばしさ うす塩味の
じゃがいもスナック

おやつで手軽にカルシウム補給

心地よい歯ごたえの三陸茎めかぶ やさしい杏仁豆腐の香りに
すっきりしたミルクの味

マカデミアナッツ塩味の
小分けタイプ

くるみ・アーモンド・チーズの
ミックス

×20

調理例調理例

×20

クランベリー

サルタナレーズン
マンゴー

パイン
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カップのまま
レンチンも可能！

沖縄ブランド豚「あぐー豚」の肉を使用

パッケージ
リニューアル

ゥ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782円）

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

ェ戸隠 生そば つゆ付
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：520g（めん100g・めんつゆ30g×各4）／風呂敷包み
❶霧下地帯にあたるそばの名産地・戸隠で自家製粉をした国産そば粉を使用。慈味豊かな戸
隠の水で仕上げました。コシのあるのど越しのよい信州そばです。❷常温90日間❸小麦、そば

ウ丸美屋 業務用 のり茶漬け
本体 830円（税込896円）

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

れちんすこう アソート 
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：24個（3種×各8個）／箱
❶ちんすこうにそれぞれ沖縄県産パイナップル果汁・北谷（ちゃたん）の塩・紅芋パウダー
を練り込み、丸く食べやすい大きさに焼き上げました。❷常温90日間❸小麦

ろ黒ゴマ黒糖 アソート（メープル・きな粉）
本体 770円（税込831円）

★規格：240g（20g×12袋）／袋
❶子どもから大人まで好まれるごま菓子です。鉄分・カルシウム・食物繊維をおいしく摂取できます。❷常温180日間❸落花生

ゎ沖縄県石垣島産 
　天然太もずく
ゎ沖縄県石垣島産 
　天然太もずく

本体 600円（税込648円）
★規格：もずく100g・たれ20g×各3／袋
❶塩蔵した石垣島産100％の天然もずくです。ミネラル豊富でぬめりや太さが特
徴。付属のたれには沖縄県産のシークヮーサーを使用しています。
❷常温1年間❸小麦

わ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

★規格：20g×2袋・たれ×1個／袋
❶沖縄で育った、プチプチ食感の海藻です。水で戻し、添付のたれに付けてお召し上
がりください。❷常温90日間❸小麦

ゐ雪塩さんど
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：6個／箱
❶ほわっととろけるエアインチョコと口溶け軽やかなビスケットがマッチ。噛むたびに
宮古島の雪塩が顔を出す、表情豊かなおいしさです。❷常温240日間❸小麦、卵、乳

ゑ沖縄あぐー豚 カレー
本体 500円（税込540円）

乳

ゑ沖縄あぐー豚 カレー
本体 500円（税込540円）

★規格：180g／箱
❶大人向けのスパイスで調味したコクのあるカレーをご賞味ください。❷常温1年間❸小麦、乳

ん琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩・ぬちまーす
で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。❷常温60日間❸小麦、落花生

ァやわらかてびち
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：500g／袋
❶骨付き豚足（てびち）を醤油ベースのタレで仕上げました。❷常温90日間❸小麦

アらふてぃ（沖縄風豚角煮）
　ごぼう入り

本体 900円（税込972円）
★規格：165g×2／袋
❶皮付き豚ばら肉を沖縄風にじっくり煮込みました。❷常温1年間❸小麦

イ金沢 駅前おでん 夏限定パッケージイ金沢 駅前おでん 夏限定パッケージ
本体 620円（税込669円）

★規格：200g（固形量110g）×2個／箱
❶いかいしるや車麩を使った本格的な金沢おでんです。あっさりとした上品な味わい。暑い時期によ
く冷やしてお召し上がりください。❷常温180日間❸小麦、卵

エプレミアム 
　北海道産白いんげん豆 
　冷たいスープ

エプレミアム 
　北海道産白いんげん豆 
　冷たいスープ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：160g×5袋／箱
❶プラントベースの原材料のみ使用。北海道産白いんげん豆と野菜だしで仕上げた、や
さしい味わいです。❷常温13ヶ月間❸－

カ冷製 かぼちゃのスープカ冷製 かぼちゃのスープ
本体 2,010円（税込2,170円）

★規格：160g×10袋／箱
❶かぼちゃ本来の甘みだけで仕上げました。❷常温1年間❸乳

ガ冷製 とうもろこしのスープガ冷製 とうもろこしのスープ
本体 2,010円（税込2,170円）

★規格：160g×10袋／箱
❶とうもろこし本来の甘みを味わえる、クリーミーな冷製スープです。❷常温1年間❸乳

キ北海道産じゃがいも
　冷たいスープ
キ北海道産じゃがいも
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶風味豊かで甘みがあり、なめらかな舌ざわりの北海道産じゃがいもを限定使用してい
ます。化学調味料無添加。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

ォプレミアム 
　イタリア産赤パプリカ 
　冷たいスープ

ォプレミアム 
　イタリア産赤パプリカ 
　冷たいスープ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：160g×5袋／箱
❶グリルしたイタリア産赤パプリカと野菜だしで仕上げた、やさしい味わいです。
❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

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

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

を与那覇製麺のソーキそば
本体 760円（税込820円）

を与那覇製麺のソーキそば
本体 760円（税込820円）

★規格：324g（めん110g・味付ソーキ30g・沖縄濃縮そばだし22g×各2食）／袋
❶もっちり生めん・じっくり煮込んだソーキ肉・かつお風味のあっさりスープをセット
でお届け。沖縄の味覚を手軽にお楽しみいただけます。❷常温90日間❸小麦

ィ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

ィ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

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

涼を感じられる味覚
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調理例調理例

調理例調理例調理例調理例調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

（1箱中）（1箱中）

昔ながらの飛騨の味

のど越しのよいスープです
かぼちゃの味が生きた、
のど越しのよいスープです

厳選したとうもろこしの豊かな甘み 隠し味はソテーオニオン！

爽やかな味わい
グリルして凝縮した素材の甘みと
爽やかな味わい

太くて歯ごたえ充分 水ですすぐだけでプチプチの食感 サク、ほわ、カリッな、ぜいたくサンド

沖縄銘菓3種類の味をお届け

生めん・ソーキ肉・スープの2食分セット生めん・ソーキ肉・スープの2食分セット

メープルときな粉の
ふたつの味をお届け

じーまーみとは、
琉球のことばで
落花生のこと。
漢字で書くと「地豆」。

本場の味をご家庭で

金沢の冬の名物
「金沢おでん」を

冷やして食べるご提案です！
スッキリした白だしで
美味しく食べられます。
金沢ならではの車麩入り！

商品担当 おすすめ！

×5

×5×10×10

×5 ×5

沖縄　フェア沖縄　フェア

落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐 やわらかく煮込んでいるからぷるっぷる！ 豚角煮とごぼうが相性抜群！

国産そばを自社製粉し、戸隠の水で仕上げました

調理例調理例

×2

ひんやり 野菜の 冷製スープ

1食あたり

63kcal
糖質4.0g
塩分1.0g

メープル

くるま麩 1個
大根 1個
しらたき 1個
ちくわ 2個

きな粉

金沢の伝統の大野醤油の「白だし」と、奥能登
地方に古くから伝わる魚醤「いかいしる」を
使った、すっきりとした口当たりなのに深い
旨味があるつゆが特徴です。

金沢おでんとは・・・

冷やして食べる、名物「金沢おでん」はいかが？

ザルで水に浸けて塩を抜くだけで、
簡単に食べられます。

小分けの量もちょうどよく、1袋で1人前くらい。
鮮度も良くてさっぱりおいしい！！

商品担当 おすすめ！

てびちとは豚足の事！
沖縄の伝統料理です。

商品担当 おすすめ！

やさしい味わいのスープ
野菜だしを使った豆の風味がある
やさしい味わいのスープ アスパラガスの味わい

生クリームを加え、優しくしっかりした
アスパラガスの味わい

冷たい水をかけて冷やし茶漬けはいかが？

調理例調理例

味が良く、とても美味しい！

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！
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カップのまま
レンチンも可能！

沖縄ブランド豚「あぐー豚」の肉を使用

パッケージ
リニューアル

ゥ飛騨高山 角や 冷し中華
本体 1,650円（税込1,782円）

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

ェ戸隠 生そば つゆ付
本体 1,050円（税込1,134円）

★規格：520g（めん100g・めんつゆ30g×各4）／風呂敷包み
❶霧下地帯にあたるそばの名産地・戸隠で自家製粉をした国産そば粉を使用。慈味豊かな戸
隠の水で仕上げました。コシのあるのど越しのよい信州そばです。❷常温90日間❸小麦、そば

ウ丸美屋 業務用 のり茶漬け
本体 830円（税込896円）

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

れちんすこう アソート 
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：24個（3種×各8個）／箱
❶ちんすこうにそれぞれ沖縄県産パイナップル果汁・北谷（ちゃたん）の塩・紅芋パウダー
を練り込み、丸く食べやすい大きさに焼き上げました。❷常温90日間❸小麦

ろ黒ゴマ黒糖 アソート（メープル・きな粉）
本体 770円（税込831円）

★規格：240g（20g×12袋）／袋
❶子どもから大人まで好まれるごま菓子です。鉄分・カルシウム・食物繊維をおいしく摂取できます。❷常温180日間❸落花生

ゎ沖縄県石垣島産 
　天然太もずく
ゎ沖縄県石垣島産 
　天然太もずく

本体 600円（税込648円）
★規格：もずく100g・たれ20g×各3／袋
❶塩蔵した石垣島産100％の天然もずくです。ミネラル豊富でぬめりや太さが特
徴。付属のたれには沖縄県産のシークヮーサーを使用しています。
❷常温1年間❸小麦

わ沖縄産 海ぶどう（塩水漬け）
本体 800円（税込864円）

★規格：20g×2袋・たれ×1個／袋
❶沖縄で育った、プチプチ食感の海藻です。水で戻し、添付のたれに付けてお召し上
がりください。❷常温90日間❸小麦

ゐ雪塩さんど
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：6個／箱
❶ほわっととろけるエアインチョコと口溶け軽やかなビスケットがマッチ。噛むたびに
宮古島の雪塩が顔を出す、表情豊かなおいしさです。❷常温240日間❸小麦、卵、乳

ゑ沖縄あぐー豚 カレー
本体 500円（税込540円）

乳

ゑ沖縄あぐー豚 カレー
本体 500円（税込540円）

★規格：180g／箱
❶大人向けのスパイスで調味したコクのあるカレーをご賞味ください。❷常温1年間❸小麦、乳

ん琉球 じーまーみとうふ
本体 580円（税込626円）

★規格：（本品63g＋たれ5g）×各3／袋
❶ピーナッツの濃厚な風味が楽しめます。ミネラル豊富な沖縄の海塩・ぬちまーす
で程よい自然な甘みを引き出しました。3個入り。❷常温60日間❸小麦、落花生

ァやわらかてびち
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：500g／袋
❶骨付き豚足（てびち）を醤油ベースのタレで仕上げました。❷常温90日間❸小麦

アらふてぃ（沖縄風豚角煮）
　ごぼう入り

本体 900円（税込972円）
★規格：165g×2／袋
❶皮付き豚ばら肉を沖縄風にじっくり煮込みました。❷常温1年間❸小麦

イ金沢 駅前おでん 夏限定パッケージイ金沢 駅前おでん 夏限定パッケージ
本体 620円（税込669円）

★規格：200g（固形量110g）×2個／箱
❶いかいしるや車麩を使った本格的な金沢おでんです。あっさりとした上品な味わい。暑い時期によ
く冷やしてお召し上がりください。❷常温180日間❸小麦、卵

エプレミアム 
　北海道産白いんげん豆 
　冷たいスープ

エプレミアム 
　北海道産白いんげん豆 
　冷たいスープ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：160g×5袋／箱
❶プラントベースの原材料のみ使用。北海道産白いんげん豆と野菜だしで仕上げた、や
さしい味わいです。❷常温13ヶ月間❸－

カ冷製 かぼちゃのスープカ冷製 かぼちゃのスープ
本体 2,010円（税込2,170円）

★規格：160g×10袋／箱
❶かぼちゃ本来の甘みだけで仕上げました。❷常温1年間❸乳

ガ冷製 とうもろこしのスープガ冷製 とうもろこしのスープ
本体 2,010円（税込2,170円）

★規格：160g×10袋／箱
❶とうもろこし本来の甘みを味わえる、クリーミーな冷製スープです。❷常温1年間❸乳

キ北海道産じゃがいも
　冷たいスープ
キ北海道産じゃがいも
　冷たいスープ

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：160g×5袋／箱
❶風味豊かで甘みがあり、なめらかな舌ざわりの北海道産じゃがいもを限定使用してい
ます。化学調味料無添加。❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

ォプレミアム 
　イタリア産赤パプリカ 
　冷たいスープ

ォプレミアム 
　イタリア産赤パプリカ 
　冷たいスープ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：160g×5袋／箱
❶グリルしたイタリア産赤パプリカと野菜だしで仕上げた、やさしい味わいです。
❷常温13ヶ月間❸小麦、乳

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

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

を与那覇製麺のソーキそば
本体 760円（税込820円）

を与那覇製麺のソーキそば
本体 760円（税込820円）

★規格：324g（めん110g・味付ソーキ30g・沖縄濃縮そばだし22g×各2食）／袋
❶もっちり生めん・じっくり煮込んだソーキ肉・かつお風味のあっさりスープをセット
でお届け。沖縄の味覚を手軽にお楽しみいただけます。❷常温90日間❸小麦

ィ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

ィ北緯40度 盛岡冷麺
本体 1,380円（税込1,490円）

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

涼を感じられる味覚
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調理例調理例

調理例調理例調理例調理例調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

（1箱中）（1箱中）

昔ながらの飛騨の味

のど越しのよいスープです
かぼちゃの味が生きた、
のど越しのよいスープです

厳選したとうもろこしの豊かな甘み 隠し味はソテーオニオン！

爽やかな味わい
グリルして凝縮した素材の甘みと
爽やかな味わい

太くて歯ごたえ充分 水ですすぐだけでプチプチの食感 サク、ほわ、カリッな、ぜいたくサンド

沖縄銘菓3種類の味をお届け

生めん・ソーキ肉・スープの2食分セット生めん・ソーキ肉・スープの2食分セット

メープルときな粉の
ふたつの味をお届け

じーまーみとは、
琉球のことばで
落花生のこと。
漢字で書くと「地豆」。

本場の味をご家庭で

金沢の冬の名物
「金沢おでん」を

冷やして食べるご提案です！
スッキリした白だしで
美味しく食べられます。
金沢ならではの車麩入り！

商品担当 おすすめ！

×5

×5×10×10

×5 ×5

沖縄　フェア沖縄　フェア

落花生が原料のもっちり濃厚な沖縄豆腐 やわらかく煮込んでいるからぷるっぷる！ 豚角煮とごぼうが相性抜群！

国産そばを自社製粉し、戸隠の水で仕上げました

調理例調理例

×2

ひんやり 野菜の 冷製スープ

1食あたり

63kcal
糖質4.0g
塩分1.0g

メープル

くるま麩 1個
大根 1個
しらたき 1個
ちくわ 2個

きな粉

金沢の伝統の大野醤油の「白だし」と、奥能登
地方に古くから伝わる魚醤「いかいしる」を
使った、すっきりとした口当たりなのに深い
旨味があるつゆが特徴です。

金沢おでんとは・・・

冷やして食べる、名物「金沢おでん」はいかが？

ザルで水に浸けて塩を抜くだけで、
簡単に食べられます。

小分けの量もちょうどよく、1袋で1人前くらい。
鮮度も良くてさっぱりおいしい！！

商品担当 おすすめ！

てびちとは豚足の事！
沖縄の伝統料理です。

商品担当 おすすめ！

やさしい味わいのスープ
野菜だしを使った豆の風味がある
やさしい味わいのスープ アスパラガスの味わい

生クリームを加え、優しくしっかりした
アスパラガスの味わい

冷たい水をかけて冷やし茶漬けはいかが？

調理例調理例

味が良く、とても美味しい！

群馬県学校生協 組合員さんの声！群馬県学校生協 組合員さんの声！
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ツらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶鰹の出汁と鶏ガラをきかせた和風しょうゆ味。チャーシュー・コ
ーン・刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のなると入り。容器の高さ約
8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳

シ　　　 仕込みそ「完成品」
本体 2,250円（税込2,430円）

★規格：1kg×4／箱
❶国産大豆100％で仕込んだ学校生協のみそは発酵菌が生きてい
ます。発酵菌がみその香りを作るので、開封したら冷蔵庫には入れず
清潔な容器に移し替え、室温でご利用ください。❷常温6ヶ月間❸－

ス　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,450円（税込4,806円）

★規格：360ml×12／箱

ジ　　　つゆ 3本組
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：360ml×3／箱

〈ズ・セ共通〉❶旨みの荒節・コクの宗田節・香りの本枯節と北海道産真昆布を
粉砕し、最適な分量でブレンドしました。❷常温1年間❸－

ズだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

セだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

ヅうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機
柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間
❸小麦、乳

テそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

デちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

ゼ神戸牛 ビーフカレーゼ神戸牛 ビーフカレー
本体 870円（税込939円）

★規格：160g×3袋／袋
❶神戸ビーフにこだわって栽培したフルーツ玉ねぎを合わせ、じっくりと煮込みました。❷常温2年間❸小麦

タ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食

タ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし×各2食）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

チからだシフト チからだシフト 
　糖質コントロール バターチキンカレー

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：140g×5袋／箱
❶カシューナッツペーストのコクとトマトの甘みのバターチキンカレーです。
❷常温395日間❸小麦、乳　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

ヂ一杯の贅沢 完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×8食／箱
❶完熟トマトと野菜をじっくり煮込み、玉ねぎの甘みとチーズで濃厚な味わいに仕上げました。
❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

ッ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい深く仕上げました。
❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

ソ麺QUICK 
　ベーコン入三種チーズのカルボナーラパスタ
ソ麺QUICK 
　ベーコン入三種チーズのカルボナーラパスタ

本体 880円（税込950円）
★規格：180g×2／袋
❶袋のままレンジで温め、そのまま器に盛り付けるだけ。ゆでたてのようなもちもちの食感を実現しました。❷常温365日間❸小麦、卵、乳

ギおかずツナ 
　うまダレ醤油味

本体 1,320円（税込1,425円）
★規格：（70g×3缶）×2／袋
❶食べ応えのある粗ほぐしにしたツナを特製のうまダレ醤油で味付けしました。
❷常温1095日間❸小麦

クちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058円）

★規格：70g×2袋／袋
❶風味豊かに炊き上げたちりめんとひじきをバランスよくブレンドした、簡単・便利な混ぜ
ごはんの素です。1袋70gに炊いた米2合が目安です。❷常温3ヶ月間❸小麦

グ刻み梅入 ひじきふりかけ
本体 700円（税込756円）

★規格：30g×2／袋
❶梅の酸味とひじきの甘みがくせになる、おいしいふりかけです。❷常温60日間❸－

ケ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

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

ゴお徳用 三陸産カットわかめ
本体 980円（税込1,058円）

★規格：70g／袋
❶みそ汁・お吸い物・サラダなど、手軽にお楽しみいただけます。❷常温365日間❸－

サツナフレーク 食塩・オイル不使用
本体 1,120円（税込1,209円）

★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などにもアレンジいただけ
ます。❷常温2年間❸－

ザほたて屋の釜めしの素
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：200g（固形量120g）×2／袋
❶ごはんに混ぜやすいよう、貝柱をほぐれやすく加工・調味しました。1袋3合用。
❷常温365日間❸小麦

ゲ有明産のり 朝一番ゲ有明産のり 朝一番
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：板のり8枚分（8切64枚）×2本／袋
❶佐賀県有明産原料を独自のたれで味付けしました。❷常温11ヶ月間❸小麦、えび

コお徳用 焼きずのり
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：板のり50枚分（板のり10枚×5袋）／袋
❶僅かなきず（折れ・縮み・穴）があるものを集めました。味・風味には全く問題ありません。
❷常温365日間❸－

〈ジ・ス共通〉❶学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆです。❷常温18ヶ月間❸小麦

ゾいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット
ゾいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：10食（なす・ほうれん草・野菜・なめこ（赤だし）・とうふ×各2食）／袋
❶「いつものおみそ汁」シリーズで人気の5種を2食ずつセットにしました。味のバリエー
ションが手軽に楽しめます。❷常温1年間❸小麦、乳

ダ旨だし スープ 3種セット 
本体 1,100円（税込1,188円）

★規格：もずくスープ×3食・のりスープ×4食・あおさ入りスープ×3食／箱
❶もずく・のり・あおさの具材が手軽に楽しめます。❷常温18ヶ月間❸小麦、卵、乳

定番商品
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調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙 麺・具材・ソースがオールインワンの進化系レトルトパスタ

フリーズドライで栄養・おいしさそのまま「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種 詰め合わせ
「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種 詰め合わせ

人気の味を詰め合わせました フリーズドライで栄養・おいしさそのまま

溶きたまごのふわっとしたのど越しを再現

人気の味を詰め合わせました
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調理例調理例

調理例調理例
調理例調理例

調理例調理例

のり

もずく

あおさ

調理例調理例

とうふ

とうふ

赤だし
野菜 ほうれん草

ほうれん草
なめこ

なめこ

な す
な す

×8

×5

×5

塩分
約4％

大粒の紀州南高梅を漬け込みました 歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり 手巻き寿司に適したしっかりとした質感

三陸の荒波で育った厚みと弾力三陸の荒波で育った厚みと弾力 幅広く使える水煮ツナフレーク 青森県陸奥湾産のほたてを使用

レンジ調理可能のバターチキンカレー 食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

調理例調理例

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：かきたま汁調理例：かきたま汁

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

糖 質
6.8g

1食

糖 質

30％
OFF ※

気仙沼港へ水揚げされた
びん長まぐろを使用

磯の風味豊かな
ソフトタイプ

カリカリ梅とひじきをブレンドしたソフトタイプ

大量生産じゃ
ないからできる
煮詰めた旨さ

学校生協が
組合員様と
一緒に作った

オリジナル商品
調味料（アミノ酸等）無添加

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ 塩分が入ってないので
自然な味の出汁が
取れます

塩分が入ってないので
自然な味の出汁が
取れます 小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　

炊いたお米に混ぜるだけ
なので、チョーかんたん！

上川学校生協 組合員さんの声！上川学校生協 組合員さんの声！

梅が１粒１粒大きくて、
食べごたえがあります。

山口県学校生協 組合員さんの声！山口県学校生協 組合員さんの声！

手軽においしく、いつも
よりたくさん食べてし
まいます。味がヒット！

岡山県学校生協 組合員さんの声！岡山県学校生協 組合員さんの声！

お吸い物にも、みそ汁にも、煮物
にもオールマイティーです！

長崎県学校生協 組合員さんの声！長崎県学校生協 組合員さんの声！

具だくさんで
満足です！

群馬県学校生協 
組合員さんの声！
群馬県学校生協 
組合員さんの声！

酸味の効いた、
でも甘い味が
美味しいです！

岩手県学校生協 
組合員さんの声！
岩手県学校生協 
組合員さんの声！
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2023-チラシNO.618 2023-チラシNO.618

ツらーめんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶鰹の出汁と鶏ガラをきかせた和風しょうゆ味。チャーシュー・コ
ーン・刻みねぎ・メンマ・飛行機柄のなると入り。容器の高さ約
8.7cm。❷常温180日間❸小麦、乳

シ　　　 仕込みそ「完成品」
本体 2,250円（税込2,430円）

★規格：1kg×4／箱
❶国産大豆100％で仕込んだ学校生協のみそは発酵菌が生きてい
ます。発酵菌がみその香りを作るので、開封したら冷蔵庫には入れず
清潔な容器に移し替え、室温でご利用ください。❷常温6ヶ月間❸－

ス　　　つゆ 12本組（徳用）
本体 4,450円（税込4,806円）

★規格：360ml×12／箱

ジ　　　つゆ 3本組
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：360ml×3／箱

〈ズ・セ共通〉❶旨みの荒節・コクの宗田節・香りの本枯節と北海道産真昆布を
粉砕し、最適な分量でブレンドしました。❷常温1年間❸－

ズだしまかせ 3袋
本体 2,100円（税込2,268円）

★規格：75g（5g×15）×3／袋

セだしまかせ 10袋 徳用
本体 6,400円（税込6,912円）

★規格：75g（5g×15）×10／箱

ヅうどんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

★規格：37g×15個／箱
❶利尻昆布の出汁をきかせた関西風うどん。油揚げ・ねぎ・飛行機
柄のかまぼこ入り。容器の高さ約8.7cm。❷常温180日間
❸小麦、乳

テそばですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

デちゃんぽんですかい
本体 2,130円（税込2,300円）

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

ゼ神戸牛 ビーフカレーゼ神戸牛 ビーフカレー
本体 870円（税込939円）

★規格：160g×3袋／袋
❶神戸ビーフにこだわって栽培したフルーツ玉ねぎを合わせ、じっくりと煮込みました。❷常温2年間❸小麦

タ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食

タ減塩 
　いつものおみそ汁 
　5種セット10食

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：10食（なす・とうふ・なめこ・ほうれん草・赤だし×各2食）／箱
❶各具材との相性に合わせてみそとだしを選んだ、毎日でも食べたくなるおみそ汁の
減塩タイプです。❷常温1年間❸小麦、乳

チからだシフト チからだシフト 
　糖質コントロール バターチキンカレー

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：140g×5袋／箱
❶カシューナッツペーストのコクとトマトの甘みのバターチキンカレーです。
❷常温395日間❸小麦、乳　※糖質比較：日本食品標準成分表2020年版（八訂）

ヂ一杯の贅沢 完熟トマトスープ 
　イタリア産オリーブオイル使用

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：10g×8食／箱
❶完熟トマトと野菜をじっくり煮込み、玉ねぎの甘みとチーズで濃厚な味わいに仕上げました。
❷常温18ヶ月間❸小麦、乳

ッ本格派 たまごスープ
本体 1,800円（税込1,944円）

★規格：8g×20食／箱
❶たまごのボリューム感をアップし、鶏と昆布の合わせだしで味わい深く仕上げました。
❷常温24ヶ月間❸小麦、卵、乳、かに

ソ麺QUICK 
　ベーコン入三種チーズのカルボナーラパスタ
ソ麺QUICK 
　ベーコン入三種チーズのカルボナーラパスタ

本体 880円（税込950円）
★規格：180g×2／袋
❶袋のままレンジで温め、そのまま器に盛り付けるだけ。ゆでたてのようなもちもちの食感を実現しました。❷常温365日間❸小麦、卵、乳

ギおかずツナ 
　うまダレ醤油味

本体 1,320円（税込1,425円）
★規格：（70g×3缶）×2／袋
❶食べ応えのある粗ほぐしにしたツナを特製のうまダレ醤油で味付けしました。
❷常温1095日間❸小麦

クちりめんとひじきの混ぜご飯
本体 980円（税込1,058円）

★規格：70g×2袋／袋
❶風味豊かに炊き上げたちりめんとひじきをバランスよくブレンドした、簡単・便利な混ぜ
ごはんの素です。1袋70gに炊いた米2合が目安です。❷常温3ヶ月間❸小麦

グ刻み梅入 ひじきふりかけ
本体 700円（税込756円）

★規格：30g×2／袋
❶梅の酸味とひじきの甘みがくせになる、おいしいふりかけです。❷常温60日間❸－

ケ紀州産南高梅 
　はちみつ仕込み

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

ゴお徳用 三陸産カットわかめ
本体 980円（税込1,058円）

★規格：70g／袋
❶みそ汁・お吸い物・サラダなど、手軽にお楽しみいただけます。❷常温365日間❸－

サツナフレーク 食塩・オイル不使用
本体 1,120円（税込1,209円）

★規格：70g×8／箱
❶開封簡単。サラダやパスタのほか、グラタン、和風のお惣菜などにもアレンジいただけ
ます。❷常温2年間❸－

ザほたて屋の釜めしの素
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：200g（固形量120g）×2／袋
❶ごはんに混ぜやすいよう、貝柱をほぐれやすく加工・調味しました。1袋3合用。
❷常温365日間❸小麦

ゲ有明産のり 朝一番ゲ有明産のり 朝一番
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：板のり8枚分（8切64枚）×2本／袋
❶佐賀県有明産原料を独自のたれで味付けしました。❷常温11ヶ月間❸小麦、えび

コお徳用 焼きずのり
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：板のり50枚分（板のり10枚×5袋）／袋
❶僅かなきず（折れ・縮み・穴）があるものを集めました。味・風味には全く問題ありません。
❷常温365日間❸－

〈ジ・ス共通〉❶学校生協オリジナルの2倍濃縮つゆです。❷常温18ヶ月間❸小麦

ゾいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット
ゾいつものおみそ汁 
　10食バラエティセット

本体 1,100円（税込1,188円）
★規格：10食（なす・ほうれん草・野菜・なめこ（赤だし）・とうふ×各2食）／袋
❶「いつものおみそ汁」シリーズで人気の5種を2食ずつセットにしました。味のバリエー
ションが手軽に楽しめます。❷常温1年間❸小麦、乳

ダ旨だし スープ 3種セット 
本体 1,100円（税込1,188円）

★規格：もずくスープ×3食・のりスープ×4食・あおさ入りスープ×3食／箱
❶もずく・のり・あおさの具材が手軽に楽しめます。❷常温18ヶ月間❸小麦、卵、乳

定番商品
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調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例 調理例調理例

神戸牛の旨みとフルーツ玉ねぎの甘みが絶妙 麺・具材・ソースがオールインワンの進化系レトルトパスタ

フリーズドライで栄養・おいしさそのまま「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種 詰め合わせ
「減塩 いつものおみそ汁」の
人気シリーズ5種 詰め合わせ

人気の味を詰め合わせました フリーズドライで栄養・おいしさそのまま

溶きたまごのふわっとしたのど越しを再現

人気の味を詰め合わせました
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調理例調理例
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調理例調理例
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調理例調理例

とうふ

とうふ

赤だし
野菜 ほうれん草

ほうれん草
なめこ

なめこ

な す
な す

×8

×5

×5

塩分
約4％

大粒の紀州南高梅を漬け込みました 歯切れのよい味付けのり歯切れのよい味付けのり 手巻き寿司に適したしっかりとした質感

三陸の荒波で育った厚みと弾力三陸の荒波で育った厚みと弾力 幅広く使える水煮ツナフレーク 青森県陸奥湾産のほたてを使用

レンジ調理可能のバターチキンカレー 食べごたえある贅沢スープ食べごたえある贅沢スープ

調理例調理例

調理例：けんちん汁調理例：けんちん汁

調理例：かきたま汁調理例：かきたま汁

調理例調理例

調理例調理例 調理例調理例

糖 質
6.8g

1食

糖 質

30％
OFF ※

気仙沼港へ水揚げされた
びん長まぐろを使用

磯の風味豊かな
ソフトタイプ

カリカリ梅とひじきをブレンドしたソフトタイプ

大量生産じゃ
ないからできる
煮詰めた旨さ

学校生協が
組合員様と
一緒に作った

オリジナル商品
調味料（アミノ酸等）無添加

発酵菌が生きている米糀みそ発酵菌が生きている米糀みそ 塩分が入ってないので
自然な味の出汁が
取れます

塩分が入ってないので
自然な味の出汁が
取れます 小　　腹　　を　　満　　た　　す　　ミ　　ニ　　カ　　ッ　　プ　　麺　　

炊いたお米に混ぜるだけ
なので、チョーかんたん！

上川学校生協 組合員さんの声！上川学校生協 組合員さんの声！

梅が１粒１粒大きくて、
食べごたえがあります。

山口県学校生協 組合員さんの声！山口県学校生協 組合員さんの声！

手軽においしく、いつも
よりたくさん食べてし
まいます。味がヒット！

岡山県学校生協 組合員さんの声！岡山県学校生協 組合員さんの声！

お吸い物にも、みそ汁にも、煮物
にもオールマイティーです！

長崎県学校生協 組合員さんの声！長崎県学校生協 組合員さんの声！

具だくさんで
満足です！

群馬県学校生協 
組合員さんの声！
群馬県学校生協 
組合員さんの声！

酸味の効いた、
でも甘い味が
美味しいです！

岩手県学校生協 
組合員さんの声！
岩手県学校生協 
組合員さんの声！
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初夏の園芸グッズ

光をシャットアウト

雑草の
光合成を
阻止します

水は
通します
水は
通します

繊維密度が高いので、
雑草の発生を防ぎます

平刀

ギザ刃

ト手間いらず 雑草防止シート 1×10m
本体 1,780円（税込1,958円）

★内容：1枚★材質：ポリプロピレン★生産国：中国

ド抜けにくい
　シート押さえピン 20本組

本体 680円（税込748円）
★内容：20本組★サイズ：約直径3.5×15.5cm★材質：ポリプロピレン、
ナイロン、ポリエチレン★生産国：中国
※シート固定以外では使用しないでください。

ニ草枯れ一番 PLUS
本体 928円（税込1,020円）

★内容量：800g★使用量目安：1本あたり3㎡★成分：食塩（天日塩）、ゼオライト（砂）、
ハーブ精油★生産国：日本
※農薬ではありません。※農作物・樹木・芝・花等の植物の栽培・管理には使えません。
※パッケージが変更になる可能性があります。

ヌ国産カット敷きわら 12L
本体 598円（税込657円）

★内容量：約12L★材質：稲わら★生産国：日本

バ握りやすいカチカチ剪定ばさみ
本体 1,480円（税込1,628円）

★サイズ：全長20cm★材質：ハンドル部＝アルミニウム合金・TPE樹脂、刃部＝炭素
工具鋼SK5★生産国：中国
※本品は枝木専用です。プラスチック・金属類の切断には使用しないでください。

ヒニューガーデン ひざ当てパッド
本体 2,200円（税込2,420円）

★内容：2個入り★サイズ：約17.5×23×7.5cm★適応サイズ：ひざ周り
50cm★材質：ポリエステル、天然ゴム、EVA★生産国：台湾
※洗えません。汚れたら湿った布で拭き取ってください。

ビ和種はっか油スプレー
本体 900円（税込990円）

★内容量：10ml★サイズ：約2×2×9.3cm★重量：約27g★成分：はっか
油★材質：容器＝ガラス、キャップ＝PP、スプレー＝PE・PP、ラベル＝PP、
外箱＝紙★生産国：日本
※本品は医薬品・医薬部外品・化粧品・食品ではありません。
※原液を皮膚・粘膜に付けないでください。

パ速効サビ取り
本体 1,980円（税込2,178円）

★内容量：500ml★成分：非イオン系界面活性剤（3％ポリオキシエチレンアルキルエーテル・
アミドプロピルベタイン）、チオグリコール酸アンモニウム★生産国：日本
※時間が経過したサビは落ちにくい場合があります。

ナコケ・カビ洗浄中 500ml
本体 980円（税込1,078円）

★内容量：約500ml★液性：中性★成分：塩化アルキルジメチルベン
ジルアンモニウム、銅化合物、防腐剤★生産国：日本
※容器やデザインが変更になることがあります。

ネコイルホース
本体 2,780円（税込3,058円）

★サイズ：ホース＝内径8mm、外径＝13mm★有効使用範囲：7.5m★材質：ポリウ
レタン、ABS樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂★生産国：台湾
●散水パターンは7種類。水撒・掃除・洗車など、多用途に使えます。
※使用後はよく水を抜き、直射日光を避けて保管してください。

ハごそっと草とれ太
本体 1,780円（税込1,958円）

★色：ピンク★サイズ：約8.5×4.5×35.5cm★重量：約175g★材質：刃＝特殊鋼、柄
＝天然木（ビーチ）、鋲＝鉄（メッキ）★生産国：日本

ノ除草鎌 長柄
本体 1,380円（税込1,518円）

★色：ピンク★サイズ：約12.5×2.5×32cm★重量：約110g★材質：刃＝ステンレス鋼、
柄＝天然木（ビーチ）、口金＝鉄（黒静電塗装）、鋲＝鉄（ユニクロメッキ）★生産国：日本
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使用時

お好みの
サイズにカット
OK！

雑草防止シートや

ブルーシートの固定
にシートで

雑草を生えにくく ！

未使用時

シートを敷いて上に
じゃりや砂を被せます

約1mの間隔
で打ち込むと
シートがめくれ
にくい

（約）3.5cm

（約）15.5cm

あわせてどうぞ！あわせてどうぞ！
20
本組

上部フラットタイプで

つまづきも軽減！
トゲ形状で
しっかり固定！

先端トンガリでしっか
り刺さる！

化学
合成成分
不使用

天日塩とハーブのWパワー天日塩とハーブのWパワー マルチングにも使えるマルチングにも使える 形状記憶ホースで巻き取る手間なし形状記憶ホースで巻き取る手間なし
散布当日

散布3カ月後

約
3㎡分

非農耕地
専用

両利き
OK

枝の直径
2cmまで
カットOK

段階的にカチカチ切り込める
剪定ばさみ
段階的にカチカチ切り込める
剪定ばさみ

● 滑りにくいグリップで
　 疲れにくい

● ひも穴付

● 枝から握り手をガード
● 開閉ストッパー付き

切り込む、開くを
繰り返して切断完了

3段階の
ラチェット機能で
ラクラク切断 ！

鉄と炭素の
合金
炭素綱

ヤニ、汚れに
強い

フッ素加工
+

ス
パ
ッ
と

　軽
〜
く
切
れ
る

ス
パ
ッ
と

　軽
〜
く
切
れ
る

ひざを
すっぽり
カバー

ひざを汚さず衝撃を吸収！ひざを汚さず衝撃を吸収！こすらず速効サビがきれいに
清涼感と

ほのかな甘さを感じる

　日本原産ミントを
使用

はっか特有の清涼感で
リフレッシュ＆リラックス!
はっか特有の清涼感で
リフレッシュ＆リラックス!

ガーデニング・
清掃・DIY等に

クッション材が
ひざの衝撃を吸収して
作業ラクラク

クッション材が
ひざの衝撃を吸収して
作業ラクラク

ワンタッチで着脱簡単

花粉の時期
梅雨のじめじめした季節

夏の暑さ対策に
おすすめ

花粉の時期
梅雨のじめじめした季節

夏の暑さ対策に
おすすめ

園芸
用品

自転車
など

サビに反応して
紫に変色、分解
サビに反応して
紫に変色、分解

スプレーしてスプレーして

水で流すだけ！水で流すだけ！

サビに反応して
変色・分解！

コケやカビにスプレーするだけで水洗い不要
1本につき
約5～10㎡
が使用目安

屋外用

水洗い
不要

外壁・ベランダ・玄関
・タイル・

レンガなどに
外壁・ベランダ・玄関

・タイル・

レンガなどに

散

水パ
ターンは7種類

散

水パ
ターンは7種類

こすり洗い
しにくい
刃部分の
サビも…

キレイに！

中性タイプ
酸性に比べて

サビを誘発しにくい

細めの
グリップ形状

大きな刃で雑草を
しっかりキャッチ

〈横から見た図〉

座って作業が
しやすい角度

壁際の雑草にも

平刀

ギザ刃

土ならしに

硬い草の根を
引き抜いたり
土堀りに

平刃とギザ刃を
使い分けできます

硬い草も根元からスパッと切れます

しっかり草を
つかむ波刃

地面に沿うような角度の刃で使いやすい

長時間作業の
負担を減らします

サビに強い
ステンレス鋼

約32cm約32cm

刃部拡大

マルチングとは、植えた植物
の地表面（株元）をビニールなどで
覆うことで、雑草の発生のほか、
病害虫の発生や水分の蒸発を防ぐ
ことができます。

お正月飾りの
端材を使用

土が見えなくなるぐらいに敷いて

冷地の保温

土の跳ね返りによる病害虫の予防 雑草の予防

夏場や植え付け後の乾燥予防

天然素材で腐食後は
土に混ざります

（
使
用
前
）

（
使
用
例
）

使用前使用前 使用例使用例
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※このチラシに掲載している商品は、食品添加物の必要性・安全性に
　考慮し、日本生活協同組合連合会 ＣＯ・ＯＰ商品の食品添加物基準
　が指定する不使用添加物は一切使用していません。

※原材料、全曲目はこちらをご覧ください。
https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

※商品の規格区分は、❶商品特長❷賞味期間で表記されております。(賞味期間
とは、製造年月日より美味しくいただける期間を意味しています。)❸アレルギー
表示は特定原材料品〔卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに〕を案内しています。
特定原材料品目を使用していない場合は「－」と表示します。

　　　　　　　　  ご注文は所属生協指定の申込書に必要事項をご記入ください。
ご注文いただいたときの組合員の皆様の個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
それ以外の目的では利用いたしません。
⑴ ご注文いただいた商品の発送（商品発送のために出荷元に個人情報を委託します。）
⑵ 商品代金の請求 ⑶ ご注文の確認作業 ⑷ 商品の感想をお聞きする場合の連絡先

個人情報の扱い

※書籍の帯の有無や商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。
※著作物については不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。 学校生活協同組合

2023-チラシNO.6182023-チラシNO.618

学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）

検索学協くん「学協くん」で、
 検索！

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

季節にぴったりの
爽やかなあじわいの
菓子・飲料を
あつめました！

えタコライス
★規格：240g（タコスミート68g・ホットソース12g×各3袋）／袋
❶オリジナルブレンドスパイスで煮込んだタコスミートと、辛さを引き立てるホットソースのセットです。3食入り。❷常温1年間❸小麦、乳

ぇまめぴよ ココア味
★規格：125ml×24本／箱
❶カルシウムと鉄を含んだ、ココア味の豆乳飲料です。
飲み切りサイズ。❷常温180日間❸－

Ζ銀座千疋屋 フルーツラング
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：12個（メロン8個・いちご4個）／箱
❶薄くさっくりと焼き上げたクッキーにメロン・いちごのチョコレートをそれぞれサンド
しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

ぃNIPPON 
　フルーツバー アソート

本体 2,200円（税込2,376円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとして
お召し上がりいただけます。❷常温10ヶ月間❸－

ぃNIPPON 
　フルーツバー アソート

本体 2,200円（税込2,376円）
★規格：80g×20本（5種類×4本）／箱
❶各産地の果実のおいしさを手軽にシャーベットとして
お召し上がりいただけます。❷常温10ヶ月間❸－

いプチ 白くまくんゼリー 練乳風味
本体 600円（税込648円）

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

ぅ冷やしぜんざい
本体 690円（税込745円）

★規格：6個／箱
❶北海道産小豆を日光伏流水で仕込んで丁寧に炊き上げ、自然な旨みを引き出しました。
上品な味わいです。❷常温90日間❸－

う杏仁豆腐
本体 1,830円（税込1,976円）

★規格：300g×12個／箱
❶杏仁豆腐に黄桃・みかん・パインを加えました。甘さ控えめ、たっぷり300g。　
ソフトでなめらかな食感です。❷常温90日間❸乳
※さくらんぼは入っておりません。

（税込1,555円）

本体本体

Η銀座千疋屋 
　フルーツクーヘン いちご

本体 1,500円（税込1,620円）
★規格：1個（直径約13cm）／箱
❶生地にいちご果汁を練り込んで丁寧に焼き上げた、老舗店のフルーツクーヘンで
す。❷常温70日間❸小麦、卵、乳

Ι岩谷堂羊羹 無選別栗だくさん
本体 1,400円（税込1,512円）

★規格：410g／化粧箱
❶伝統の技術で製造した、無選別栗がたっぷりの岩手銘菓です。❷常温240日間❸－

ΘMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

ΘMAISON KAYSER 
　はちみつフロランタンと
　大人のキャラメルクッキー

本体 1,350円（税込1,458円）
★規格：15個（はちみつフロランタン6個・大人のキャラメルクッキー9個）／箱
❶はちみつの風味豊かなフロランタンとほろ苦いキャラメルをきかせた大人のキャ
ラメルクッキーをアソートしました。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Κ加賀百万石 きんつば
本体 500円（税込540円）

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

Λ坂井宏行のガトーレーズン
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：5個／箱
❶アーモンドプードルや蜂蜜を加えたボリュームたっぷりのクッキー生地で、なめらか
なコクのホワイトガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンをサンドしました。❷常温
90日間❸小麦、卵、乳

Μ銀座フィナンシェ
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：8個／箱
❶米粉の素朴でやさしい味わいに、アーモンドの香ばしさとバターの芳醇さが広がり
ます。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

ΝH.ソルメルティサンド
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：15個／箱
❶平成に流行った生キャラメルと塩スイーツを参考に、新たな時代のスイーツを生
み出しました。❷常温180日間❸小麦、卵、乳

Π塩バタードーナツ棒
本体 926円（税込1,000円）

★規格：20本／箱
❶良質な脂肪が含まれているグラスフェッドバターを一部使用。上品なコクとあっ
さりとした後味のドーナツです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

Οロータス ビスコフ 
　オリジナルカラメルビスケット

本体 790円（税込853円）
★規格：312.5g（個包装・約50枚入り）／袋
❶ベルギーでビスケット一筋90余年・ロータス社のシナモン風味ビスケットです。
❷常温365日間❸小麦

Ξレモンケーキ
本体 1,334円（税込1,440円）

★規格：6個／箱
❶レモン果汁を加えて焼き上げた生地にアプリコットジャムを浸した、甘酸っぱい
レモンケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

（税込777円）

本体本体
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今月の今月の 応援
商品！応援商
品！応援商
品！

応援商
品！ お得な価格で組合員の生活を応援する商品です

調理例調理例

ご家庭で手軽にタコライスご家庭で手軽にタコライス

×各4

6月号
6月号

国産果実の
おいしさを
シャーベットで

練乳風味の
一口サイズ
練乳風味の
一口サイズ

黄桃・みかん・パインと
杏仁豆腐がよく合います北海道産小豆の

自然な風味と甘み

黄桃・みかん・パインと
杏仁豆腐がよく合います北海道産小豆の

自然な風味と甘み

H.（エイチドット）は、
「新たな時代へ平成の
思い出を紡いでいき
たい」という思いから
誕生しました。

ココア味の飲みやすい豆乳飲料
鉄Ca

×24

×12

有名店の
あじを
おうちで

ほんのり甘い果実の香りと上品で
やさしい味わい

千疋屋が厳選したいちご果汁を使用

パリに本店を置く人気ブーランジェリー

ガナッシュクリームとラム酒漬けレーズンの
リッチな味わい

爽やかな酸味

栗がぎっしり！ 銅板で一面ずつ焼き上げました

もっちりしっとり食感の
米粉をブレンドしたフィナンシェ

塩キャラメル味の生地で
キャラメルクリームをサンド

パリッとした口あたり、
程よい甘さとシナモンの香り

バターの上品なコクと
まろやかな塩味がクセになります

8ページ「沖縄フェア」も
併せてご覧ください！！

シャリシャリ食感で、夏に
ピッタリです！

富山県学校生協 組合員さんの声！富山県学校生協 組合員さんの声！

いつも常備しておかないと落ち
着かないくらいはまっています。

和歌山県学校生協 組合員さんの声！和歌山県学校生協 組合員さんの声！

宮崎 北海道 北海道 新潟 福岡

申込締切日およびお届け日については
ご所属の生協のご案内をご確認ください

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