
2022-チラシNO.650

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

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

2022-チラシNO.650

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

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

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

※原材料はこちらをご覧ください。https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。 学校生活協同組合

獲採点ペン＋
　カートリッジインクセット（赤）

本体 900円（税込990円）
★内容：採点ペン（カートリッジ式ソフトペン水性マーキングペン）赤、替チップ
1本、カートリッジインク1本（チップは標準筆記状態でカートリッジインク8本
程度使用可能）、マーキングペン専用カートリッジ4本入り（1本1.2cc入り）　
★材質：胴・中鞘＝PC樹脂、鞘＝アルミにアルマイト染色★生産国：日本

殻チョークホルダー 3色セット
本体 1,120円（税込1,232円）

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

活ASUE Fairtrade Coffee 
　ドリップコーヒー 20杯分

本体 1,580円（税込1,706円）
★規格：160g（8g×20袋）／箱
❶エチオピア産オーガニックコーヒー使用のドリップコーヒー2種をお届けします。簡易抽出タイプ。本
品の売り上げの一部はOne of Love プロジェクトに寄付されます。❷常温365日間❸－

括ヒカリ 
　オーガニックジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）
★規格：250ml×30缶／箱
❶国産有機しょうがを使用し、有機砂糖と有機りんご果汁で爽やか
な甘みを、有機レモン果汁と国産有機すだち果汁ですっきりとした
後味をそれぞれプラスしました。pH調整剤・酸味料不使用。
❷常温18ヶ月間❸－

渇有機プルーン 種ぬき 3袋組
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：135g×3／袋
❶有機栽培されたカリフォルニア産プルーンの種を抜き、しっとりやわらかな食感に仕上げました。
食物繊維やカリウムを含むプルーンを毎日の健康にお役立てください。❷常温365日間❸－

滑小川珈琲店 
　有機珈琲コレクション ドリップ

本体 700円（税込756円）
★規格：10g×10袋／袋
❶調和の取れたまろやかな味わいの「オリジナルブレンド」4袋・香り高
く爽やかな「フェアトレードモカブレンド」3袋・香ばしい苦みに濃厚な味
わいの「バードフレンドリーブレンド」3袋のセットです。❷常温365日間
❸－

各銀座千疋屋 
　フルーツサンド

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：5個／箱
❶なめらかなフルーツクリームと香り豊かな果肉を香ばしい
クッキーでサンドしました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

拡ぶどうと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：185ml×20／箱

撹りんごと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：185ml×20／箱

〈拡・撹共通〉
❶心地よいスパークリングと果実の自然な甘みで贅
沢なひとときをどうぞ。❷常温360日間❸－

核小魚いろいろミックス核小魚いろいろミックス核小魚いろいろミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：30袋／袋
❶各種の個包装を10袋ずつ詰め合わせました。❷常温150日間❸小麦、えび

格アサヒテング ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック
格アサヒテング ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：42g×12袋／袋
❶カリッとした食感のじゃがいもスティックをアサヒテング印のビーフジャーキー味に仕上げました。
❷常温150日間❸小麦

廓京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

本体 980円（税込1,058円）
★規格：1個／箱
❶宇治抹茶と丹波黒種黒豆の風味が上品に調和したパウンドケーキです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

褐業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：171g（5.7g×30袋）／袋
❶1杯あたりしじみ約100個分のオルニチン入り。フリーズドライ
粉末みそが湯にサッと溶けて手軽に楽しめます。30食入り。
❷常温365日間❸小麦

葛業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

葛業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

轄アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：20袋125g（個装紙込み）（カラメルアーモンド・カラメルカ
シューナッツ×各10袋）×2袋／袋
❶食べやすい個包装。そのまま食べても、アイスクリームなどのト
ッピングとしても。❷常温150日間❸－

褐アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

褐アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

轄ねこの手ものびる 
　やきちーず
轄ねこの手ものびる 
　やきちーず

本体 650円（税込702円）
★規格：1枚／袋
❶北海道産チェダーチーズ・クリームチーズ・カマンベールチーズ
を使用。オーブントースターで軽く温めると更においしく召し上が
れます。❷常温120日間❸小麦、乳

且札幌すみれ監修 
　フライドポテト 味噌味

本体 800円（税込864円）
★規格：16g×6／箱
❶1964年創業の札幌を代表する有名ラーメン店が監修。地元産
のじゃがいもを使用し、お店の味噌ラーメンを彷彿とさせる濃厚な
味わいに仕上げました。❷常温180日間❸小麦、乳

食 品 共同購入 NO.650チラシ学校・職域生協新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。
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カートリッジ
インクセット

採点や
文字書きなどの
大量筆記でも
耐久性が高い
ナイロンチップ

使用

コーヒーに合う！ 和のスイーツコーヒーに合う！ 和のスイーツ

ノック式で、
チョークの繰り出し具合を

調整できます

アイボリー

イエロー

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

オレンジ
607申込

番号

先生の 商品担当 おすすめ！

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

エシカル消費、はじめませんか？エシカル消費、はじめませんか？

新登場！個性豊かな一品をどうぞお試しください新登場！個性豊かな一品をどうぞお試しください

なるべく自然の力で育てた
オーガニックな農産物から
つくられました

原料生産者と公正な
価格で取引されている
商品に認証マークを
つけました

渡り鳥が休息する事のできる
森林を保護しながら栽培された
コーヒー豆です

バードフレンドリー®

認証コーヒー

有機JASマーク フェアトレード認証

20袋入

ヒカリの
有機JAS
認証飲料

ヒカリの
有機JAS
認証飲料

×30

調理例調理例

調理例調理例

フェアトレードモカブレンド
バードフレンドリーブレンド

オリジナルブレンド

フェアトレード認証のオーガニックコーヒーフェアトレード認証のオーガニックコーヒー

担　当　お　す　す　め　
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×20

30食入

10杯入

ビーフジャーキー味の珍しいポテトスナックビーフジャーキー味の珍しいポテトスナック
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1894年創業の老舗果物専門店
「銀座千疋屋」のスイーツ

アーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソートアーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソート

マスカットレーズン×2

柚子×1

苺×2

カリフォルニア産有機プルーン100％の自然な甘み

小川珈琲店有機珈琲シリーズの
3種パック

ほたて・あさり・しじみのだしが
しみ渡ります
ほたて・あさり・しじみのだしが
しみ渡ります

ナッツ2種にほろ苦いカラメルを
コーティング
ナッツ2種にほろ苦いカラメルを
コーティング

香ばしく焼き上げた3種の
濃厚チーズ
香ばしく焼き上げた3種の
濃厚チーズ

北海道の老舗「すみれ」監修の
味噌味フライドポテト

商品担当 おすすめ！

申込締切日およびお届け日についてはご所属の生協のご案内をご確認ください
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確北海道プレミアムプリン
本体 790円（税込853円）

★規格：プリン72g・カラメルソース5g×各3個／箱
❶濃厚でなめらかな口当たりの贅沢な味わいです。カラメルソースをかけると苦みがほんの
り甘いプリンに加わり、一層おいしさが広がります。❷常温180日間❸卵、乳

角北信州 野沢菜炒め
本体 990円（税込1,069円）

★規格：255g×2瓶／箱
❶奥信濃の家庭に伝わる野沢菜の油炒めを直火鍋で仕上げました。
❷常温180日間❸小麦

較横濱ハーバー 
　ダブルマロン

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：8個／箱
❶薄くソフトなカステラ生地で、刻んだ栗と栗餡をやさしく包みました。
しっとりとした食感とマロンの味わいが絶妙です。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

郭ういろ
本体 550円（税込594円）

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

赫狭山茶 一口ようかん
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：17g×12本（緑茶・ほうじ茶・紅茶×各4本）／箱
❶無香料・無着色で狭山茶の色・味・香りを最大限生かした、さっぱりし
た甘さです。❷常温8ヶ月間❸小麦、卵、乳

穫北海道 アスパラスープ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：16.5g×15袋／袋
❶北海道産のアスパラを甘みのあるポタージュスープに仕上げました。うきみにクルトン入り
です。❷常温365日間❸小麦、乳

覚福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ
覚福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを福島県産の大豆と果汁を中心にオリジナルブレンドしたたれでやわらか
く仕上げました。❷常温365日間❸小麦、乳

岳黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒セット
岳黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒セット

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：黒糖ドーナツ棒30本×1箱・阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒30本×1箱／箱
❶人気商品の黒糖ドーナツ棒と、姉妹品の阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒をセットでお届け
します。贈答用にも。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

楽宮崎名物 
　鶏炭火焼 九州産赤鶏使用
楽宮崎名物 
　鶏炭火焼 九州産赤鶏使用

本体 800円（税込864円）
★規格：300g／袋
❶濃厚な味わいに炭火の香りが際立つ逸品。湯煎かレンジで温めて手軽に食べられます。調
味料（アミノ酸）・保存料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、乳

額ミニゼリー 葡萄
本体 500円（税込540円）

★規格：16g×50個／袋
❶ぶどう果汁を使用した爽やかな味わいです。一口タイプ。❷常温180日間❸－

割グルテンフリー 
　国産大豆フィナンシェ プレーン
割グルテンフリー 
　国産大豆フィナンシェ プレーン

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：35g×10個／袋
❶脂質は控えめでたんぱく質が豊富な国産大豆粉で作りました。❷常温120日間❸卵、乳

喝豆つぶころころ 大豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：30g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産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－

恰ひとつ上の豆乳 
　成分無調整豆乳
恰ひとつ上の豆乳 
　成分無調整豆乳

本体 2,480円（税込2,678円）
★規格：200ml×24／箱
❶国産プレミアム大豆「るりさやか」を使用。すっきりとした飲み口ながら、大豆本来のコク
と旨みを感じられる無調整豆乳です。大豆固形分11％。❷常温180日間❸－

笠もっちりたい焼き 
　クリーム

本体500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶タピオカ由来の原料を生地に用いて、もっちりした感触に焼き上げ
ました。中のクリームは甘過ぎないやさしい甘さです。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

樫九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

★規格：80g／袋
❶九州産のバターと小麦粉を使用した、高品質のバタークッキーで
す。食品添加物不使用。❷常温90日間❸小麦、乳

橿荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

★規格：80g（8g×10袋）／袋
❶わかめに魚介のエキスを加え、具材に胡麻・荏胡麻・青じそを合わ
せました。個包装1パックあたりしじみ約100個分のオルニチンも配
合しています。❷常温365日間❸小麦、乳

梶糖質をおさえた ドーナツ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶有機豆乳と北海道産全粒粉を使用。体に嬉しい食物繊維入り。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

顎鉄 プラスコラーゲン 
　ウエハース ココア味

本体 500円（税込540円）
★規格：40枚／袋
❶3枚に鉄7.5mg・コラーゲン300mg・カルシウム450mg・ビタミンD9μgを配合しました。
鉄分が不足しがちな方に。❷常温1年間❸小麦、卵、乳

掛おやつカルパス カレー味
本体 500円（税込540円）

★規格：150g（3g×50本）／箱
❶コリアンダー・クミン・メッチなど13種類のスパイスをブレンドしたカレー粉を使用していま
す。❷常温120日間❸－

閣妖怪饅頭ミックス（新聞）
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：12個（こしあん・カスタード・チョコレート×各4個）／箱
❶鳥取県境港市にある水木しげるロードに店舗を持つ、妖怪キャラのかわいい人形焼きで
す。境港の情報満載のオリジナル妖怪新聞で包みました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

学ご飯にかける 中津からあげ
本体 800円（税込864円）

★規格：120g／瓶
❶からあげグランプリ金賞受賞歴のある「あげ処 ぶんごや」（大分県中津）のからあげをそぼ
ろ状にし、たまねぎ・おから・醤油などを配合しました。❷常温365日間❸小麦

隔波積屋謹製 出雲蕎麦
本体 740円（税込799円）

★規格：280g（めん100g・つゆ40g×各2食）／袋
❶出雲の有名そば処「鶴華 波積屋（つるが はづみや）」監修商品。国内産そば粉使用の五割
生そばです。❷常温180日間❸小麦、そば

革ミレービスケット
本体 478円（税込516円）

★規格：30g×6袋×2／袋
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘くてちょっぴり塩味の、昔懐かしい味わ
いです。❷常温210日間❸小麦

鰍まんぞくロカボ 
　クリームチーズケーキ

本体 960円（税込1,036円）
★規格：8個／箱
❶1個あたり糖質13.3gの個食タイプ。糖質制限食品の物足りないイメージを覆すカップケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

鰍まんぞくロカボ 
　クリームチーズケーキ

本体 960円（税込1,036円）
★規格：8個／箱
❶1個あたり糖質13.3gの個食タイプ。糖質制限食品の物足りないイメージを覆すカップケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

潟SUN-RISE 
　4種のロカボ
　ミックスナッツ 7

本体 798円（税込861円）
★規格：175g（25g×7P）／袋
❶1パック25gあたり糖質1.0gの個食タイプ。
毎日のおやつや間食に。
❷常温240日間❸－

2 3

500円均一特集！

ロカボ生活、はじめませんか？

手軽に大豆が摂れる！
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北海道の牛乳と生クリームをふんだんに使用した
贅沢な味わい
北海道の牛乳と生クリームをふんだんに使用した
贅沢な味わい

ごはんに、パスタに、炒飯にごはんに、パスタに、炒飯に

あの妖怪キャラの人形焼き詰め合わせ

ご飯はもちろん、サンドイッチやサラダの具材にも 人気のドーナツ棒をセットでお届け 炭火でじっくり焼き上げた宮崎の郷土料理

国内産そば粉使用の本格出雲そば 高知の代表的なお菓子

横濱で愛され続けて60余年、
ありあけのハーバー
横濱で愛され続けて60余年、
ありあけのハーバー

プレーン・西尾の抹茶味・北海道産小豆味
の3種セット
プレーン・西尾の抹茶味・北海道産小豆味
の3種セット

もっちり生地にクリームを包んで
焼き上げました
もっちり生地にクリームを包んで
焼き上げました

「おいしく楽しく適正糖質」を掲げたロカボスイーツ「おいしく楽しく適正糖質」を掲げたロカボスイーツ

国産大豆粉100％のグルテンフリー クセになる噛み心地
国産プレミアム大豆の成分無調整豆乳

低糖質のナッツを
4種類ミックス

ザクザク・ほろほろの和風バタークッキー 荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ荏胡麻が際立つさっぱり和風スープ ドーナツのおいしさそのままに
糖質をオフ

埼玉県の銘茶・狭山茶を練り込みました埼玉県の銘茶・狭山茶を練り込みました

北海道産グリーンアスパラガスのポタージュスープ北海道産グリーンアスパラガスのポタージュスープ 福島県産の大豆と果汁を使ったたれで煮込みました福島県産の大豆と果汁を使ったたれで煮込みました 一口タイプの葡萄ゼリー一口タイプの葡萄ゼリー 鉄分とコラーゲン配合のココア味ウエハース鉄分とコラーゲン配合のココア味ウエハース みんな大好き！カレー味みんな大好き！カレー味

緑 茶

ほうじ茶

紅 茶

こしあん

カスタード

チョコレート

2人前　つゆ付き

鶴華 波積屋（つるが はづみや）鶴華 波積屋（つるが はづみや）
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確北海道プレミアムプリン
本体 790円（税込853円）

★規格：プリン72g・カラメルソース5g×各3個／箱
❶濃厚でなめらかな口当たりの贅沢な味わいです。カラメルソースをかけると苦みがほんの
り甘いプリンに加わり、一層おいしさが広がります。❷常温180日間❸卵、乳

角北信州 野沢菜炒め
本体 990円（税込1,069円）

★規格：255g×2瓶／箱
❶奥信濃の家庭に伝わる野沢菜の油炒めを直火鍋で仕上げました。
❷常温180日間❸小麦

較横濱ハーバー 
　ダブルマロン

本体 1,440円（税込1,555円）
★規格：8個／箱
❶薄くソフトなカステラ生地で、刻んだ栗と栗餡をやさしく包みました。
しっとりとした食感とマロンの味わいが絶妙です。❷常温60日間
❸小麦、卵、乳

郭ういろ
本体 550円（税込594円）

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

赫狭山茶 一口ようかん
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：17g×12本（緑茶・ほうじ茶・紅茶×各4本）／箱
❶無香料・無着色で狭山茶の色・味・香りを最大限生かした、さっぱりし
た甘さです。❷常温8ヶ月間❸小麦、卵、乳

穫北海道 アスパラスープ
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：16.5g×15袋／袋
❶北海道産のアスパラを甘みのあるポタージュスープに仕上げました。うきみにクルトン入り
です。❷常温365日間❸小麦、乳

覚福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ
覚福島の柔っこい
　もつ煮だべしたっ しょうゆ

本体 800円（税込864円）
★規格：150g×2／袋
❶国産の豚白もつを福島県産の大豆と果汁を中心にオリジナルブレンドしたたれでやわらか
く仕上げました。❷常温365日間❸小麦、乳

岳黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒セット
岳黒糖＆阿蘇ジャージー牛乳 
　ドーナツ棒セット

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：黒糖ドーナツ棒30本×1箱・阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒30本×1箱／箱
❶人気商品の黒糖ドーナツ棒と、姉妹品の阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒をセットでお届け
します。贈答用にも。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

楽宮崎名物 
　鶏炭火焼 九州産赤鶏使用
楽宮崎名物 
　鶏炭火焼 九州産赤鶏使用

本体 800円（税込864円）
★規格：300g／袋
❶濃厚な味わいに炭火の香りが際立つ逸品。湯煎かレンジで温めて手軽に食べられます。調
味料（アミノ酸）・保存料・着色料不使用。❷常温12ヶ月間❸小麦、乳

額ミニゼリー 葡萄
本体 500円（税込540円）

★規格：16g×50個／袋
❶ぶどう果汁を使用した爽やかな味わいです。一口タイプ。❷常温180日間❸－

割グルテンフリー 
　国産大豆フィナンシェ プレーン
割グルテンフリー 
　国産大豆フィナンシェ プレーン

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：35g×10個／袋
❶脂質は控えめでたんぱく質が豊富な国産大豆粉で作りました。❷常温120日間❸卵、乳

喝豆つぶころころ 大豆
本体 1,200円（税込1,296円）

★規格：30g×10袋／袋
❶原材料は全て国産。国産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－

恰ひとつ上の豆乳 
　成分無調整豆乳
恰ひとつ上の豆乳 
　成分無調整豆乳

本体 2,480円（税込2,678円）
★規格：200ml×24／箱
❶国産プレミアム大豆「るりさやか」を使用。すっきりとした飲み口ながら、大豆本来のコク
と旨みを感じられる無調整豆乳です。大豆固形分11％。❷常温180日間❸－

笠もっちりたい焼き 
　クリーム

本体500円（税込540円）
★規格：10個／箱
❶タピオカ由来の原料を生地に用いて、もっちりした感触に焼き上げ
ました。中のクリームは甘過ぎないやさしい甘さです。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

樫九州 純バタークッキー
本体 500円（税込540円）

★規格：80g／袋
❶九州産のバターと小麦粉を使用した、高品質のバタークッキーで
す。食品添加物不使用。❷常温90日間❸小麦、乳

橿荏胡麻スープ
本体 500円（税込540円）

★規格：80g（8g×10袋）／袋
❶わかめに魚介のエキスを加え、具材に胡麻・荏胡麻・青じそを合わ
せました。個包装1パックあたりしじみ約100個分のオルニチンも配
合しています。❷常温365日間❸小麦、乳

梶糖質をおさえた ドーナツ
本体 500円（税込540円）

★規格：10個／箱
❶有機豆乳と北海道産全粒粉を使用。体に嬉しい食物繊維入り。
❷常温60日間❸小麦、卵、乳

顎鉄 プラスコラーゲン 
　ウエハース ココア味

本体 500円（税込540円）
★規格：40枚／袋
❶3枚に鉄7.5mg・コラーゲン300mg・カルシウム450mg・ビタミンD9μgを配合しました。
鉄分が不足しがちな方に。❷常温1年間❸小麦、卵、乳

掛おやつカルパス カレー味
本体 500円（税込540円）

★規格：150g（3g×50本）／箱
❶コリアンダー・クミン・メッチなど13種類のスパイスをブレンドしたカレー粉を使用していま
す。❷常温120日間❸－

閣妖怪饅頭ミックス（新聞）
本体 1,000円（税込1,080円）

★規格：12個（こしあん・カスタード・チョコレート×各4個）／箱
❶鳥取県境港市にある水木しげるロードに店舗を持つ、妖怪キャラのかわいい人形焼きで
す。境港の情報満載のオリジナル妖怪新聞で包みました。❷常温60日間❸小麦、卵、乳

学ご飯にかける 中津からあげ
本体 800円（税込864円）

★規格：120g／瓶
❶からあげグランプリ金賞受賞歴のある「あげ処 ぶんごや」（大分県中津）のからあげをそぼ
ろ状にし、たまねぎ・おから・醤油などを配合しました。❷常温365日間❸小麦

隔波積屋謹製 出雲蕎麦
本体 740円（税込799円）

★規格：280g（めん100g・つゆ40g×各2食）／袋
❶出雲の有名そば処「鶴華 波積屋（つるが はづみや）」監修商品。国内産そば粉使用の五割
生そばです。❷常温180日間❸小麦、そば

革ミレービスケット
本体 478円（税込516円）

★規格：30g×6袋×2／袋
❶さらりと揚げて天日塩で仕上げました。ほんのり甘くてちょっぴり塩味の、昔懐かしい味わ
いです。❷常温210日間❸小麦

鰍まんぞくロカボ 
　クリームチーズケーキ

本体 960円（税込1,036円）
★規格：8個／箱
❶1個あたり糖質13.3gの個食タイプ。糖質制限食品の物足りないイメージを覆すカップケーキです。❷常温60日間❸小麦、卵、乳
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学校生活協同組合が運営する、組合員の方専用の情報サイトです。
最新の教育関連ニュースの閲覧から学校生活お役立ちグッズの販売まで
ご利用いただけます。（一部ご所属の生協によりご利用いただけない場合があります）

学協くん 検索「学協くん」で、
 検索！

2022-チラシNO.650

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

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

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

※原材料はこちらをご覧ください。https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/
※商品のパッケージはメーカー都合により変更することがございます。　
※このチラシは、組合員以外ご利用になれません。 学校生活協同組合

獲採点ペン＋
　カートリッジインクセット（赤）

本体 900円（税込990円）
★内容：採点ペン（カートリッジ式ソフトペン水性マーキングペン）赤、替チップ
1本、カートリッジインク1本（チップは標準筆記状態でカートリッジインク8本
程度使用可能）、マーキングペン専用カートリッジ4本入り（1本1.2cc入り）　
★材質：胴・中鞘＝PC樹脂、鞘＝アルミにアルマイト染色★生産国：日本

殻チョークホルダー 3色セット
本体 1,120円（税込1,232円）

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

活ASUE Fairtrade Coffee 
　ドリップコーヒー 20杯分

本体 1,580円（税込1,706円）
★規格：160g（8g×20袋）／箱
❶エチオピア産オーガニックコーヒー使用のドリップコーヒー2種をお届けします。簡易抽出タイプ。本
品の売り上げの一部はOne of Love プロジェクトに寄付されます。❷常温365日間❸－

括ヒカリ 
　オーガニックジンジャーエール

本体3,960円（税込4,276円）
★規格：250ml×30缶／箱
❶国産有機しょうがを使用し、有機砂糖と有機りんご果汁で爽やか
な甘みを、有機レモン果汁と国産有機すだち果汁ですっきりとした
後味をそれぞれプラスしました。pH調整剤・酸味料不使用。
❷常温18ヶ月間❸－

渇有機プルーン 種ぬき 3袋組
本体 1,480円（税込1,598円）

★規格：135g×3／袋
❶有機栽培されたカリフォルニア産プルーンの種を抜き、しっとりやわらかな食感に仕上げました。
食物繊維やカリウムを含むプルーンを毎日の健康にお役立てください。❷常温365日間❸－

滑小川珈琲店 
　有機珈琲コレクション ドリップ

本体 700円（税込756円）
★規格：10g×10袋／袋
❶調和の取れたまろやかな味わいの「オリジナルブレンド」4袋・香り高
く爽やかな「フェアトレードモカブレンド」3袋・香ばしい苦みに濃厚な味
わいの「バードフレンドリーブレンド」3袋のセットです。❷常温365日間
❸－

各銀座千疋屋 
　フルーツサンド

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：5個／箱
❶なめらかなフルーツクリームと香り豊かな果肉を香ばしい
クッキーでサンドしました。❷常温120日間❸小麦、卵、乳

拡ぶどうと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：185ml×20／箱

撹りんごと微炭酸100％の
　やさしいジュース

本体 1,400円（税込1,512円）
★規格：185ml×20／箱

〈拡・撹共通〉
❶心地よいスパークリングと果実の自然な甘みで贅
沢なひとときをどうぞ。❷常温360日間❸－

核小魚いろいろミックス核小魚いろいろミックス核小魚いろいろミックス
本体 700円（税込756円）

★規格：30袋／袋
❶各種の個包装を10袋ずつ詰め合わせました。❷常温150日間❸小麦、えび

格アサヒテング ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック
格アサヒテング ビーフジャーキー味 
　じゃがスティック

本体 2,000円（税込2,160円）
★規格：42g×12袋／袋
❶カリッとした食感のじゃがいもスティックをアサヒテング印のビーフジャーキー味に仕上げました。
❷常温150日間❸小麦

廓京都小川珈琲 
　パウンドケーキ 抹茶と黒豆

本体 980円（税込1,058円）
★規格：1個／箱
❶宇治抹茶と丹波黒種黒豆の風味が上品に調和したパウンドケーキです。❷常温90日間❸小麦、卵、乳

褐業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

本体 1,000円（税込1,080円）
★規格：171g（5.7g×30袋）／袋
❶1杯あたりしじみ約100個分のオルニチン入り。フリーズドライ
粉末みそが湯にサッと溶けて手軽に楽しめます。30食入り。
❷常温365日間❸小麦

葛業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

葛業務用 
　毎日のおみそ汁 
　貝だし

轄アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

本体 1,200円（税込1,296円）
★規格：20袋125g（個装紙込み）（カラメルアーモンド・カラメルカ
シューナッツ×各10袋）×2袋／袋
❶食べやすい個包装。そのまま食べても、アイスクリームなどのト
ッピングとしても。❷常温150日間❸－

褐アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

褐アーモンド
　＆カシューナッツ 
　カラメリゼ

轄ねこの手ものびる 
　やきちーず
轄ねこの手ものびる 
　やきちーず

本体 650円（税込702円）
★規格：1枚／袋
❶北海道産チェダーチーズ・クリームチーズ・カマンベールチーズ
を使用。オーブントースターで軽く温めると更においしく召し上が
れます。❷常温120日間❸小麦、乳

且札幌すみれ監修 
　フライドポテト 味噌味

本体 800円（税込864円）
★規格：16g×6／箱
❶1964年創業の札幌を代表する有名ラーメン店が監修。地元産
のじゃがいもを使用し、お店の味噌ラーメンを彷彿とさせる濃厚な
味わいに仕上げました。❷常温180日間❸小麦、乳

食 品 共同購入 NO.650チラシ学校・職域生協新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、商品を
お届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご了承ください。
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カートリッジ
インクセット

採点や
文字書きなどの
大量筆記でも
耐久性が高い
ナイロンチップ

使用

コーヒーに合う！ 和のスイーツコーヒーに合う！ 和のスイーツ

ノック式で、
チョークの繰り出し具合を

調整できます

アイボリー

イエロー

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

オレンジ
607申込

番号

先生の 商品担当 おすすめ！

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

エシカル消費、はじめませんか？エシカル消費、はじめませんか？

新登場！個性豊かな一品をどうぞお試しください新登場！個性豊かな一品をどうぞお試しください

なるべく自然の力で育てた
オーガニックな農産物から
つくられました

原料生産者と公正な
価格で取引されている
商品に認証マークを
つけました

渡り鳥が休息する事のできる
森林を保護しながら栽培された
コーヒー豆です

バードフレンドリー®

認証コーヒー

有機JASマーク フェアトレード認証

20袋入

ヒカリの
有機JAS
認証飲料

ヒカリの
有機JAS
認証飲料

×30

調理例調理例

調理例調理例

フェアトレードモカブレンド
バードフレンドリーブレンド

オリジナルブレンド

フェアトレード認証のオーガニックコーヒーフェアトレード認証のオーガニックコーヒー

担　当　お　す　す　め　

604

603

×20

×20

30食入

10杯入

ビーフジャーキー味の珍しいポテトスナックビーフジャーキー味の珍しいポテトスナック
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1894年創業の老舗果物専門店
「銀座千疋屋」のスイーツ

アーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソートアーモンド魚・アーモンドえび・いわしっ子のアソート

マスカットレーズン×2

柚子×1

苺×2

カリフォルニア産有機プルーン100％の自然な甘み

小川珈琲店有機珈琲シリーズの
3種パック

ほたて・あさり・しじみのだしが
しみ渡ります
ほたて・あさり・しじみのだしが
しみ渡ります

ナッツ2種にほろ苦いカラメルを
コーティング
ナッツ2種にほろ苦いカラメルを
コーティング

香ばしく焼き上げた3種の
濃厚チーズ
香ばしく焼き上げた3種の
濃厚チーズ

北海道の老舗「すみれ」監修の
味噌味フライドポテト

商品担当 おすすめ！

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

608申込
番号

603申込
番号

604申込
番号

601申込
番号

602申込
番号

635申込
番号

634申込
番号

637申込
番号

636申込
番号

638申込
番号 639申込

番号 640申込
番号 641申込

番号

605申込
番号

606申込
番号

607申込
番号


