■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

これまでの人気商品に加え、いきいき生協全国のうまいものを
集めた”ふるさとうまいものセット”も大人気！！
2020/4/1 更新

4,000ポイント(レポ)コース
商品番号

商品名

画像

備考
宮城県石巻からB-1グランプリ認定！石巻のご当地グルメ「石巻焼き
そば」をはじめとした、北海道・東北のうまいもの5点セット

0040-A

ふるさとうまいものセット
A
北海道・東北編

【セット内容】
・石巻焼きそば ３食入り 1箱
・トマトジュースゆうきくん 190ｇ × 2本
・帆立カレー （240ｇ） １個
・白米ポン（砂糖味）70ｇ または 玄米ポン（黒糖味）70ｇ いずれか１個
・麺ざくざく34ｇ（かき醤油 ・ 仙台辛味噌 ・ 牛たん塩味） いずれか１個

酵素たっぷり味噌屋の糀から作られた、砂糖不使用＆ノンアルコールの
甘酒をはじめとした、うまいもの5点セット。

0040-B

ふるさとうまいものセット
A
関東・中部・近畿編

【セット内容】
・甘酒 490ｍｌ （玄米甘酒 ・ 大麦甘酒 ・ 加賀棒茶玄米甘酒） いずれか１本
・全国麺めぐりラーメン（奈良天理・富山ブラック・岐阜タンメン） いずれか２個
・玄米餅おかき（小）70ｇ （醤油味 ・ 甘醤油味 ・ 七味味） いずれか１個
・はちみつ入り小梅干130ｇ + 白干小梅（昔ながらの味）130ｇ
・ピーナッツ坊や（おこし または キャラメル味） いずれか１個

国内産の契約農家で育てた「黄金千貫」を使用した土佐の名物
「いもけんぴ」をはじめとした、うまいも5点セット。

0040-C

ふるさとうまいものセット
A
中国・四国編

【セット内容】
・レモスコ牡蠣カレー（200ｇ） １個
・馬路村 ぽん酢しょうゆ（360ｍｌ） １本
・けんぴ３袋セット（いもけんぴ 140ｇ、塩けんぴ 145ｇ、胡麻けんぴ 170ｇ）
・出雲の國 宍道湖のしじみ（100ｇ） １個
・馬路村 柚子マーマレード（190ｇ） １個

博多名物水炊きの本格料亭「博多華味鳥」の鍋スープをはじめとした、
九州・沖縄のうまいもの6点セット。

0040-D

ふるさとうまいものセット
A
九州・沖縄編

【セット内容】
・博多華味鳥鍋スープ600ｇ（寄せ鍋・しょうが鍋・キムチ鍋・もつ鍋） いずれか１袋
・博多華味鳥 博多ぽん酢 （330ｍｌ） １本
・大葉ソース（100ｇ） １個
・かごしま黒豚カレー（180ｇ） １個
・はかた地どりカレー（180ｇ） １個
・味くらべ ふりかけ（ゆずこしょう ・ ごまひじき ・ 花ちりめん） いずれか１個

8,000ポイント(レポ)コース
商品番号

商品名

画像

備考
宮城県石巻からはB-1グランプリ認定！石巻のご当地グルメ「石巻焼き
そば」をはじめ、北海道旭川の有機栽培トマトジュースなど、うまいもの
8点セット。

0080-A

ふるさとうまいものセット
B
北海道・東北編

【セット内容】
・鮭熟成フレーク（150g） １個
・トマトジュースゆうきくん（700ｍｌ） １本
・JAふらの ポタージュスープいずれか４点セット
（コーン ・ じゃがいも ・ アスパラガス ・ 甘えび 各160ｇ）
・JAふらの ビーフカレー中辛（180ｇ） 2個
・石巻金華茶漬 2食入り （さんま または 鮭） いずれか１個
・石巻焼きそば ３食入り 1箱
・麺ざくざく34ｇ（かき醤油 ・ 仙台辛味噌 ・ 牛たん塩味） いずれか２個
・おこげ煎餅（80ｇ） １個

酵素たっぷり味噌屋の糀から作られた、砂糖不使用＆ノンアルコールの
甘酒をはじめ、カレーの街よこすかのご当地カレーなど、うまいもの８点
セット。

0080-B

ふるさとうまいものセット
B
関東・中部・近畿編

【セット内容】
・甘酒 490ｍｌ （玄米甘酒 ・ 大麦甘酒 ・ 加賀棒茶玄米甘酒） いずれか１本
・全国麺めぐりラーメン（奈良天理・富山ブラック・岐阜タンメン） いずれか２個
・玄米餅おかき（小）70ｇ （醤油味 ・ 甘醤油味 ・ 七味味） いずれか１個
・よこすか海軍カレー（180ｇ） ２個
・国産野の花蜂蜜（160ｇ） １瓶
・ピーナッツ坊や（おこし または キャラメル味） いずれか２個
・淡路島生のり佃煮（160ｇ） １個
・はちみつ入り小梅干130ｇ + 白干小梅（昔ながらの味）130ｇ

高知県土佐から国内産の契約農家で育てた「黄金千貫」を使用した
土佐の名物「いもけんぴ」をはじめ、自慢のゆずをを使用した馬路村の
ぽん酢しょうゆなど、うまいもの１0点セット。

0080-C

ふるさとうまいものセット
B
中国・四国編

【セット内容】
・食べる玉ねぎオリーブオイル漬（145ｇ） 1個
・レモスコ牡蠣カレー（200ｇ） 2個
・レモスコ味イカ天 または レモスコ味のり天（60ｇ） いずれか１個
・馬路村 ぽん酢しょうゆ（360ｍｌ） １本
・けんぴ３袋セット（いもけんぴ140ｇ、塩けんぴ145ｇ、胡麻けんぴ170ｇ） １セット
・出雲の國 宍道湖のしじみ（100ｇ） １個
・馬路村 柚子マーマレード（190ｇ） １個
・馬路村 ごっくん缶ジュース（180ｍｌ） ３本
・包丁切りさぬき半生うどん（600ｇ） １袋
・四万十川川のり佃煮醤油味（100ｇ） １個

博多名物水炊きの本格料亭「博多華味鳥」の鍋スープをはじめ、九州の
ご当地食材、地鶏・黒豚・和牛を使用したカレーなど、九州・沖縄の
うまいもの10点セット。

0080-D

ふるさとうまいものセット
B
九州・沖縄編

【セット内容】
・博多だし屋のうまかだし １６袋入（8ｇ×16袋 128ｇ） １袋
・博多華味鳥鍋スープ600ｇ（寄せ鍋・しょうが鍋・キムチ鍋・もつ鍋） いずれか２袋
・博多華味鳥 博多ぽん酢（330ｍｌ） １本
・かごしま黒豚カレー（180ｇ） １個
・はかた地どりカレー（180ｇ） １個
・佐賀県和牛カレー （180ｇ） １個
・大葉ソース（100ｇ） １個
・天の紅茶（ティバッグ）32ｇ １袋
・ジンジャーはちみつ200ｍｌ（柚子 または レモン） いずれか１本
・味くらべ ふりかけ（ゆずこしょう ・ ごまひじき ・ 花ちりめん） いずれか１個

いざという時に頼りになります！
防災対策16点セット

0080-E

防災セット ABO-54
頼りになる16点セット

◍サイズ:約340×320×145mm持出袋サイズ/390×450mm
レジャーシートサイズ/900×1600mm
アルミシートサイズ/900×00mm
ゴミ袋サイズ/0.03×650×800mm45L
コートサイズ/身丈110cm•重量:約2040g
◍材質:持出袋/ナイロン(PVアルミコーティング)アルミシート/アルミ・PE樹脂
◍原産国:日本
◍セット内容:<16点>非常持出袋、アルミホイッスル、アルミシート、レジャー
シート、カラーコップ大、救急絆創膏、万能ナイフ、不織布
マスク、軍手すべり止め付、タオル、ノズル付ライター
レインコート、3リットルポリタンク、ゴミ袋(45L10枚)
スーパーライト(電池付)、φ6mm×7mロープ

特上さつまあげを含む選りすぐりの11種類のさつまあげを、高級感溢れる
重箱と風呂敷で包みました。

0080-F

重箱セット 雅R

【商品内容】
さつま揚げ33枚入 特上棒天8本、ごぼう天5枚、人参揚2枚、野菜天2枚
さつまいも天2枚、れんこん揚2枚、ごぼう巻3本、チーズ天2枚
しそ棒天2本、磯辺巻2本、特上上揚3枚
【アレルギー表示】
卵・小麦・乳
出荷日含め７日間（要冷蔵）

製造工程は全て手作業で丁寧に行っていて
とろける果肉、驚くほどジューシーです。
0080-G

吉祥翁梅

容量：18粒

魚沼のお米を使用した絶品おこわ！

0080-H

新潟魚沼の
笹おこわセット

新潟産のもち米と、海と山の幸を贅沢に使ったおこわを
丁寧に笹でくるみました。レンジで温めるだけでふっくら
本格的な味を楽しめます。
笹の爽やかな香りと上品な味付けが自慢の一品です。
【セット内容】
五目笹おこわ(80g×2)、まいたけ笹おこわ(80g×2)
あさり笹おこわ(80g×2)、たこ笹おこわ(80g×2)
鶏ごぼう笹おこわ(80g×2)、赤飯笹おこわ(80g×2)
醤油笹おこわ(80g×2)、ふきのとう笹おこわ(80g×2)

製造工程は全て手作業で丁寧に行っています。
0080-I

近江牛モモ・バラ
切り落とし350ｇ

あっさりとしたモモ肉の旨みと、濃厚でジューシーな
バラ肉の甘みをバランス良く召し上がっていただける商品です。

素材そのまま、まずを味を確かめてみて下さい。

0080-J

烏骨鶏なめらかプリン

今、 注目！
自然の栄養＝プリ ンにしました！
最高級卵ウコッケイ卵使用・健康&美容＝烏 骨鶏プリン
「おいしかった・・・」 と、リピー トご購入に感謝です！
自家農場飼育の新鮮高級うこっけい卵
繁殖期にしか産卵しない烏骨鶏の 貴重な有精卵使用
うこっけいなめらかプリン

可愛いパッケージで贈り物にも最適！
0080-K

180ml りんごジュース
12本詰め合わせセット

りんごの品種をブレンドせず、りんご本来の風味を味わうために品種ごとに
搾った無添加ストレートジュースです。
季節に応じて数品種のジュースを詰め合わせ。
りんごそのものを味わいをお楽しみください。
お口に広がる甘みをぜひ体験してください。

0080-L

マスクメロン
規格A品 箱入り

全国的に珍しい、隔離シートによりメロンの高品質化を実現。
また、一本の木に一番いい実を１個だけ残し、
糖度の高い高品質の当園自慢のマスクメロンです

「華味鳥」の良質な肉質は、ジューシー感としっかりとした歯ごたえを
併せ持ち更に鶏独特の臭みを抑えているため、充分に鶏の旨みを
味わっていただけます。

0080-M

博多華味鳥
串揚げセット

九州産銘柄鶏「華味鳥」を素材として、様々な味わいを造りあげております。
素材の良さを純粋に味わって頂くためにソースではなく、あえて「天草の塩
（自然海塩）」をセットにしております。
串揚げが熱いうちにお好みで軽くつけてお召し上がりください。
＜セット内容＞
・華味鳥 もも串 30ｇ×5
・華味鳥 つくね串 30ｇ×5
・華味鳥 梅しそ巻串 30ｇ×5
・華味鳥 鳥ごぼうコロッケ串 30ｇ×5
・華味鳥 ささみクリームチーズ串 50ｇ×5
・天草の塩 50ｇ×1

ごはんのおかずやお酒の肴にぴったりです。

0080-N

博多華味鳥
とり天＆骨なしピリ辛
チキンセット

●とり天：
九州産銘柄鶏「華味鳥」の皮なしむね肉を天ぷら風に醤油と昆布で
和風に仕上げました。
●骨なしピリ辛チキン：
九州産銘柄鶏「華味鳥」を揚げたあと、甘辛タレに絡め、胡麻を振りかけました。
＜セット内容＞
・華味鳥 とり天 270ｇ×3
・華味鳥 骨なしピリ辛チキン 270ｇ×3

新鮮な「華味鳥」をじっくりと桜などのチップでスモークした
燻製の詰め合わせです。

0080-O

博多華味鳥
味わい燻製セット

燻材のサクラは薫りが良く、特に肉類に用いるとその相乗効果で風味
豊かな燻製に仕上がります。素材の味を損なうことなく仕上げ、
肉の旨味を十分に堪能していただける一品です。
＜セット内容＞
・華味鳥 もも燻製 1本
・華味鳥 パストラミスモーク 1本
・華味鳥 生ハムスライス 100ｇ

12,000ポイント(レポ)コース
商品番号

商品名

画像

備考
宮城県石巻からはB-1グランプリ認定！石巻のご当地グルメ「石巻
焼きそば」をはじめ、北海道旭川の有機栽培トマトジュースや、世界
自然遺産”白神山地”から生まれた乳酸菌を使った甘酒など、うまいもの
10点セット。

0120-A

ふるさとうまいものセット
C
北海道・東北編

【セット内容】
・鮭熟成フレーク（150g） １個
・トマトジュースゆうきくん（700ｍｌ） １本
・帆立カレー (240ｇ) 2個
・JAふらの ポタージュスープいずれか４点セット
（コーン ・ じゃがいも ・ アスパラガス ・ 甘えび 各160ｇ）
・石巻金華茶漬 2食入り （さんま または 鮭） いずれか２個
・石巻焼きそば ３食入り 1箱
・すき昆布ほぐし(20ｇ) 1個
・麺ざくざく34ｇ（かき醤油または仙台辛味噌または牛たん塩味）いずれか３個
・おこげ煎餅（80ｇ） １個
・乳酸菌甘酒「白神ささら」いずれか３本セット（プレーン・蜜柑・林檎 各200ｇ）

酵素たっぷり味噌屋の糀から作られた、砂糖不使用＆ノンアルコールの
甘酒をはじめ、カレーの街よこすかのご当地カレーや、千葉県産の
落花生を使った人気のお菓子類など、うまいもの１０点セット。

0120-B

ふるさとうまいものセット
C
関東・中部・近畿編

【セット内容】
・甘酒 490ｍｌ （玄米甘酒 ・ 大麦甘酒 ・ 加賀棒茶玄米甘酒） いずれか１本
・全国麺めぐりラーメン（奈良天理・富山ブラック・岐阜タンメン） いずれか２個
・玄米餅おかき（小）70ｇ （醤油味 ・ 甘醤油味 ・ 七味味） いずれか２個
・よこすか海軍カレー（180ｇ） ２個
・国産野の花蜂蜜 （600ｇ） １瓶
・ピーナッツ坊や（おこし または キャラメル味） いずれか２個
・豆らっか（10枚入り） １個
・淡路島生のり佃煮（160ｇ） １個
・はちみつ入り小梅干130ｇ + 白干小梅（昔ながらの味）130ｇ
・オニオンスープスティック 60ｇ（5ｇ×12袋） １個

高知県土佐から国内産の契約農家で育てた「黄金千貫」を使用した
土佐の名物「いもけんぴ」をはじめ、自慢のゆずをを使用した馬路村の
ぽん酢しょうゆや、瀬戸内産の広島レモンを使用したレモスコシリーズ
など中国・四国のうまいもの１1点セット。

0120-C

ふるさとうまいものセット
C
中国・四国編

【セット内容】
・食べる玉ねぎオリーブオイル漬（145ｇ） 1個
・レモスコ牡蠣カレー（200ｇ） 2個
・レモスコ味イカ天 または レモスコ味のり天（60ｇ） いずれか2個
・馬路村 ぽん酢しょうゆ（360ｍｌ） １本
・けんぴ３袋セット（いもけんぴ140ｇ、塩けんぴ145ｇ、胡麻けんぴ170ｇ） ２セット
・出雲の國 宍道湖のしじみ（100ｇ） 2個
・馬路村 柚子マーマレード（190ｇ） １個
・馬路村 ごっくん缶ジュース（180ｍｌ） ６本
・包丁切りさぬき半生うどん（600ｇ） １袋
・四万十川川のり佃煮醤油味（100ｇ） 2個
・あさの家しょうが湯（ゆず ・ 甘酒 ・ しょうが） いずれか3個

博多名物水炊きの本格料亭「博多華味鳥」の鍋スープをはじめ、九州の
ご当地食材、地鶏・黒豚・和牛を使用したカレーや、無農薬・無化学肥料
で育てた和紅茶など、九州・沖縄のうまいもの10点セット。

0120-D

ふるさとうまいものセット
C
九州・沖縄編

【セット内容】
・博多だし屋のうまかだし 35袋入（8ｇ×35袋） １袋
・博多華味鳥鍋スープ600ｇ（寄せ鍋・しょうが鍋・キムチ鍋・もつ鍋） いずれか２袋
・博多華味鳥 博多ぽん酢（330ｍｌ） ２本
・かごしま黒豚カレー（180ｇ） ２個
・はかた地どりカレー（180ｇ） ２個
・佐賀県和牛カレー（180ｇ） ２個
・大葉ソース（100ｇ） １個
・天の紅茶（ティバッグ）32ｇ １袋
・ジンジャーはちみつ200ｍｌ （柚子 または レモン） いずれか１本
・味くらべ ふりかけ（ゆずこしょう ・ ごまひじき ・ 花ちりめん） いずれか２個

脂肪が少なめで、しっかりとした肉の旨みが味わえます。
0120-E

飛騨牛焼肉

飛騨牛もも焼肉用：500ｇ

比較的脂肪が少なく、飛騨牛の旨みが味わえます。
0120-F

0120-G

飛騨牛すき焼き

飛騨牛と納豆喰豚
焼肉用

飛騨牛ももすき焼き用：500ｇ

県内唯一の契約農家で育てられた、
飛騨を代表する無投薬健康豚「なっとく豚」。
比較的脂肪の少ないく旨みのある飛騨牛のもも肉と臭みがなく
柔らかで旨味が強い納豆喰豚の肩ロースのセットです。
飛騨牛もも：385ｇ
飛騨納豆喰豚肩ロース：385ｇ

0120-H

飛騨牛と納豆喰豚
しゃぶしゃぶ用

県内唯一の契約農家で育てられた、
飛騨を代表する無投薬健康豚「なっとく豚」。
比較的脂肪の少ないく旨みのある飛騨牛のもも肉と、
臭みがなく柔らかで旨みのある納豆喰豚のロースのセットです。
飛騨牛もも：375ｇ
飛騨納豆喰豚ロース：375ｇ
本場博多の水炊き料亭「博多 華味鳥」の本格的な水たきと、スープと
相性抜群の鶏ハラミを加えたオリジナルのもつ鍋を両方お楽しみ頂けます。
独自の製法で鶏骨をじっくり炊きあげ、コクがありながらサラリとした口当たりの
スープに仕上げた本格的水たきと、九州産銘柄「華味鳥」のハラミとプリップリの
牛小腸を組みあわせたボリューム感あるオリジナルのもつ鍋、どちらも味わえる
お得なセットです。

0120-I

博多華味鳥
水たき・もつ鍋セット

＜セット内容＞
【水たき】
・水たきスープ（2～3名用）600ｇ×2
・ぶつ切り 300ｇ
・切り身 300ｇ
・華つくね 200ｇ
・博多ぽん酢 220ｍｌ
・柚子胡椒 30ｇ

【もつ鍋】
・もつ鍋スープ（2～3名用） 600ｇ×2
・牛小腸 200ｇ
・鶏はらみ 100ｇ
・華つくね 200ｇ
・ちゃんぽん麺 180ｇ
・にんにくスライス 5ｇ
・胡麻 10ｇ
・唐辛子 1ｇ

本場博多の水炊き料亭「博多華味鳥」の本格的な水たきと、ジューシー
感としっかりとした歯ごたえで鶏の旨みを存分に味わえる串揚げを両方
お楽しみ頂けます。
独自の製法で鶏骨をじっくり炊きあげ、コクがありながらサラリとした口当たりの
スープに仕上げた本格的水たきと、九州産銘柄「華味鳥」を素材とした様々な
味わいの串揚げ、どちらも味わえるお得なセットです。
0120-J

博多華味鳥
水たき・串揚げセット

＜セット内容＞
【水たき】
・水たきスープ（2～3名用） 600ｇ×2
・ぶつ切り 300ｇ
・切り身 300ｇ
・華つくね 200ｇ
・博多ぽん酢 220ｍｌ
・柚子胡椒 30ｇ

【串揚げ】
・もも串 30ｇ×5×2袋
・つくね串 30ｇ×5
・梅しそ巻串 30ｇ×5
・鳥ごぼうコロッケ串30ｇ×5×2袋
・ささみクリームチーズ串 50ｇ×5
・天草の塩 50ｇ

