
◆いきいき生協人気商品詰合せをポイントに応じてご用意！！
これまでの人気商品に加え、いきいき生協が全国のうまいものを集めた”うまいものセット”も大人気！！

3,000レポから1,000レポ単位で利用可能コース

セット内容（一例）

・JAふらの　各種カレー

・トマトジュースゆうきくん

・各種スムージー

・手詰め極上胡麻油

・生のり佃煮　　　

             　などご用意しております。

【ご案内】
・3,000レポより、1,000レポ単位で利用可能です。
・うまいものセットの商品内容はお任せとなります。
・10,000レポ以下の場合は、送料分を差し引いての商品内容と
・なりますので、予めご了承ください。

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

備考

いきいき生協うまいものセット

2023/3/20

0001-A
　

いきいき生協うまいもの
セット

商品番号 商品名 画像



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

4,000レポコース

＜セット内容＞

・ごぼう天×6

・上揚×2

・れんこん揚×2

・野菜天×4

・しそ棒天×3

・棒天×4

賞味期限：冷蔵7日間

＜セット内容＞

・黒豚炭焼き焼豚170ｇ

・燻製生ハムロース（スライス）40ｇ

・恵乃石蔵山桜ボロニアソーセージ（スライス）40ｇ

・恵乃石蔵山桜ベーコン（スライス）50ｇ

＜セット内容＞

・鮭巻昆布　太巻１本

・秋鮭の焼漬　３切れ

・鮭のうま煮　150ｇ

・鮭の酒びたし　30ｇ

＜セット内容＞

・料亭の卵ぷりん（108g×6）

・黒みつ（8g×6）

賞味期限：製造より8ヵ月

保存方法：冷凍

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

鮭を使った惣菜3品と鮭の酒びたしを詰合せにしました。

商品番号 商品名 画像 備考

注文を受けてから出荷日に合わせて発注を行い、揚げたてのさつまあげをその日に
出荷。地酒や焼酎で味付けし、 植物性の菜種油で風味よく揚げてあります。
また、すり身にはビタミンＢ１２が含まれています。具材入りもシンプルなさつま揚げも
色々な味を楽しめる詰合せです。

生さつまあげ21個入

0040C

0040B

黒豚モモ肉を使用して炭焼き製法にて仕上げた焼豚と、冷燻と乾燥を繰り返して
仕上げた燻製生ハムロース、山桜の薪で燻製にした香り豊かなベーコンとボロニア
ソーセージをセットにしました。

マイスター山野井
4種セット

新潟村上の
鮭惣菜詰合せ

0040Ｄ

0040Ｅ
博多華味鳥

料亭の卵ぷりん

0040Ｆ
特別栽培米

ななつぼし3ｋｇ

料亭「博多華味鳥」でも人気の卵ぷりんは、「華味卵」という卵を使用しています。
「華味卵」は甘みと強いコクが特徴の卵です。
濃厚で上品な甘さの卵ぷりん、付属の黒みつをかけてお召しあがりください。

北海道から産地直送のおいしいお米をご家庭でお楽しみください。
＜ななつぼしとは＞
いま北海道で一番栽培作付けの多いお米です。粘りがあって冷めても美味しいので
お弁当や寿司飯に向いている品種です。
粒が大きめでたんぱく質含量が低くなりやすいことから本州でも人気があり、
北海道米の美味しさを全国に広めることに貢献しています。



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

6,000レポコース①

＜セット内容＞

・濃厚国産野菜ちょいかけパプリカキャロットドレッシング150ml×1

・濃厚国産野菜ちょいかけハーブドレッシング150ml×1

・濃厚国産野菜ちょいかけパプリカオニオンドレッシング150ml×1

・自然の彩り大葉こしょうマヨネーズ風味150ｇ×1

・自然の彩りゆずマヨネーズ風味150ｇ×1

＜セット内容＞

・棒天×8

・人参揚×2

・上揚×2

・しそ棒天×7

・野菜天×3

・れんこん揚×2

・さつまいも天×3

・ごぼう天×7

賞味期限：冷蔵7日間

＜セット内容＞

・おろしリンゴ

・ラ フランス

・もも 50％

・みかん

・ブルーベリー 50％

　各3本

＜セット内容＞

・塩引鮭切身1切×５　（約350ｇ、賞味期限：冷凍60日）

・鮭の酒びたし30ｇ×３　（賞味期限：常温180日）

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

商品番号 商品名 画像 備考

0060C

注文を受けてから出荷日に合わせて発注を行い、揚げたてのさつまあげをその日に出荷。
地酒や焼酎で味付けし、 植物性の菜種油で風味よく揚げてあります。
また、すり身にはビタミンＢ１２が含まれています。具材入りもシンプルなさつま揚げも
色々な味を楽しめる詰合せです。

濃厚国産野菜
ちょいかけシリーズ

＆
マヨネーズギフト

0060B

生さつまあげ34個入

【いつもの料理にワンスプーン濃厚国産野菜ちょいかけシリーズです】
パプリカキャロットドレッシング
　国産パプリカと国産ニンジンを使用した、お子様でも食べやすい甘めの商品です。
「ちょいかけ」というよりも…ステーキのソースやお子様の大好きなハンバーグの
ソースにおすすめです。
ハーブドレッシング
　国産バジルの豊かな香りと優しい酸味の効いたドレッシングです。
カルパッチョやマリネにもおすすめです。
パプリカオニオンドレッシング
　国産パプリカとオニオンを使用したドレッシングです。サラダはもちろん生ハムやトマト、
チーズにもおすすめです。お料理に何かアクセントをプラスしたい時におすすめ！
ほろ苦さ、また涼感を出してくれるオレガノの香りが癖になる味わいです。
【素材が香るマヨネーズ風味です】
大葉こしょうマヨネーズ風味
　大分産大葉（青じそ）をたっぷりと使用した、大分市ブランド認証商品です。
こしょう（唐辛子）のピリッとした辛さのあとにお口の中でふんわりと優しく広がる大葉ならではの
爽やかな香りが楽しめます。
ゆずマヨネーズ風味
国産ゆずを使用した、和え物やタルタルソースとしておすすめです。香り豊かで癖がなく優しい
味わいに仕上げております。

0060Ｄ
180ml果樹ある生活
ジュースギフト15本

セット

りんご、ラ フランス、もも、みかん、ブルーベリーのギフトジュース
なかひら農場の人気商品を５品セレクトしました!!

塩引鮭・鮭の
酒びたしセット

0060Ｅ

新潟県村上市は古くから「鮭のまち」として知られ、江戸時代中期には村上藩が
「種川の制」を布き、当時としては画期的な鮭の増殖事業に着手し、成功した歴史が
あります。雄の秋鮭と塩のみを原料に昔ながらの手作業で仕込んだ後、寒風干しで
独特の旨みと風味に仕上げた塩引鮭。
「鮭の酒びたし」は真冬から更に初夏の梅雨までの半年間の日陰干しで独特の
風味と旨みを醸します。
ともに鮭のまち・村上の気候風土と先人の知恵が生み出した特産品です。



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

6,000レポコース②

＜セット内容＞

賞味期限：製造より6ヵ月

保存方法：冷凍

＜セット内容＞

・こだわり味噌（200g×2）

・旨辛味噌（200g×2）

・レモンペッパー（200g×2）

・塩ごま油にんにく（200g×2）

賞味期限：製造より1年

保存方法：冷凍

九州産銘柄鶏「華味鳥」を使用し、４種類のバラエティー溢れる焼き鳥に仕上げました。

華味鳥の良質な肉質は、独自のしっかりした歯ごたえを併せ持ち、更に鶏独特の臭みを

抑えている為、充分に鶏の旨みを味わっていただけます。

袋に入れたままレンジで温めるだけの簡単調理の焼き鳥です。　

＜セット内容＞

・華味鳥 もも串、皮串、とりトロ串、つくね串

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各1本入り×5Ｐ）

賞味期限：製造より1年6ヵ月

保存方法：冷凍

＜セット内容＞

・飛騨納豆喰豚ロース　320g、

・飛騨納豆喰豚ばら　320g

紀州南高梅に「はちみつ」を加えて、塩分約8％に漬け上げたまろやかな梅干です。

はちみつ入り梅干800ｇ

保存方法：常温

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

・華味鳥炭火焼140ｇ×4P
・華味鳥鶏節2ｇ×4P　　・特製ダレ15ｇ×4P
・料亭の和風だし（8ｇ×4包）×1袋
・めんたい高菜100ｇ×1P　　・柚胡椒30ｇ×1

名古屋名物の鰻のひつまぶしをヒントに、大切に育てた九州産華味鳥を香ばしく
炭火で焼きあげ、タレや薬味、料亭の和風だしなどでお召し上がりいただける鶏の
ひつまぶしを作りました。鶏の旨みを知り尽くす鶏屋ならではの逸品です。
一膳目はそのままで、次に特製ダレをかけて。二膳目はお好みの薬味をのせて。
三膳目は和風だしをかけて。

0060Ｆ
博多華味鳥監修

鶏ひつまぶし

北海道から産地直送のおいしいお米をご家庭でお楽しみください。
＜ななつぼしとは＞
いま北海道で一番栽培作付けの多いお米です。粘りがあって冷めても美味しいので
お弁当や寿司飯に向いている品種です。
粒が大きめでたんぱく質含量が低くなりやすいことから本州でも人気があり、北海道米の
美味しさを全国に広めることに貢献しています。

南飛騨の自然に囲まれた環境で水・飼料・飼育環境にこだわりぬいて育てた健康な豚肉です。

九州産銘柄鶏華味鳥の希少部位である「肩肉（手羽小間肉）」を使用。ジューシーで、
タレとの相性がよく、ごはんとの相性抜群です。

0060Ｌ
特別栽培米

ななつぼし6ｋｇ

紀州南高梅
はちみつ入り梅干

0060Ｊ

0060Ｋ

飛騨納豆喰豚の
しゃぶしゃぶセット

0060Ｈ

0060Ｇ
九州産華味鳥

鶏トロジューシー
焼きセット

博多華味鳥
焼き鳥セット



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

8,000レポコース

＜セット内容＞

・特上棒天×8

・ごぼう天×5

・野菜天×2

・さつまいも天×2

・人参揚×2

・チーズ天×2

・特上上揚×3

・ごぼう巻×3

・しそ棒天×2

・磯辺巻×2

・れんこん揚×2

賞味期限：冷蔵7日間

＜セット内容＞

・メロン1個　約1.4㎏～

・スイカ1個　約2.0㎏～

注文可能時期：通年

保存方法：常温

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

商品番号 商品名 画像 備考

メロン・スイカセット0080Ｃ

こだわりの作物を、実の選別から荷造りまで、最後まで責任を持って行っています。
一連の作業を全て自分達で行うからこそ、商品に誇りを持って「安全・美味しい」を
様々な面から追求しています。是非一度ご賞味下さい。

地酒や焼酎で味付けし、 植物性の菜種油で風味よく揚げてあります。
また、すり身にはビタミンＢ１２が含まれています。
素材にこだわった美味しいさつま揚げを重箱と風呂敷で包みました。

0080D
特別栽培米

ななつぼし9ｋｇ

北海道から産地直送のおいしいお米をご家庭でお楽しみください。
＜ななつぼしとは＞
いま北海道で一番栽培作付けの多いお米です。粘りがあって冷めても美味しいので
お弁当や寿司飯に向いている品種です。
粒が大きめでたんぱく質含量が低くなりやすいことから本州でも人気があり、北海道米の
美味しさを全国に広めることに貢献しています。

0080B
生さつまあげ

（重箱セット雅R）
33個入



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

12,000レポコース①

＜セット内容＞

・黒豚炭焼き焼豚210ｇ

・黒豚炭焼きみそ漬け焼豚210ｇ

・大谷石蔵手巻きロースハム170g

・合鴨スモークブレスト130g

・ホワイトロースハム120g

・燻製生ハムロース（スライス）40ｇ

・恵乃石蔵山桜ベーコン（スライス）100g

＜セット内容＞

・漁獲時１尾　3.5～3.9ｋｇの秋鮭使用した塩引鮭の１尾分の切身姿造り

＜セット内容＞

・塩引鮭切身1切×１０　（約700ｇ）

・鮭の酒びたし30ｇ×３

・鮭の酒びたし粕漬30ｇ×３

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

商品番号

黒豚モモ肉を醤油ダレ・味噌ダレに漬け込み、炭火で丹念に焼き上げた２種類の焼豚と
ジューシーな合鴨スモークブレスト、柔らかな口当たりのホワイトロースハムなど
バラエティ豊かなセットにしました。

『鮭のまち』として知られる新潟村上市の気候風土と先人の知恵が生み出した特産品です。

塩引鮭　切身姿造り

0120Ｄ

0120B

0120Ｃ

商品名 画像 備考

新潟県村上市は古くから「鮭のまち」として知られ、「鮭の酒びたし」は真冬から更に
初夏の梅雨までの半年間の日陰干しで独特の風味と旨みを醸します。
ともに鮭のまち・村上の気候風土と先人の知恵が生み出した特産品です。
鮭の酒びたし粕漬は、酒粕の風味をお楽しみいただけます。

マイスター山野井
７種セット

新潟県村上市は古くから「鮭のまち」として知られ、江戸時代中期には村上藩が「種川の制」を
布き、当時としては画期的な鮭の増殖事業に着手し、成功した歴史があります。
雄の秋鮭と塩のみを原料に昔ながらの手作業で仕込んだ後、寒風干しで独特の旨みと風味に
仕上げた塩引鮭です。

塩引鮭・鮭の
酒びたしセット



■ポイント利用生協商品！！ どしどしご注文下さい☆

12,000レポコース②

＜セット内容＞

製造より6ヵ月

冷凍

比較的脂肪が少なく、飛騨牛の旨みが味わえます。

＜セット内容＞

・飛騨牛ももすき焼き又はしゃぶしゃぶ　500ｇ

※メーカー都合によりパッケージ、デザイン等が画像と異なる場合があります。

2023/3/20

0120Ｅ

北海道から産地直送のおいしいお米をご家庭でお楽しみください。
＜ななつぼしとは＞
いま北海道で一番栽培作付けの多いお米です。粘りがあって冷めても美味しいので
お弁当や寿司飯に向いている品種です。
粒が大きめでたんぱく質含量が低くなりやすいことから本州でも人気があり、北海道米の
美味しさを全国に広めることに貢献しています。

0120Ｆ

0120Ｇ

0120Ｈ

博多華味鳥
水たき・もつ鍋セット

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。

【水たき】
・水たきスープ600ｇ×2
・華味鳥　切り身300ｇ×1　　・華つくね200g×1
・ちゃんぽん麺180ｇ×1　　・博多ぽん酢220ｍｌ×1
・柚胡椒30ｇ×1
【もつ鍋】
・もつ鍋スープ600ｇ×2
・牛小腸200ｇ×1　　・鶏はらみ100ｇ×1　　・華つくね200ｇ×1
・ちゃんぽん麺180g×1　　・にんにくスライス5ｇ×1
唐辛子1ｇ×1

特別栽培米
ゆめぴりか12ｋｇ

北海道産のゆめぴりかの中でも、産地や生産者・有機栽培などにこだわりぬいた品種の
高級ゆめぴりかをご準備しました。特別な贈り物などにぴったりです。
＜ゆめぴりかとは＞
粘りを阻害するでんぷん＝アミロース含有率が適度に低いので粘りがあり、ふんわり
柔らかな食感が特徴です。メディアを利用した大規模な宣伝で日本中に北海道米の
美味しさを伝えた北海道の期待のお米です。
お水を少なめに炊くことをおすすめします。

飛騨牛ももすき焼き
又は

しゃぶしゃぶ

特別栽培米
ななつぼし12ｋｇ


