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いつも注文する消費材やお気に入りの消費材をあらかじめ登録しておけば、
注文を毎回しなくてもいいので便利。数量の変更やお休みもカンタンです。

はカンタン3ステップ

牛肉切り落とし320g牛肉切り落とし320g

カタ、モモを中心に複数部位を2mm厚にスライス。3～4人家族で使いやすい量です。　カタ、モモを中心に複数部位を2mm厚にスライス。3～4人家族で使いやすい量です。　
北海道チクレン農協連　北海道チクレン農協連　亜亜6日6日

1,3961,396円円（税込1,508円）（税込1,508円）
100g/436円（税込471円）100g/436円（税込471円）

320g（約160g×2）320g（約160g×2）

802991
ABCD週

802992
AC週

802993
BD週

802995
B週チェ

ック

配達サイクルを決めてください  22 決める
よやくらぶの配達は4週サイクルになっています。それぞれA週・B週・C週・D週と表記しています。

配達のカレンダーは16ページをご覧ください

隔週BD B週とD週に届きますBD週

A週 B週 C週 D週
4週に1度、それぞれ指定の週に
届きます

B週

D週

A週

C週
隔週AC A週とC週に届きますAC週
毎週ABCD週ABCD週

802991  6ケタの数字が注文番号です

予約したい品目を選んでください1 選ぶ

33 申込む 消費材が定期的に届きます

インターネットで予約

個人注文書で予約
or

定期的に届くよ！

わが家はこれにキマリ！

私は隔週で届くAC週！

■アレルゲン情報

（代表的な原材料8物質を表示しています）
卵……《卵》	 乳………《乳》	 小麦…《麦》	
そば…《そば》	 落花生…《落》	 えび…《えび》
かに…《かに》	 大豆……《豆》

● 製造する際や原材料の採取方法等による意図しない混入（コン
タミネーション）については、そば：（そば）のように、（　）で
物質名を表示します。
● 混入量には幅があります。
● 利用前にもう一度包材表示を確認してください。
● 食品衛生法に基づく29アレルゲンは、eくらぶ（インターネット注
文）の消費材詳細画面で確認できます。eくらぶで確認できない
場合はセンター事務局へお問い合わせください。

リユースびん容器使用（生活クラブが回収します） 

冷蔵でお届け 冷凍でお届け

炒める、焼くもの 電子レンジで加熱するもの

亜　賞味期限または消費期限。製造日から180日以内の期限の食品に表示。この期限は製造日
からの日数です。配達日からではありません。

美食百彩は、長年親しんだ消費材を食べて健康に暮らしたい、という組合員の声に応えて生まれた消費
材シリーズ。「食べやすく・美味しく・健やかに」という美食百彩のコンセプトにあった既存の消費材が、
美食百彩SELECTです。

配達サイクルや
申込み方法は
16ページ

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが
休止になることがあります。

予約品の
数量変更や
お休みもOK！

配達は
申込み週以降の
希望週から

 生き生きとした暮らし（Lively、Life）を応援す
る、生活クラブのお勧めブランドです。

微量原料も含め遺伝子組み換え作物は原料に
使っていません。
GM混入防止管理済。微量原料も含め遺伝子組
み換えの混入を防ぐための分別をしています。
主要原材料では遺伝子組み換えの混入を防ぐた
めの分別をしていますが、酸化防止剤（ビタミンEや
ビタミンC）、香料の抽出に使用されるアルコールな
どで、分別されていない原材料を使っています。

塩分。塩分についてはナトリウム値から換算
し掲載しているため、包材の表記と異なる場
合があります。

穐
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よやくらぶには、2つのしくみがあります

ビジョンフード

安心

「つくる」と「食べる」、生産者と組合員をつなぐしくみです。
ビジョンフードを予約して食べることで、持続的な生産と消費の実現をめざしています。

継続的な食べる約束により、通常価格よりもお得になります。（青果を除く）

毎日の必需品やお気に入りの消費材が、定期的に届く便利なしくみです。
日常的に利用する機会の多い消費材の注文をサポートします。人気の高さで選ばれた71品目の予約がで
きます。そのラインナップの中心は、組合員が「使いたい」「語りたい」消費材として選んだL's選定品です。

牛乳 米 鶏卵 青果

ビジョンフードとは 生活クラブの牛乳や鶏卵、米、畜肉、農産物には、国内自給力の向上や生態系の維持など、大きなビジョン（展望）が
あります。そこでこれらをビジョンフードと名付け、安定的な利用をよびかけています。

豚肉 鶏肉 牛肉

生産者の応援になる
牛乳・米

・

鶏卵が
お得に

注文でき
る

注文が

ラクに
なる！

必需品が定期的に届く

魚介製品

防災用品・日用品せっけん類

調味料・調理素材乳製品

生活クラ
ブ

ビギナ
ーに

 オススメ
！

麺類

ソーセージ・ハム

青果 飲料

惣菜

※牛乳200ml×2は値引き対象外

注文が
ラクに

なる
必需品が自動で届く

※原料不足などから一部で欠品が発生する場合、予約した消費材が優先的に届きます。

※原料不足などの際は欠品となる場合があります。

（エルズ）選定品
ふだんの生活に取り入れやすく、組合員みんな
で利用したい使い勝手の良いベーシックな消
費材がラインナップ。「生活クラブを始めたら、
まずはこれを使ってほしい」という品目を、各地
域の組合員の代表が話し合い選んでいます。

800874
A週

800876
C週

組合員に
大人気

組合員に
人気

第2位
組合員に
人気

第3位

マヨネーズ310gびんマヨネーズ310gびん

提携先の鶏卵とリンゴ提携先の鶏卵とリンゴ
酢・米酢を使っていま酢・米酢を使っていま
す。化学調味料は不使す。化学調味料は不使
用。（製造：（株）パニー用。（製造：（株）パニー
デリカ）　719kcal、デリカ）　719kcal、穐穐
1.71g/100g　 オ リ1.71g/100g　 オ リ
エンタル酵母工業（株）　エンタル酵母工業（株）　
亜亜180日180日

446446円円
（（税込482円）税込482円）

アレルゲン卵卵

310g310g 原材料：なたね油原材料：なたね油
（なたね（遺伝子（なたね（遺伝子
組み換え混入防組み換え混入防
止管理済）（オー止管理済）（オー
ストラリア）、ストラリア）、
卵黄（卵を含む）卵黄（卵を含む）
（国産）、醸造酢（国産）、醸造酢
（リンゴ酢、米（リンゴ酢、米
酢）（国内製造）、酢）（国内製造）、
食塩、砂糖、香辛食塩、砂糖、香辛
料料

L's選定品の「L」には「生活（Life）を生きL's選定品の「L」には「生活（Life）を生き
生きとした（Lively）ものにする消費材を生きとした（Lively）ものにする消費材を
使いこなそう（Lesson）」、「's」には「みん使いこなそう（Lesson）」、「's」には「みん
なのもの」と言う意味を込めています。なのもの」と言う意味を込めています。

LIFE…生活LIFE…生活
LIVELY…生き生きとしたLIVELY…生き生きとした
LESSON…使いこなそうLESSON…使いこなそう

みんなのものみんなのもの目印！目印！
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●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。
●ビジョンフードよやくらぶ品目（鶏卵、牛乳※、米、青果）の予約の解約は配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。 ※牛乳200ml×2を除く

鶏
卵

日本の気候風土に適した純国産鶏種のたまごです。
親鶏の健康を第一に、飼料には国産飼料用米も与えて
自給力の向上をめざしています。鶏卵

純国産鶏種のたまご　鶏卵6個パック
330g以上（大小混み） 330g以上（大小混み） ※生産量不足時は312g以上（大小混み）でお届け。※生産量不足時は312g以上（大小混み）でお届け。　　亜亜14日14日 アレルゲン卵卵

鶏舎内で放し飼いされた鶏が巣箱で産む、
平飼いたまご。国産鶏種「もみじ」のたまご
です。洗卵してから冷蔵でお届けします。早
めに冷蔵庫に入れてください。
紙パックはパックの原料として再利用する
ので、配達時に返却をお願いします。

平飼いたまご

取組単協 品　名 AＢＣＤ週 ＡＣ週 ＢＤ週 予約価格
東京・神奈川・埼玉・長野・茨城・栃木・
群馬・ふくしま・庄内・福祉クラブ （会田養鶏） 803161803161 803162803162 803163803163 通常価格312円

（税込337円） ▶▶ 307円（税込332円）

千葉※2 （あいこっこ） 803811803811 803812803812 803813803813 通常価格343円
（税込370円） ▶▶ 338円（税込365円）

平飼いたまご6個平飼いたまご6個 360ｇ以上（大小混み） 360ｇ以上（大小混み） ※生産量不足時は330ｇ以上（大小混み）でお届け。※2：千葉県内の養鶏場で発生した鳥インフルエンザにより、取組みを休止しています。※生産量不足時は330ｇ以上（大小混み）でお届け。※2：千葉県内の養鶏場で発生した鳥インフルエンザにより、取組みを休止しています。  亜亜14日14日　　アレルゲン卵卵

殻の色が濃い「もみじ」と
淡いさくら色の「さくら」
の２品種。どちらも純国
産鶏種です。

提携生産者の埼玉県にある農場で、2022年12月に鳥インフルエンザが発生しました。発
生への対応については全て完了していますが、すぐには元の生産体制に戻せず、一部の地
域では鶏卵10個パックから6個パックに変更しています。提携生産者と力をあわせ、たまご
の生産と供給の全面再開をめざしています。

 「つくる」と「食べる」、生産者と組合員をつなぐしくみです。

 ビジョンフード

5円

通常価格
（税込）より

取組単協 品　名 AＢＣＤ週 ＡＣ週 ＢＤ週 予約価格
東京・神奈川・埼玉・茨城・
栃木・群馬・ふくしま・庄内 （生活クラブたまご） 800881800881 800882800882 800883800883 通常価格239円

（税込258円） ▶▶ 234円（税込253円）

純国産鶏種のたまご　鶏卵10個パック
550g以上（大小混み） 550g以上（大小混み） ※生産量不足時は520g以上（大小混み）でお届け。※生産量不足時は520g以上（大小混み）でお届け。※1：長野はトレーでの取組み　　亜亜14日14日 アレルゲン卵卵

取組単協 品　名 AＢＣＤ週 ＡＣ週 ＢＤ週 予約価格

千葉 （あいこっこ） 800911800911 800912800912 800913800913 通常価格319円
（税込345円） ▶▶ 314円（税込339円）

福祉クラブ （会田養鶏） 803801803801 803802803802 803803803803 通常価格305円
（税込329円） ▶▶ 300円（税込324円）

長野※1 （会田養鶏） 800941800941 800942800942 800943800943 通常価格288円
（税込311円） ▶▶ 283円（税込306円）

山梨 （黒富士農場） 800961800961 800962800962 800963800963 通常価格333円
（税込360円） ▶▶ 328円（税込354円）

静岡 （幾見） 800991800991 800992800992 800993800993 通常価格358円
（税込387円） ▶▶ 353円（税込381円）

愛知 （美濃愛農） 801021801021 801022801022 801023801023 通常価格361円
（税込390円） ▶▶ 356円（税込384円）

岩手・やまがた・青森 （常盤） 801041801041 801042801042 801043801043 通常価格295円
（税込319円） ▶▶ 290円（税込313円）

最
大6円

通常価格通常価格
（税込）より（税込）より
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●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。
●ビジョンフードよやくらぶ品目（鶏卵、牛乳※、米、青果）の予約の解約は配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。 ※牛乳200ml×2を除く

酪農家と共同で建設した牛乳工場でつくる、72℃15秒間殺菌のパス
チャライズド牛乳。飲み続けることで酪農生産の基盤を守ります。牛乳

牛乳 200ml×2 200ml×2 びん入り 
成分無調整

取組単協 ABCD週 通常価格

班
・
個配

東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・静岡・愛知・群馬・
やまがた・栃木・青森・岩手・ふくしま・庄内・福祉クラブ 801091801091 192192円（税込207円）円（税込207円）

アレルゲン乳乳

牛乳 900ml 900ml びん入り 
成分無調整 67kcal、67kcal、穐穐 0.10g/100ml0.10g/100ml

67kcal、67kcal、穐穐0.10g0.10g/100ml/100ml

46kcal、46kcal、穐穐0.11g0.11g/100ml/100ml

134kcal、134kcal、穐穐0.19g/1本200ml　1点/96円（税込104円）0.19g/1本200ml　1点/96円（税込104円）

取組単協 品　名 ABCD週 予約価格

班

東京・神奈川・埼玉・千葉・
長野・茨城・静岡・愛知・群馬

班 前半班 前半
（月・火・水）配達 （月・火・水）配達 800561800561

班 後半班 後半
（木・金・土）配達 （木・金・土）配達 800571800571

山梨・栃木・青森・岩手・ふくしま・
やまがた・福祉クラブ（ポイント）

班班
（週1回、他の消費材と（週1回、他の消費材と

同時配達） 同時配達） 
800591800591

個配
東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・
静岡・愛知・群馬・やまがた・栃木・青森・
岩手・ふくしま・庄内・福祉クラブ

個別配送個別配送 800661800661
アレルゲン乳乳

生乳の風味と栄養がいきた、ほんのり甘みのある基本の牛乳です生乳の風味と栄養がいきた、ほんのり甘みのある基本の牛乳です

ノンホモ牛乳 900ml 900ml びん入り 
成分無調整

取組単協 品　名 ABCD週 予約価格

班

東京・神奈川・埼玉・千葉・
長野・茨城・静岡・愛知・群馬

班 前半 班 前半 
（月・火・水）配達（月・火・水）配達  802621802621

班 後半班 後半
（木・金・土）配達 （木・金・土）配達 802631802631

山梨・栃木・青森・岩手・ふくしま・
やまがた・福祉クラブ（ポイント）

班班
（週1回、他の消費材と（週1回、他の消費材と

同時配達）同時配達）
802641802641

個配
東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・
静岡・愛知・群馬・やまがた・栃木・青森・
岩手・ふくしま・庄内・福祉クラブ

個別配送個別配送 802661802661
アレルゲン乳乳

脂肪分のホモジナイズ（均質化）処理をせず、生乳に最も近い風味脂肪分のホモジナイズ（均質化）処理をせず、生乳に最も近い風味

低脂肪牛乳 1000ml 1000ml 紙パック
取組単協 ABCD週 予約価格

班
・
個配

東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・静岡・愛知・群馬・
やまがた・栃木・青森・岩手・ふくしま・庄内・福祉クラブ 802681802681

アレルゲン乳乳

基本の牛乳から脂肪分を抜き1.4％に調整。さっぱりとした飲み口基本の牛乳から脂肪分を抜き1.4％に調整。さっぱりとした飲み口

基本の牛乳の200mlびん2本セット。便利に使える飲みきりサイズ基本の牛乳の200mlびん2本セット。便利に使える飲みきりサイズ

原材料：生乳100％（国産）原材料：生乳100％（国産）

原材料：生乳100％（国産）原材料：生乳100％（国産）

原材料：生乳100％（国産）原材料：生乳100％（国産）

原材料：生乳100％（国産）原材料：生乳100％（国産）

フ

タの
印刷はむらさ

き

フ

タの
印刷はみどり

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃ 15秒間殺菌　亜7日

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃ 15秒間殺菌　亜7日

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃ 15秒間殺菌　亜7日

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃ 15秒間殺菌　亜7日

飼料価格・生産費の高止まりにより経営的困難に直面している酪農家の生産費の補填などに、牛乳の提携生産
者の新生酪農（株）を通して定期的に寄付します。牛乳900ml、ノンホモ牛乳900ml、低脂肪牛乳1000m、牛乳
200ml×2の4つについて、1品目一律2円を基金とし、共同購入価格にプラスして集めます。

牛乳応援基金

牛
乳

11円

通常価格
（税込）より

11円

通常価格
（税込）より

5円

通常価格
（税込）より

通常価格
263円
（税込284円）（税込284円）▶▶

  253253円円
（税込273円）（税込273円）

通常価格
263円
（税込284円）（税込284円）▶▶

  253253円円
（税込273円）（税込273円）

通常価格
252円
（税込272円）（税込272円）▶▶

  247247円円
（税込267円）（税込267円）
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●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。
●ビジョンフードよやくらぶ品目（鶏卵、牛乳※、米、青果）の予約の解約は配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。 ※牛乳200ml×2を除く

お
米
特
集

生活クラブのお米には「共同開発米」があり、山形・栃木・長野・宮城の提携産地と組合員がいっ
しょにつくっています。持続可能な生産と消費をめざし、農法や品種などお互いに話しあいながら、
環境や安全性に配慮して栽培しています。お米の魅力とともに「予約」のメリットを紹介します。

米 生活クラブのお米

「予約」は、共同開発米の生産を支
える力になります。「予約＝組合
員の食べる約束」によって、
生産者は生産の見通しが立
ち、収入が安定。その分、
顔の見える生産者のお米
を、通常価格よりもおトク
に利用できます。

予約は生産者にもうれしいメリットがたくさん。
たとえば安定した生産が続けられることで、農薬
を減らした米づくりや田んぼの維持、新品種開
発などのチャレンジができるように。今では共同
開発米を通じて農薬を減らした米づくりが各地
域にも広がっています。

ごはんソムリエが伝授！ 共同開発米のおいしさ講座ごはんソムリエが伝授！ 共同開発米のおいしさ講座

田んぼにはお米の生産以外の重要な役割も！一
時的に雨水をためて洪水を防ぐ「天然ダム」とし
ての働きを持っています。さらに多様な生き物を
育み、周辺の環境や産地の景観の維持にもつな
がります。お米は国内で自給できる唯一の穀物で
す。生産者のお米を予約し食べ続けることは、未
来の食の安心を支えます。

組合員と生産者が話しあい、各産地で
独自の栽培基準を決めています。
たとえば農薬を減らすために、
産地で栽培できる品種や農法
までじっくりと協議するなど、
一緒においしくて安心な米づ
くりをすすめています。

通常価格よりも通常価格よりも
おトクな価格におトクな価格に

食べる力が米づくりと未来の食の安心を守る食べる力が米づくりと未来の食の安心を守る

農薬を減らした農薬を減らした
自然にやさしいお米自然にやさしいお米

こまめに草刈りをして、稲の病気や害
虫の被害を防いでいます

田んぼは川の流れを安定させる働き
もあります

お米は品種ごとに味わいや食感に違いが
あります。たとえば「ひとめぼれ」と「まな
むすめ」は粘り気、旨み、香りのバランス
がいいお米です。「コシヒカリ」は、濃い旨
みで冷めてもおいしく食べられます。コシ
ヒカリを改良した「なすひかり」は粒が大
きく、食べごたえ満点！ササニシキの特徴
を引き継いだ「ささゆた香」は、ほどよい
歯ごたえでさっぱりとした味わいです。ぜ
ひお気に入りのお米の品種を見つけてみ
てください！

お米ってとても奥が深いんです！

お米の味わいチャート

ごはんソムリエは、お米やご飯に関するさまざまな知識を
持ち、おいしいご飯を正しく評価できる専門家です。

予約のススメ
予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

ごはんソムリエ
全農パールライス株式会社　永沼 琴さん

全農パールライス株式会社は共同開発米を精米
し、組合員のもとへ届ける生産者です。

みちのく加美米みちのく加美米
（ささゆた香）（ささゆた香）

みちのくみちのく
加美米加美米
（（まなむすめ）まなむすめ）

庄内遊YOU米庄内遊YOU米
（ひとめぼれ）（ひとめぼれ）

那須山麓米那須山麓米
（なすひかり）（なすひかり）

上伊那アルプス米上伊那アルプス米
（コシヒカリ）（コシヒカリ）
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●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。
●ビジョンフードよやくらぶ品目（鶏卵、牛乳※、米、青果）の予約の解約は配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。 ※牛乳200ml×2を除く

お
米
特
集

品　名 A週 B週 C週 D週 予約価格

5㎏5㎏ 800094800094 800095800095 800096800096 800097800097 通常価格2,064円円
 （税込2,229円） （税込2,229円） ▶▶2,0362,036円（税込2,199円）円（税込2,199円）

3㎏3㎏ 800204800204 800206800206 通常価格1,276円円
 （税込1,378円） （税込1,378円） ▶▶1,2481,248円（税込1,348円）円（税込1,348円）

無洗米 5㎏無洗米 5㎏ 800144800144 800145800145 800146800146 800147800147 通常価格2,139円円
 （税込2,310円） （税込2,310円） ▶▶2,1022,102円（税込2,270円）円（税込2,270円）

無洗米 3㎏無洗米 3㎏ 800194800194 800196800196 通常価格1,319円円
 （税込1,425円） （税込1,425円） ▶▶1,2891,289円（税込1,392円）円（税込1,392円）

上伊那アルプス米上伊那アルプス米

みちのく加美米

品　名 A週 B週 C週 D週 予約価格

5kg5kg※※ 800014800014 800015800015 800016800016 800017800017 通常価格2,038円円
 （税込2,201円） （税込2,201円） ▶▶2,0092,009円（税込2,170円）円（税込2,170円）

3kg3kg※※ 800055800055 800057800057 通常価格1,255円円
 （税込1,355円） （税込1,355円） ▶▶1,2281,228円（税込1,326円円（税込1,326円））

無洗米 5kg無洗米 5kg 800024800024 800025800025 800026800026 800027800027 通常価格2,173円円
 （税込2,347円） （税込2,347円） ▶▶2,1482,148円（税込2,320円）円（税込2,320円）

無洗米 3kg無洗米 3kg 800155800155 800157800157 通常価格1,345円円
 （税込1,453円） （税込1,453円） ▶▶1,3111,311円（税込1,416円）円（税込1,416円）

玄米 5kg玄米 5kg 802274802274 802276802276 通常価格1,994円円
 （税込2,154円） （税込2,154円） ▶▶1,9661,966円（税込2,123円）円（税込2,123円）

玄米 3kg玄米 3kg 800045800045 800047800047 通常価格1,232円円
 （税込1,331円） （税込1,331円） ▶▶1,2041,204円（税込1,300円）円（税込1,300円）

胚芽精米 胚芽精米 
5kg5kg 800214800214 800215800215 800216800216 800217800217 通常価格2,044円円

 （税込2,208円） （税込2,208円） ▶▶2,0122,012円（税込2,173円（税込2,173円）円）

品　名 A週 B週 C週 D週 予約価格
ささゆた香 
5kg 802164802164 802165802165 802166802166 802167802167 通常価格2,113円円

 （税込2,282円） （税込2,282円） ▶▶2,0742,074円（税込2,240円）円（税込2,240円）

無洗米 
ささゆた香 3kg 802174802174 802176802176 通常価格1,331円円

 （税込1,437円） （税込1,437円） ▶▶1,2921,292円（税込1,395円円（税込1,395円））

まなむすめ 
5kg 802144802144 802145802145 802146802146 802147802147 通常価格1,865円円

 （税込2,014円） （税込2,014円） ▶▶1,8291,829円（税込1,975円）円（税込1,975円）

無洗米 
まなむすめ 3kg 802155802155 802157802157 通常価格1,192円円

 （税込1,287円） （税込1,287円） ▶▶1,1571,157円（税込1,250円）円（税込1,250円）

庄内遊YOU米
生産者：	JA庄内みどり／
　　　		遊佐町共同開発米部会（山形県）

品　名 A週 B週 C週 D週 予約価格

5kg5kg 800074800074 800075800075 800076800076 800077800077 通常価格2,002円円
 （税込2,162円） （税込2,162円） ▶▶1,9751,975円（税込2,133円）円（税込2,133円）

3kg3kg 800064800064 800066800066 通常価格1,234円円
 （税込1,333円） （税込1,333円） ▶▶1,2111,211円（税込1,308円）円（税込1,308円）

無洗米 5kg無洗米 5kg 800034800034 800035800035 800036800036 800037800037 通常価格2,078円円
 （税込2,244円） （税込2,244円） ▶▶2,0402,040円（税込2,203円）円（税込2,203円）

無洗米 3kg無洗米 3kg 800174800174 800176800176 通常価格1,278円円
 （税込1,380円） （税込1,380円） ▶▶1,2481,248円（税込1,348円）円（税込1,348円）

生産者：	JAなすの／どではら会（栃木県）
那須山麓米

生産者：JA上伊那/
　　　		減農薬米生産者協議会（長野県）

生産者：JA加美よつば／
　　　		加美清流米クラブ（宮城県）

自然災害や新たな農法への挑戦に備える
「共同開発米基金」

生活クラブは「共同開発米事業」の安定と推進を図るために、山形県遊佐の生産者とともに基金の積立てを行なっています。
基金は自然災害への対策、減農薬やコスト削減の農法開発、奨励などに使用されます。庄内遊ＹＯＵ米5kgは7円、3kgは
4円を購入価格にプラスして積立てに参加しています。

※安定的にお米を確保するため5月4
回から、普通精米3kg・5kgの品種は
「ひとめぼれ」または「山形95号」の
いずれかのお届けに変更し、6月1回か
らは「山形95号」に切り替わります。

最
大41円

通常価格通常価格
（税込）より（税込）より

最
大37円

通常価格通常価格
（税込）より（税込）より

最
大40円

通常価格通常価格
（税込）より（税込）より

最
大42円

通常価格通常価格
（税込）より（税込）より

なすひかり品 種
粒が大きくてしっかりとした味わい。
粘り気は強めで、つゆたっぷりの丼
もさらっと食べられます。

おすすめは
かつ煮丼

コシヒカリ品 種
長野県で愛されるコシヒカリ。
粘り気があり、冷めておいしく食べ
られるので、お弁当にぴったり。

おすすめは
おにぎり

ひとめぼれ品 種
もっちりとしていて味や香りの
バランスがよく、和食にも洋食
にもよくあいます。

おすすめは
ハッシュド

ビーフ

ささゆた香／まなむすめささゆた香／まなむすめ品 種
「ささゆた香」はさっぱりとしていてお寿
司におすすめです。「まなむすめ」は味と
食感のバランスがよくどんな料理にも◎

おすすめは
手巻き寿司
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（株）野菜くらぶ（群馬県） （有）丸エビ倶楽部（茨城県）

（農）さんぶ野菜ネットワーク（千葉県）栃木県開拓農協（栃木県）

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。
●ビジョンフードよやくらぶ品目（鶏卵、牛乳※、米、青果）の予約の解約は配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。 ※牛乳200ml×2を除く

青
果
特
集

旬の野菜が定期的に届く「予約・あっぱれはればれ野菜 おまかせ4点セット」が、よやくらぶに加わりました。
生活クラブの野菜は組合員と生産者が野菜の土づくりから話しあい、独自の基準でつくっています。
野菜の魅力とともに「予約」のメリットを紹介します。

青果 予約野菜セット

生活クラブの野菜は「いつ・誰が・どのようにつくったか」
という栽培履歴が明らかで、削減指定農薬（毒性の高い農
薬）は使用していません。収穫から組合員へのお届けまで、
一定の温度で管理することで、とれたての新鮮な野菜をお
届けします。

予約野菜セットの配達は「毎週配達
（ABCD週）」と「隔週配達（AC週
またはBD週）」で選べます。ライフ
スタイルに合わせた注文ができて
便利です。

予約野菜セットに入る野菜の価格や
数量などは、生産者といっしょに話し
あって決めています。生産者は計画的
に生産でき、組合員がそれらを食べ
きることで、1年通して同じ価格でお
届けできます。

あっぱれ・はればれあっぱれ・はればれ
基準でつくる野菜基準でつくる野菜

「毎週」と「毎週」と
「隔週」で「隔週」で
選べます！選べます！

1年中ずっと1年中ずっと
同じ価格同じ価格

旬の野菜を旬の野菜を
お届けしますお届けします

5つの提携産地でつくる野菜4点をセットにしていま
す。4種の野菜は、その時期に旬を迎えた野菜から生産者
が選んでお届けします。

みんなの予約が生産者のつくり続ける力にみんなの予約が生産者のつくり続ける力に

予約は生産者にもうれしいメリットがたくさ
ん。たとえば予約により生産者は出荷する
野菜の数量がわかり、計画的に栽培できま
す。生産が安定することで後継者の育成や、
さらに農薬を減らした栽培などにもチャレン
ジできるようになるのです。

インスタグラムで
生産者の

旬の情報公開！
appare.harebare

（有）沃土会（埼玉県）

生産者と組合員の
交流会の様子を
動画でチェック！

あっぱれ育ち
栽培中に化学合成
農薬を使っていません

はればれ育ち
栽培中に化学合成農薬を
できるだけ減らしています

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約のススメ

おトク 味わい安心

安心
安全

安心
価格おまかせ 配達

サイクル

生産者の
エールに！

該当箇所にさしかえ

このセットが
注文できるのは
予約だけ！

予約・あっぱれはればれ野菜予約・あっぱれはればれ野菜
おまかせ4点セットおまかせ4点セット
758758円円（税込819円）（税込819円）

803581
ABCD週

803582
AC週

803583
BD週

お届けする野菜の一例
葉を食べる野菜
　小松菜・ほうれん草 など
茎や花、結球した葉を食べる野菜
　キャベツ・白菜 など
実を食べる野菜
　トマト・きゅうり など
根部を食べる野菜
　人参・大根 など

予約のススメ

5つの提携産地でつくった5つの提携産地でつくった
旬の野菜をお届けします！旬の野菜をお届けします！

イメージ
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豚
肉
／
鶏
肉

803455
B週

803457
D週

803453
BD週

800894
A週

800896
C週

800892
AC週

800811
ABCD週

800812
AC週

800813
BD週

800801
ABCD週

800802
AC週

800803
BD週

800845
B週 D週

800847800843
BD週

日本生まれ・日本育ちの国産鶏種「丹精
國鶏」。自然の光や風が入る開放型鶏舎
でじっくり育てられています。弾力のある
肉質と旨みが魅力。

鶏肉
 （株）秋川牧園
全農チキンフーズ（株）・群馬農協チキンフーズ（株）

803442
AC週

803444
A週

803446
C週

800711
ABCD週

800712
AC週

800713
BD週

800731
ABCD週

800732
AC週

800733
BD週

800621
ABCD週

800622
AC週

800623
BD週

800751
ABCD週

800752
AC週

800753
BD週

800671
ABCD週

800672
AC週

800673
BD週

3つの異なる品種をかけ合わせ、国産の
飼料用米を食べて育つ「日本の米育ち三
元豚」。きめ細やかな肉質と甘みのある
脂が特徴です。

 （株）平田牧場

組合員に
大人気

組合員に
人気

第2位
組合員に
人気

第3位豚肉

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

鶏肉ミンチ・バラ凍結350g鶏肉ミンチ・バラ凍結350g

国産鶏種の丹精國鶏を皮ごとミンチしてバラ凍結。必要な分だ国産鶏種の丹精國鶏を皮ごとミンチしてバラ凍結。必要な分だ
け手軽に使えます。　全農チキンフーズ（株）　け手軽に使えます。　全農チキンフーズ（株）　亜亜180日180日

665665円円（税込718円）（税込718円）
100g/190円（税込205円）100g/190円（税込205円）

350g350g

鶏肉モモひと口カット300g鶏肉モモひと口カット300g

丹精國鶏のモモ肉を食べやすい一口サイズにカット。唐揚げ、煮丹精國鶏のモモ肉を食べやすい一口サイズにカット。唐揚げ、煮
物に。お弁当にも重宝します。　（株）秋川牧園　全農チキンフー物に。お弁当にも重宝します。　（株）秋川牧園　全農チキンフー
ズ（株）　ズ（株）　亜亜180日180日

626626円円（税込676円）（税込676円）
100g/209円（税込225円）100g/209円（税込225円）

300g300g

鶏肉ひと口カット500g鶏肉ひと口カット500g

ムネ肉とモモ肉を一切れ25～30gを目安にカット。唐揚げに、煮ムネ肉とモモ肉を一切れ25～30gを目安にカット。唐揚げに、煮
物に。バラ凍結なので使いやすい。　（株）秋川牧園　全農チキ物に。バラ凍結なので使いやすい。　（株）秋川牧園　全農チキ
ンフーズ（株）　ンフーズ（株）　亜亜180日180日

958958円円（税込1,035円）（税込1,035円）
100g/192円（税込207円）100g/192円（税込207円）

500g500g

鶏肉モモ500g鶏肉モモ500g

運動量の多い筋肉のため、味にコクがあり、焼き物にも煮込み料運動量の多い筋肉のため、味にコクがあり、焼き物にも煮込み料
理にも適しています。　（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　理にも適しています。　（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　
亜亜180日180日

987987円円（税込1,066円）（税込1,066円）
100g/197円（税込213円）100g/197円（税込213円）

500g500g

鶏肉ムネ400g鶏肉ムネ400g

淡いピンク色で、脂肪が少なく淡白な味です。幅広い料理に使え淡いピンク色で、脂肪が少なく淡白な味です。幅広い料理に使え
る部位。ソテー、カツ、照り焼きなどに。　（株）秋川牧園　全農チる部位。ソテー、カツ、照り焼きなどに。　（株）秋川牧園　全農チ
キンフーズ（株）　キンフーズ（株）　亜亜180日180日

686686円円（税込741円）（税込741円）
100g/172円（税込185円）100g/172円（税込185円）

400g400g

豚肉ひき肉480g豚肉ひき肉480g

ブロックやスライスの整形で生じた端肉と、ウデ肉も使用。　ブロックやスライスの整形で生じた端肉と、ウデ肉も使用。　
（株）平田牧場　（株）平田牧場　亜亜6日6日

915915円円（税込988円）（税込988円）
100g/172円（税込185円）100g/172円（税込185円）

480g（約240g×2）480g（約240g×2）

冷凍豚肉切り落とし500g冷凍豚肉切り落とし500g

カタ、モモ、バラ、ロース、肩ロースの部位カタ、モモ、バラ、ロース、肩ロースの部位
を約1.5mm厚にスライス。1切れが小さを約1.5mm厚にスライス。1切れが小さ
く、切らずに使えて便利。チャック付袋入り。　く、切らずに使えて便利。チャック付袋入り。　
（株）平田牧場　（株）平田牧場　亜亜180日180日

1,1481,148円円（税込1,240円）（税込1,240円）
100g/230円（税込248円）100g/230円（税込248円）

アレルゲン（麦）・（豆）（麦）・（豆）

500g500g

豚肉切り落とし300g豚肉切り落とし300g

カタ、バラ、モモ、ロース・肩ロース肉の部位を約1.7mm厚にスラカタ、バラ、モモ、ロース・肩ロース肉の部位を約1.7mm厚にスラ
イス。1切れが小さく料理に切らずに使えて便利。ガスパック包装。　イス。1切れが小さく料理に切らずに使えて便利。ガスパック包装。　
（株）平田牧場　（株）平田牧場　亜亜7日7日

674674円円（税込728円）（税込728円）
100g/225円（税込243円）100g/225円（税込243円）

300g300g

豚肉野菜炒め（回鍋肉）豚肉野菜炒め（回鍋肉）

豚肉バランスセット・4パック豚肉バランスセット・4パック

三つの部位のスライスとひき肉のセット。部位の違いを味わえま三つの部位のスライスとひき肉のセット。部位の違いを味わえま
す。　（株）平田牧場　す。　（株）平田牧場　亜亜6日6日

1,9501,950円円（税込2,106円）（税込2,106円）

ローススライス160g、モモスライス160g、ローススライス160g、モモスライス160g、
バラスライス160g、ひき肉240gバラスライス160g、ひき肉240g

豚肉モモスライス310g豚肉モモスライス310g

脂肪が少ない赤身肉で、さっぱりとした味わいです。くせがない脂肪が少ない赤身肉で、さっぱりとした味わいです。くせがない
ので何にでも利用できます。　（株）平田牧場　ので何にでも利用できます。　（株）平田牧場　亜亜7日7日

667667円円（税込720円）（税込720円）
100g/215円（税込232円）100g/215円（税込232円）

310g310g

豚肉ロース・肩ローススライス310g豚肉ロース・肩ローススライス310g

ロースか肩ロースのいずれかが届きます。ロースか肩ロースのいずれかが届きます。
ロースはきめ細かな肉質と脂肪の旨みが魅ロースはきめ細かな肉質と脂肪の旨みが魅
力。肩ロースは筋肉と脂肪のバランスが良力。肩ロースは筋肉と脂肪のバランスが良
い部位。　（株）平田牧場　い部位。　（株）平田牧場　亜亜7日7日

934934円円（税込1,009円）（税込1,009円）
100g/301円（税込325円）100g/301円（税込325円）

310g310g

ロースロース
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北海道チクレンで一貫管理している牛の
赤身肉です。飼料は牧草を中心に、遺伝
子組み換え混入防止管理済のトウモロ
コシなどを配合してあたえています。

牛肉
北海道チクレン農業協同組合連合会

毎日の必需品やお気に入りの消費材が、定期的に届く便利なしくみです。

安心
乳製品
ヨーグルトは、パスチャライズド牛乳と同
じ指定酪農家の生乳を使用しています。

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

飲むヨーグルト飲むヨーグルト

生活クラブ指定酪農家の生乳を原料に、安定剤・香料などは使わずに作生活クラブ指定酪農家の生乳を原料に、安定剤・香料などは使わずに作
りました。濃厚でコクがあります。（製造：（株）タカハシ乳業）　86kcal、りました。濃厚でコクがあります。（製造：（株）タカハシ乳業）　86kcal、
穐穐0.11g/100ml　新生酪農（株）　0.11g/100ml　新生酪農（株）　亜亜19日19日

205205円円（税込221円）（税込221円）

アレルゲン乳乳

500ml500ml

原材料：生乳（国原材料：生乳（国
産）、砂糖（甜菜産）、砂糖（甜菜
（国産））（国産））

脂肪と酸味を脂肪と酸味を
おさえたおさえた
プレーンプレーン
ヨーグルトヨーグルト

生活クラブ指定酪農家の乳を使用。乳清たんぱくを加え酸味も抑え、生活クラブ指定酪農家の乳を使用。乳清たんぱくを加え酸味も抑え、
なめらかに仕上げました。ブルガリア菌とサーモフィラス菌を使用。乳なめらかに仕上げました。ブルガリア菌とサーモフィラス菌を使用。乳
脂肪分0.4％。　40kcal、脂肪分0.4％。　40kcal、穐穐0.13g/100g　新生酪農（株）　0.13g/100g　新生酪農（株）　亜亜19日19日

206206円円（税込222円）（税込222円）

アレルゲン乳乳

370g370g

原材料：乳（生乳原材料：乳（生乳
（国産））、脱脂（国産））、脱脂
粉乳（生乳（国粉乳（生乳（国
産））、脱脂濃縮乳産））、脱脂濃縮乳
（生乳（国産））、（生乳（国産））、
乳清たんぱく乳清たんぱく

プレーンプレーン
ヨーグルトヨーグルト

生活クラブ指定酪農家の乳でつくりました。無糖タイプなので、生活クラブ指定酪農家の乳でつくりました。無糖タイプなので、
料理やお菓子づくりにも。保存用のフタはつきません。乳脂肪分料理やお菓子づくりにも。保存用のフタはつきません。乳脂肪分
1.6％。　57kcal、1.6％。　57kcal、穐穐0.12g/100g　新生酪農（株）　0.12g/100g　新生酪農（株）　亜亜19日19日

225225円円（税込243円）（税込243円）

アレルゲン乳乳

400g400g

原材料：生乳（国原材料：生乳（国
産）、脱脂濃縮乳産）、脱脂濃縮乳
（生乳（国産））（生乳（国産））

生乳100％生乳100％
ヨーグルトヨーグルト

生活クラブ指定酪農家の生乳と乳酸菌のみでつくりました。マイ生活クラブ指定酪農家の生乳と乳酸菌のみでつくりました。マイ
ルドな酸味で食べやすいプレーンヨーグルト。乳脂肪分3.2％。ルドな酸味で食べやすいプレーンヨーグルト。乳脂肪分3.2％。
60kcal、60kcal、穐穐0.09g/100g　新生酪農（株）　0.09g/100g　新生酪農（株）　亜亜19日19日

225225円円（税込243円）（税込243円）

アレルゲン乳乳

400g400g

原材料：生乳（国原材料：生乳（国
産）産）

牛ひき肉500g牛ひき肉500g

スネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに近い肩ロースまで使用スネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに近い肩ロースまで使用
しています。　北海道チクレン農協連　しています。　北海道チクレン農協連　亜亜5日5日

1,5791,579円円（税込1,705円）（税込1,705円）
100g/316円（税込341円）100g/316円（税込341円）

500g500g

牛ひき肉250g牛ひき肉250g

スネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに近い肩ロースまで使っスネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに近い肩ロースまで使っ
たひき肉です。　北海道チクレン農協連　たひき肉です。　北海道チクレン農協連　亜亜5日5日

828828円円（税込894円）（税込894円）
100g/331円（税込358円）100g/331円（税込358円）

250g250g

牛肉小間切れ320g牛肉小間切れ320g

カタ・バラをはじめ端材も含む複数部位を2mm厚にカット。3～4カタ・バラをはじめ端材も含む複数部位を2mm厚にカット。3～4
人家族で使いやすい量です。　北海道チクレン農協連　人家族で使いやすい量です。　北海道チクレン農協連　亜亜6日6日

1,3271,327円円（税込1,433円）（税込1,433円）
100g/415円（税込448円）100g/415円（税込448円）

320g（約160g×2）320g（約160g×2）

牛肉切り落とし320g牛肉切り落とし320g

カタ、モモを中心に複数部位を2mm厚にスライス。3～4人家族で使いやすい量です。　カタ、モモを中心に複数部位を2mm厚にスライス。3～4人家族で使いやすい量です。　
北海道チクレン農協連　北海道チクレン農協連　亜亜6日6日

1,3961,396円円（税込1,508円）（税込1,508円）
100g/436円（税込471円）100g/436円（税込471円）

320g（約160g×2）320g（約160g×2）

牛
肉
／
乳
製
品

800691
ABCD週

800692
AC週

800693
BD週

803171
ABCD週

803172
AC週

803173
BD週

803431
ABCD週

803432
AC週

803433
BD週

800701
ABCD週

800702
AC週

800703
BD週

牛肉の彩り炒め丼牛肉の彩り炒め丼

イメージイメージ

802991
ABCD週

802992
AC週

802993
BD週

802995
B週

800601
ABCD週

800602
AC週

800603
BD週

802791
ABCD週

802792
AC週

802793
BD週

800551
ABCD週

800552
AC週

800553
BD週

マイルドな酸味で
なめらかな口当たり
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ソーセージ・
ハム
生活クラブの日本の米育ち豚を使用。亜
硝酸塩を使わない無塩せきです。また、
着色料や酸化防止剤などの食品添加物
を使わずにつくっています。

魚介製品
魚の旨みをいかし、できるだけ添加物に頼ら
ずにつくっています。

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

おさかなソーセージミニおさかなソーセージミニ

化学調味料や着色料、化学調味料や着色料、
酵母エキス、たん白加酵母エキス、たん白加
水分解物等を使用して水分解物等を使用して
いません。組合員要望いません。組合員要望
で開発。MSC認証ので開発。MSC認証の
スケトウダラを使用。　スケトウダラを使用。　
59kcal、59kcal、 穐穐0.46g/10.46g/1
本(30ｇ)　マルハニチ本(30ｇ)　マルハニチ
ロ（株）　ロ（株）　亜亜90日90日

398398円円
（（税込430円）税込430円）

アレルゲン麦・（えび）・（かに）・豆麦・（えび）・（かに）・豆

240g（30g×8本）240g（30g×8本） 原材料：魚肉（たら（アメリ原材料：魚肉（たら（アメリ
カ））、米油、結着材料（でカ））、米油、結着材料（で
ん粉（コーンスターチ（遺ん粉（コーンスターチ（遺
伝子組み換えの混入を防伝子組み換えの混入を防
ぐため分別））、植物性たぐため分別））、植物性た
ん白（大豆（遺伝子組みん白（大豆（遺伝子組み
換えの混入を防ぐため分換えの混入を防ぐため分
別）））、たまねぎ、砂糖、別）））、たまねぎ、砂糖、
まぐろエキス、食塩、しょまぐろエキス、食塩、しょ
うゆ（大豆（遺伝子組みうゆ（大豆（遺伝子組み
換えの混入を防ぐため分換えの混入を防ぐため分
別）・小麦を含む）、香辛料別）・小麦を含む）、香辛料

おさかなソーセージおさかなソーセージ

食品添加物や化学調味料などを使わない魚肉ソーセージ。開けや食品添加物や化学調味料などを使わない魚肉ソーセージ。開けや
すいフィルムを採用しています。MSC認証のスケトウダラを使用。　すいフィルムを採用しています。MSC認証のスケトウダラを使用。　
137kcal、137kcal、穐穐1.08g/1本70g　マルハニチロ（株）　1.08g/1本70g　マルハニチロ（株）　亜亜90日90日

389389円円（税込420円）（税込420円）

アレルゲン麦・（えび）・（かに）・豆麦・（えび）・（かに）・豆

280g（70g×4本）280g（70g×4本）

原材料：魚肉（た原材料：魚肉（た
ら（アメリカ））、ら（アメリカ））、
米油、結着材料米油、結着材料
（でん粉（コー（でん粉（コー
ンスターチ（遺ンスターチ（遺
伝子組み換えの伝子組み換えの
混入を防ぐため混入を防ぐため
分別））、植物性分別））、植物性
たん白（大豆（遺たん白（大豆（遺
伝子組み換えの伝子組み換えの
混入を防ぐため混入を防ぐため
分別）））、たま分別）））、たま
ねぎ、砂糖、まぐねぎ、砂糖、まぐ
ろエキス、食塩、ろエキス、食塩、
しょうゆ（大豆しょうゆ（大豆
（遺伝子組み換（遺伝子組み換
えの混入を防ぐえの混入を防ぐ
ため分別）・小麦ため分別）・小麦
を含む）、香辛料を含む）、香辛料

長熟だし仕込み長熟だし仕込み
ごろごろベーコンごろごろベーコン

長熟だし仕込みベーコン長熟だし仕込みベーコン
を料理に使いやすいよう拍を料理に使いやすいよう拍
子木切りに。カルボナーラ子木切りに。カルボナーラ
やジャーマンポテトなどにやジャーマンポテトなどに
そのまま使えて便利です。　そのまま使えて便利です。　
437kcal、437kcal、穐穐2.24g/100g　2.24g/100g　
（株）平牧工房　（株）平牧工房　亜亜15日15日

500500円円
（（税込540円）税込540円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

110g110g
原材料：豚バラ原材料：豚バラ
肉（国産）、糖類肉（国産）、糖類
（水あめ（甘藷、（水あめ（甘藷、
馬鈴薯（国産））、馬鈴薯（国産））、
砂糖）、食塩、香砂糖）、食塩、香
辛料、ポークエキ辛料、ポークエキ
ス、昆布だし、椎ス、昆布だし、椎
茸だし、鰹だし、茸だし、鰹だし、
帆立だし帆立だし

包材デザインは変わ包材デザインは変わ
る場合がありまする場合があります

スライスベーコン1パックスライスベーコン1パック

消費材の豚バラ肉を塩漬けしてから、桜とオニグルミのチップ消費材の豚バラ肉を塩漬けしてから、桜とオニグルミのチップ
で燻煙しました。利用しやすいスライスです。　374kcal、で燻煙しました。利用しやすいスライスです。　374kcal、穐穐
1.91g/100g　（株）平牧工房　1.91g/100g　（株）平牧工房　亜亜15日15日

486486円円（税込525円）（税込525円）

アレルゲン（卵）・乳・（麦）・（豆）（卵）・乳・（麦）・（豆）

140g140g

原材料：豚バラ原材料：豚バラ
肉（国産）、糖類肉（国産）、糖類
（砂糖、水あめ（砂糖、水あめ
（甘藷、馬鈴薯（甘藷、馬鈴薯
（国産）））、食（国産）））、食
塩、乳たんぱく、塩、乳たんぱく、
ポークエキス、カポークエキス、カ
ツオエキスツオエキス

スライスロースハム1パックスライスロースハム1パック

消費材の豚ロース肉で消費材の豚ロース肉で
作った、定評のあるハ作った、定評のあるハ
ムです。化学調味料やムです。化学調味料や
発色剤は使用していま発色剤は使用していま
せん。　176kcal、せん。　176kcal、穐穐
1.33g/100g　（株）平1.33g/100g　（株）平
牧工房　牧工房　亜亜15日15日

411411円円
（（税込444円）税込444円）

アレルゲン（卵）・乳・（麦）・（豆）（卵）・乳・（麦）・（豆）

90g90g
原材料：豚ロー原材料：豚ロー
ス肉（国産）、乳ス肉（国産）、乳
たんぱく、食塩、たんぱく、食塩、
糖類（砂糖、水あ糖類（砂糖、水あ
め（甘藷、馬鈴薯め（甘藷、馬鈴薯
（国産）））、ポー（国産）））、ポー
クエキス、カツオクエキス、カツオ
エキス、香辛料エキス、香辛料

皮なしミニコロウインナー皮なしミニコロウインナー

小さい一口サイズの皮小さい一口サイズの皮
なしウインナー。辛さなしウインナー。辛さ
控えめ、お弁当やスー控えめ、お弁当やスー
プ に も。　234kcal、プ に も。　234kcal、
穐穐1.65g/100g　（株）1.65g/100g　（株）
平牧工房　平牧工房　亜亜10日10日

346346円円
（（税込374円）税込374円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

120g120g

原材料：豚肉（国原材料：豚肉（国
産）、結着材料産）、結着材料
（えんどう豆で（えんどう豆で
ん粉、でん粉（馬ん粉、でん粉（馬
鈴薯（国産）））、鈴薯（国産）））、
食塩、香辛料、砂食塩、香辛料、砂
糖、ポークエキス糖、ポークエキス

ジューシーパリ旨ジューシーパリ旨
ポークウインナーポークウインナー

その名のとおりジューその名のとおりジュー
シーでパリッとした美味シーでパリッとした美味
しさを出しました。スモーしさを出しました。スモー
クの香りも効いています。クの香りも効いています。
あらびきタイプのウインあらびきタイプのウイン
ナーです。　250kcal、ナーです。　250kcal、
穐穐1.59g/1001.59g/100g　g　（株）（株）
平牧工房　平牧工房　亜亜10日10日

430430円円
（（税込464円）税込464円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

145g145g
原材料：豚肉（国原材料：豚肉（国
産）、結着材料産）、結着材料
（でん粉（馬鈴薯（でん粉（馬鈴薯
（国産））、えん（国産））、えん
どう豆でん粉）、どう豆でん粉）、
食塩、香辛料、食塩、香辛料、
糖類（水あめ（甘糖類（水あめ（甘
藷、馬鈴薯（国藷、馬鈴薯（国
産））、砂糖）、産））、砂糖）、
ポークエキス、コポークエキス、コ
ンブエキス、カツンブエキス、カツ
オエキス、羊腸オエキス、羊腸
ケーシングケーシング

ポークウインナーポークウインナー
ボリュームパックボリュームパック

人気のポークウインナー人気のポークウインナー
の大容量タイプ。発色の大容量タイプ。発色
剤不使用の無塩せき剤不使用の無塩せき
ウインナー。乳たんぱウインナー。乳たんぱ
く、小麦でんぷん不使く、小麦でんぷん不使
用。　250kcal、用。　250kcal、 穐穐
1.63g/100g　（株）平1.63g/100g　（株）平
牧工房　牧工房　亜亜10日10日

481481円円
（（税込519円）税込519円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

250g250g 原材料：豚肉（国原材料：豚肉（国
産）、結着材料産）、結着材料
（えんどう豆で（えんどう豆で
ん粉、でん粉（馬ん粉、でん粉（馬
鈴薯（国産）））、鈴薯（国産）））、
食塩、砂糖、香辛食塩、砂糖、香辛
料、ポークエキ料、ポークエキ
ス、羊腸ケーシンス、羊腸ケーシン
ググ

ポークウインナーポークウインナー

クセのないシンプルな味クセのないシンプルな味
で、子どもからお年寄りで、子どもからお年寄り
まで全ての世代に人気でまで全ての世代に人気で
す。発色剤不使用の無塩す。発色剤不使用の無塩
せきウインナー。乳たんぱせきウインナー。乳たんぱ
く、小麦でんぷん不使用。　く、小麦でんぷん不使用。　
250kcal、250kcal、穐穐1.63g/100g　1.63g/100g　
（株）平牧工房　（株）平牧工房　亜亜10日10日

337337円円
（（税込364円）税込364円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

165g165g 原材料：豚肉（国原材料：豚肉（国
産）、結着材料（え産）、結着材料（え
んどう豆でん粉、んどう豆でん粉、
でん粉（馬鈴薯（国でん粉（馬鈴薯（国
産）））、食塩、砂糖、産）））、食塩、砂糖、
香辛料、ポークエキ香辛料、ポークエキ
ス、羊腸ケーシングス、羊腸ケーシング

とろーりとろーり
加糖ヨーグルト加糖ヨーグルト

子どもにも食べやすいマイルドな酸味の加糖タイプ。乳脂肪分は2.0％子どもにも食べやすいマイルドな酸味の加糖タイプ。乳脂肪分は2.0％
と控えめ。スプーンでかき混ぜると「とろーり」とした食感に。　67kcal、と控えめ。スプーンでかき混ぜると「とろーり」とした食感に。　67kcal、
穐穐0.09g/1個80g　新生酪農（株）　0.09g/1個80g　新生酪農（株）　亜亜19日19日

206206円円（税込222円）（税込222円）

アレルゲン乳乳

80g×380g×3

原材料：乳（生乳原材料：乳（生乳
（国産））、砂糖、（国産））、砂糖、
脱脂粉乳、クリー脱脂粉乳、クリー
ム（乳成分を含ム（乳成分を含
む）む）

味わいさっぱり味わいさっぱり
加糖ヨーグルト加糖ヨーグルト

毎日食べても飽きない、さっぱりと食べやすいヨーグルト。生活クラ毎日食べても飽きない、さっぱりと食べやすいヨーグルト。生活クラ
ブ指定酪農家の乳を使い、低糖・低脂肪で作りました。　60kcal、ブ指定酪農家の乳を使い、低糖・低脂肪で作りました。　60kcal、穐穐
0.10g/1個80g　新生酪農（株）　0.10g/1個80g　新生酪農（株）　亜亜19日19日

207207円円（税込224円）（税込224円）

アレルゲン乳乳

80g×380g×3

原材料：牛乳（生原材料：牛乳（生
乳（国産））、脱脂乳（国産））、脱脂
濃縮乳（生乳（国濃縮乳（生乳（国
産））、砂糖（甜菜産））、砂糖（甜菜
（国産））（国産））

牛乳たっぷり牛乳たっぷり
加糖ヨーグルト加糖ヨーグルト

牛乳・濃縮乳にクリームを加えた濃厚感のあるデザートタイプ。牛乳・濃縮乳にクリームを加えた濃厚感のあるデザートタイプ。
甘みは素精糖を使用。　82kcal、甘みは素精糖を使用。　82kcal、穐穐0.09g/1個80g　新生酪農0.09g/1個80g　新生酪農
（株）　（株）　亜亜19日19日

217217円円（税込234円）（税込234円）

アレルゲン乳乳

80g×380g×3

原材料：牛乳（生原材料：牛乳（生
乳（国産））、脱脂乳（国産））、脱脂
濃縮乳（生乳（国濃縮乳（生乳（国
産））、砂糖（さと産））、砂糖（さと
うきび（国産））、うきび（国産））、
クリーム（乳成分クリーム（乳成分
を含む）、脱脂粉を含む）、脱脂粉
乳乳

801131
ABCD週

801132
AC週

801133
BD週

801121
ABCD週

801122
AC週

801123
BD週

803182
AC週

800832
AC週

800863
BD週

803494
A週

803496
C週

800725
B週 D週

800727

乳
製
品
／
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ハ
ム
／
魚
介
製
品

イメージイメージ

803463
BD週

803465
B週

803467
D週

801081
ABCD週

801082
AC週

801083
BD週

800584
A週

800586
C週

803472
AC週

803474
A週

803476
C週

803482
AC週

803484
A週

803486
C週

組合員に
大人気

組合員に
人気

第2位
組合員に
人気

第3位

提携生産者の
豚肉をいかした
シンプルな味わい
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803524
A週

803526
C週

800644
A週

800646
C週

800614
A週

800616
C週

800685
B週 D週

800687

803515
B週

803517
D週

803504
A週

803506
C週

800765
B週 D週

800767

801011
ABCD週

801012
AC週

801013
BD週

800981
ABCD週

800982
AC週

800983
BD週

800745
B週 D週

800747

魚
介
製
品
／
惣
菜

惣菜
できるかぎり提携生産者の原料や調味料
を使用し、素材本来のおいしさをいかしてい
ます。

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

小粒カップ納豆小粒カップ納豆

原料大豆は国産、忙しい朝に便利なカップタイプ。長野、山梨、静岡、や原料大豆は国産、忙しい朝に便利なカップタイプ。長野、山梨、静岡、や
まがた単協は「地域のカタログ」をご覧ください。　76kcal、まがた単協は「地域のカタログ」をご覧ください。　76kcal、穐穐0.00g/10.00g/1
パック40g　（株）カジノヤ　パック40g　（株）カジノヤ　亜亜10日10日

176176円円（税込190円）（税込190円）

アレルゲン豆豆

40g×4、40g×4、
タレ・からし無しタレ・からし無し

原材料：大豆（国原材料：大豆（国
産）（遺伝子組み産）（遺伝子組み
換えの混入を防換えの混入を防
ぐため分別）、納ぐため分別）、納
豆菌豆菌

小粒納豆小粒納豆

原料大豆は国産、包材には経木を使用。長野、山梨、静岡、やまがた単原料大豆は国産、包材には経木を使用。長野、山梨、静岡、やまがた単
協は「地域のカタログ」をご覧ください。　152kcal、協は「地域のカタログ」をご覧ください。　152kcal、穐穐0.00g/1パッ0.00g/1パッ
ク80g　（株）カジノヤ　ク80g　（株）カジノヤ　亜亜10日10日

286286円円（税込309円）（税込309円）

アレルゲン豆豆

80g×3、80g×3、
タレ・からし無しタレ・からし無し

原材料：大豆（国原材料：大豆（国
産）（遺伝子組み産）（遺伝子組み
換えの混入を防換えの混入を防
ぐため分別）、納ぐため分別）、納
豆菌豆菌

餃子餃子

消費材の豚肉と国産野菜、可能な限り提携消費材の豚肉と国産野菜、可能な限り提携
生産者の調味料を使用しています。スープ生産者の調味料を使用しています。スープ
に入れて水餃子、揚げてお弁当のおかずにに入れて水餃子、揚げてお弁当のおかずに
も。　213kcal、も。　213kcal、穐穐0.73g/100g　 美勢0.73g/100g　 美勢
商事（株）　商事（株）　亜亜180日180日

488488円円（税込527円）（税込527円）

アレルゲン（卵）・（乳）・麦・（えび）・（かに）・豆（卵）・（乳）・麦・（えび）・（かに）・豆

320g（20個）320g（20個）

原材料：具（野菜（キャ原材料：具（野菜（キャ
ベツ（国産）、白菜（国ベツ（国産）、白菜（国
産）、玉ねぎ（国産）、産）、玉ねぎ（国産）、
にら（国産）、しょうがにら（国産）、しょうが
（国産）、にんにく（国（国産）、にんにく（国
産））、豚肉（国産）、豚産））、豚肉（国産）、豚
脂（国産）、オイスター脂（国産）、オイスター
ソース（大豆（遺伝子ソース（大豆（遺伝子
組み換えの混入を防組み換えの混入を防
ぐため分別）・小麦をぐため分別）・小麦を
含む）、でん粉（ばれい含む）、でん粉（ばれい
しょ（国産））、ごま油、しょ（国産））、ごま油、
しょうゆ（大豆（遺伝子しょうゆ（大豆（遺伝子
組み換えの混入を防ぐ組み換えの混入を防ぐ
ため分別）・小麦を含ため分別）・小麦を含
む）、発酵調味料、練りむ）、発酵調味料、練り
ごま）、皮（小麦粉（小ごま）、皮（小麦粉（小
麦（国産））、食塩）、打麦（国産））、食塩）、打
ち粉（でん粉（ばれいち粉（でん粉（ばれい
しょ（国産）））しょ（国産）））イメージイメージ

盛付例盛付例

チキンナゲット200gチキンナゲット200g

丹精國鶏の旨味がたっぷり味わえるナゲット。約10個入り。　丹精國鶏の旨味がたっぷり味わえるナゲット。約10個入り。　
254kcal、254kcal、穐穐0.74g/100g　（株）秋川牧園0.74g/100g　（株）秋川牧園

396396円円（税込428円）（税込428円）

アレルゲン卵・（乳）・麦卵・（乳）・麦

200g200g

原材料：鶏肉（国産）、小麦粉（小麦原材料：鶏肉（国産）、小麦粉（小麦
（国産））、鶏卵（国産）、砂糖、食（国産））、鶏卵（国産）、砂糖、食
塩、でん粉（ばれいしょ（国産））、ホ塩、でん粉（ばれいしょ（国産））、ホ
ワイトペッパー粉末、ガーリックパワイトペッパー粉末、ガーリックパ
ウダー、衣（パン粉（小麦を含む）、ウダー、衣（パン粉（小麦を含む）、
小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（国小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（国
産）、でん粉（ばれいしょ（国産））、産）、でん粉（ばれいしょ（国産））、
砂糖、食塩、ブラックペッパー粉砂糖、食塩、ブラックペッパー粉
末）、揚げ油（なたね油（遺伝子組み末）、揚げ油（なたね油（遺伝子組み
換えの混入を防ぐため分別））換えの混入を防ぐため分別））

チキンナゲット400gチキンナゲット400g

丹精國鶏に提携生産者の調味料で味付けしました。レンジや丹精國鶏に提携生産者の調味料で味付けしました。レンジや
オーブントースターで温めて食べられます。　254kcal、オーブントースターで温めて食べられます。　254kcal、穐穐
0.74g/100g　（株）秋川牧園0.74g/100g　（株）秋川牧園

754754円円（税込814円）（税込814円）

アレルゲン卵・（乳）・麦卵・（乳）・麦

400g400g

原材料：鶏肉（国産）、小麦粉（小麦原材料：鶏肉（国産）、小麦粉（小麦
（国産））、鶏卵（国産）、砂糖、食（国産））、鶏卵（国産）、砂糖、食
塩、でん粉（ばれいしょ（国産））、ホ塩、でん粉（ばれいしょ（国産））、ホ
ワイトペッパー粉末、ガーリックパワイトペッパー粉末、ガーリックパ
ウダー、衣（パン粉（小麦を含む）、ウダー、衣（パン粉（小麦を含む）、
小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（国小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（国
産）、でん粉（ばれいしょ（国産））、産）、でん粉（ばれいしょ（国産））、
砂糖、食塩、ブラックペッパー粉砂糖、食塩、ブラックペッパー粉
末）、揚げ油（なたね油（遺伝子組み末）、揚げ油（なたね油（遺伝子組み
換えの混入を防ぐため分別））換えの混入を防ぐため分別））

肉厚わかめ肉厚わかめ
300g300g

三陸のきれいな海で育三陸のきれいな海で育
てられた肉厚で歯ごたてられた肉厚で歯ごた
えが良い塩蔵わかめ。えが良い塩蔵わかめ。
養殖から加工、袋詰まで養殖から加工、袋詰まで
岩手県・重茂漁協で一貫岩手県・重茂漁協で一貫
生産。　重茂漁協　生産。　重茂漁協　亜亜
90日90日

948948円円
（（税込1,024円）税込1,024円）

300g300g

原材料：わかめ原材料：わかめ
（重茂産）、食塩（重茂産）、食塩

焼きほぐし鮭焼きほぐし鮭

北海道産の秋鮭を焼いて手でほぐし、塩、みりん風醸造調味料北海道産の秋鮭を焼いて手でほぐし、塩、みりん風醸造調味料
で調味しました。小分けタイプなので少しずつ使えて便利です。　で調味しました。小分けタイプなので少しずつ使えて便利です。　
207kcal、207kcal、穐穐2.83g/100g　北海道ぎょれん　2.83g/100g　北海道ぎょれん　亜亜90日90日

568568円円（税込613円）（税込613円）

65g×265g×2

原材料：秋鮭（北原材料：秋鮭（北
海道）、なたね油海道）、なたね油
（遺伝子組み換（遺伝子組み換
えの混入を防ぐえの混入を防ぐ
ため分別）、米醗ため分別）、米醗
酵調味料、食塩酵調味料、食塩

おとうふ揚げおとうふ揚げ

スケトウダラのすり身にほぼ同量の豆腐を混ぜて揚げた、豆腐のスケトウダラのすり身にほぼ同量の豆腐を混ぜて揚げた、豆腐の
風味たっぷりの練り物。　74kcal、風味たっぷりの練り物。　74kcal、穐穐0.31g/1個35g　（株）高0.31g/1個35g　（株）高
橋徳治商店　橋徳治商店　亜亜180日180日

293293円円（税込316円）（税込316円）

アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（えび）・（かに）・豆（卵）・（乳）・（麦）・（えび）・（かに）・豆

165g（5個）165g（5個）

原材料：魚肉（タ原材料：魚肉（タ
ラ（国産））、豆腐ラ（国産））、豆腐
（大豆（国産）を（大豆（国産）を
含む）、米油、で含む）、米油、で
ん粉（ばれいしょん粉（ばれいしょ
（国産）、砂糖、（国産）、砂糖、
発酵調味料、カツ発酵調味料、カツ
オブシエキスオブシエキス

グチ入ちくわグチ入ちくわ

コシのある食感とグチのうま味を生かしました。そのまま食べやコシのある食感とグチのうま味を生かしました。そのまま食べや
すいミニタイプです。　114kcal、すいミニタイプです。　114kcal、穐穐2.51g/100g　こめや食品2.51g/100g　こめや食品
（株）　（株）　亜亜7日7日

325325円円（税込351円）（税込351円）

アレルゲン卵・麦・えび・（かに）卵・麦・えび・（かに）

128g（4本）128g（4本）

原材料：魚肉（たら（米原材料：魚肉（たら（米
国、国産）、ぐち（国国、国産）、ぐち（国
産又は輸入））、馬鈴産又は輸入））、馬鈴
薯でん粉（馬鈴薯（国薯でん粉（馬鈴薯（国
産））、卵白（卵を含産））、卵白（卵を含
む）、発酵調味料、食む）、発酵調味料、食
塩、砂糖、魚介エキス塩、砂糖、魚介エキス
（えびを含む）、こめ（えびを含む）、こめ
油/加工デンプン（小油/加工デンプン（小
麦由来）麦由来）

小松菜とちくわのごまマヨ和え小松菜とちくわのごまマヨ和え

真あじ開き4枚真あじ開き4枚

4～7月に国内に水揚4～7月に国内に水揚
げされた脂ののった原げされた脂ののった原
料を真塩だけで調味し、料を真塩だけで調味し、
冷風除湿乾燥して干物冷風除湿乾燥して干物
に 加工。　168kcal、に 加工。　168kcal、
穐穐1 . 7 0 g / 1 0 0 g　1 . 7 0 g / 1 0 0 g　
（有）奥和　（有）奥和　亜亜90日90日

730730円円
（（税込788円）税込788円）

300g（4枚）300g（4枚）

原材料：真あじ原材料：真あじ
（国産）、食塩（国産）、食塩

組合員に
大人気

組合員に
人気

第2位
組合員に
人気

第3位

すり身の旨みが
ギュッ！

コシのある食感も◎

国産大豆100％
便利な

食べきりカップ
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調
味
料
・
調
理
素
材

調味料・
調理素材
毎日使うものだからこそ可能なかぎり国産
原料を選び、食品添加物に頼らずていねい
につくりました。

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

ひじき（40g）ひじき（40g）

ひじきに含まれる鉄は、ビタミンCや動物性たんぱく質と一緒に摂ひじきに含まれる鉄は、ビタミンCや動物性たんぱく質と一緒に摂
るとより体に吸収しやすくなります。　149kcal、るとより体に吸収しやすくなります。　149kcal、穐穐4.57g/100g　4.57g/100g　
千葉県漁連千葉県漁連

448448円円（税込484円）（税込484円）

40g40g

原材料：ひじき原材料：ひじき
（千葉県産）（千葉県産）

焼のり焼のり

提携先で仕入、加工、出荷まで一貫して行い流通過程を省略して提携先で仕入、加工、出荷まで一貫して行い流通過程を省略して
いるので、高品質なのに手ごろな価格。便利なチャック付袋入り。　いるので、高品質なのに手ごろな価格。便利なチャック付袋入り。　
6kcal、6kcal、穐穐0.04g/板のり1枚　みえぎょれん販売（株）　0.04g/板のり1枚　みえぎょれん販売（株）　亜亜180日180日

520520円円（税込562円）（税込562円）

アレルゲン（えび）・（かに）（えび）・（かに）

板のり10枚板のり10枚

原材料：乾のり原材料：乾のり
（伊勢湾）（伊勢湾）

手巻きずし手巻きずし

パックだしパックだし

煮干し、かつお節、昆布、椎茸を6：2：1：1の割合でブレンド。1袋煮干し、かつお節、昆布、椎茸を6：2：1：1の割合でブレンド。1袋
で味噌汁なら4杯分、600ccのだしがとれます。　25kcal、で味噌汁なら4杯分、600ccのだしがとれます。　25kcal、穐穐
0.26g/1袋（8g）　みえぎょれん販売（株）0.26g/1袋（8g）　みえぎょれん販売（株）

735735円円（税込794円）（税込794円）

8g×15袋8g×15袋

原材料：にぼし原材料：にぼし
（長崎県製造）、（長崎県製造）、
かつおのふし（伊かつおのふし（伊
勢志摩製造）、こ勢志摩製造）、こ
んぶ（国産）、しんぶ（国産）、し
いたけ（国産）いたけ（国産）

マヨネーズ200gチューブマヨネーズ200gチューブ

提携先のリンゴ酢・米酢を提携先のリンゴ酢・米酢を
使っています。化学調味使っています。化学調味
料は不使用。容器の素材料は不使用。容器の素材
は環境ホルモン物質不使は環境ホルモン物質不使
用。（製造：エスエスケイ用。（製造：エスエスケイ
フーズ（株））　716kcal、フーズ（株））　716kcal、
穐穐1.72g/100g　コーミ1.72g/100g　コーミ
（株）　（株）　亜亜180日180日

324324円円
（（税込350円）税込350円）

アレルゲン卵卵

200g200g
原材料：なたね油原材料：なたね油
（なたね（遺伝子（なたね（遺伝子
組み換え混入防組み換え混入防
止管理済）（オー止管理済）（オー
ストラリア））、卵ストラリア））、卵
黄（卵を含む、卵黄（卵を含む、卵
（国産））、醸造（国産））、醸造
酢（リンゴ酢、米酢（リンゴ酢、米
酢、食塩）（国内製酢、食塩）（国内製
造）、食塩、砂糖、造）、食塩、砂糖、
香辛料香辛料

マヨネーズ310gびんマヨネーズ310gびん

提携先のリンゴ酢・米提携先のリンゴ酢・米
酢を使っています。化酢を使っています。化
学調味料 は 不使用。学調味料 は 不使用。
（製造：（株）パニーデ（製造：（株）パニーデ
リカ ）　719kcal、リカ ）　719kcal、穐穐
1.71g/100g　オリエ1.71g/100g　オリエ
ンタル酵母工業（株）　ンタル酵母工業（株）　
亜亜180日180日

446446円円
（（税込482円）税込482円）

アレルゲン卵卵

310g310g 原材料：なたね油原材料：なたね油
（なたね（遺伝子（なたね（遺伝子
組み換え混入防組み換え混入防
止管理済）（オー止管理済）（オー
ストラリア）、ストラリア）、
卵黄（卵を含む）卵黄（卵を含む）
（国産）、醸造酢（国産）、醸造酢
（リンゴ酢、米（リンゴ酢、米
酢）（国内製造）、酢）（国内製造）、
食塩、砂糖、香辛食塩、砂糖、香辛
料料

国産ブレンド国産ブレンド
なたね油丸缶なたね油丸缶

圧搾一番しぼりという圧搾一番しぼりという
高品質のなたね油。コ高品質のなたね油。コ
シが強く繰り返し使シが強く繰り返し使
えます。原料ナタネえます。原料ナタネ
の色が少し残る淡いの色が少し残る淡い
緑色。　900kcal、緑色。　900kcal、穐穐
0.00g/100g　 米澤0.00g/100g　 米澤
製油（株）製油（株）

718718円円
（（税込775円）税込775円）

600g600g
原材料：食用な原材料：食用な
たね油（なたねたね油（なたね
（オーストラリ（オーストラリ
ア、国産）（遺伝ア、国産）（遺伝
子組み換えの混子組み換えの混
入を防ぐため分入を防ぐため分
別））別））

包材デザイン包材デザイン
は変わりますは変わります

国産ブレンド国産ブレンド
なたね油角缶なたね油角缶

国産ナタネをブレンド。国産ナタネをブレンド。
圧搾一番しぼりを水、圧搾一番しぼりを水、
湯、電熱で脱色・脱臭湯、電熱で脱色・脱臭
し、化学薬品を使わずし、化学薬品を使わず
に 精製。　900kcal、に 精製。　900kcal、
穐穐0.00g/100g　 米0.00g/100g　 米
澤製油（株）澤製油（株）

1,3821,382円円
（（税込1,493円）税込1,493円）

1650g1650g

原材料：食用な原材料：食用な
たね油（なたねたね油（なたね
（オーストラリ（オーストラリ
ア、国産））（遺伝ア、国産））（遺伝
子組み換えの混子組み換えの混
入を防ぐため分入を防ぐため分
別））別））

包材デザイン包材デザイン
は変わりますは変わります

万能つゆ500ml万能つゆ500ml

うどんやそばのつゆだけうどんやそばのつゆだけ
でなく、煮物にもOK。何でなく、煮物にもOK。何
にでも使える汎用性の高にでも使える汎用性の高
いつゆです。希釈タイプ。　いつゆです。希釈タイプ。　
96kcal、96kcal、穐穐9.79g/100ml　9.79g/100ml　
タイヘイ（株）タイヘイ（株）

438438円円
（（税込473円）税込473円）

アレルゲン麦・豆麦・豆

500ml500ml

原材料：しょうゆ原材料：しょうゆ
（大豆（遺伝子組（大豆（遺伝子組
み換えの混入をみ換えの混入を
防ぐため分別）・防ぐため分別）・
小麦を含む）（国小麦を含む）（国
内製造）、砂糖内製造）、砂糖
（国内製造）、食（国内製造）、食
塩（国内製造）、塩（国内製造）、
かつお節エキス、かつお節エキス、
発酵調味料、酵発酵調味料、酵
母エキス、濃縮合母エキス、濃縮合
わせだし（さばをわせだし（さばを
含む）、混合削り含む）、混合削り
節、昆布エキス、節、昆布エキス、
かつお削り節かつお削り節

みりん風みりん風
醸造調味料醸造調味料

自社仕込みの加塩純米酒自社仕込みの加塩純米酒
に本みりんを配合していまに本みりんを配合していま
す。風味豊かな調味料です。風味豊かな調味料で
す。アルコール分11.5％。　す。アルコール分11.5％。　
225kcal、225kcal、穐穐1.57g/100g　1.57g/100g　
相生ユニビオ（株）相生ユニビオ（株）

352352円円
（（税込380円）税込380円）

500ml500ml

原材料：液状ブ原材料：液状ブ
ドウ糖（でん粉ドウ糖（でん粉
（国内製造））、（国内製造））、
アルコール（国内アルコール（国内
製造）、本みりん製造）、本みりん
（国内製造）、米（国内製造）、米
（国産）、食塩、（国産）、食塩、
米麹米麹

信州田舎みそ信州田舎みそ
こうじ1kgこうじ1kg

加温醸造したみそと、1年間天然醸造した風味豊かなみそを5対加温醸造したみそと、1年間天然醸造した風味豊かなみそを5対
5の割合でブレンドしています。　191kcal、5の割合でブレンドしています。　191kcal、穐穐11.94g/100g　11.94g/100g　
（株）マルモ青木味噌醤油醸造場（株）マルモ青木味噌醤油醸造場

475475円円（税込513円）（税込513円）

アレルゲン豆豆

1kg1kg

原材料：大豆（北原材料：大豆（北
海道（遺伝子組み海道（遺伝子組み
換えでない））、米換えでない））、米
（国産）、食塩／（国産）、食塩／
アルコールアルコール

国産十割こうじ国産十割こうじ
みそ・カップみそ・カップ

国産100％の大豆・米を使用、十割麹で中甘口の生みそ。アルコー国産100％の大豆・米を使用、十割麹で中甘口の生みそ。アルコー
ルは使用していません｡　200kcal、ルは使用していません｡　200kcal、穐穐11.51g/100g　（株）マ11.51g/100g　（株）マ
ルモ青木味噌醤油醸造場ルモ青木味噌醤油醸造場

325325円円（税込351円）（税込351円）

アレルゲン豆豆

500g500g

原材料：大豆（国原材料：大豆（国
産（遺伝子組み産（遺伝子組み
換えでない））、米換えでない））、米
（国産）、食塩（国産）、食塩

丸大豆醤油900ml丸大豆醤油900ml

化学薬品を使って油分化学薬品を使って油分
を抽出した脱脂大豆でを抽出した脱脂大豆で
はなく、大豆を丸ごとはなく、大豆を丸ごと
使用。まろやかな風味使用。まろやかな風味
が料理を引き立てまが料理を引き立てま
す。開封後は要冷蔵。　す。開封後は要冷蔵。　
14kcal、14kcal、穐穐2.57g/大2.57g/大
さじ1杯15ml　タイヘさじ1杯15ml　タイヘ
イ（株）イ（株）

448448円円
（（税込484円）税込484円）

アレルゲン麦・豆麦・豆

900ml900ml
原材料：大豆（中原材料：大豆（中
国、日本）（遺伝国、日本）（遺伝
子 組 み 換 え の子 組 み 換 え の
混入を防ぐため混入を防ぐため
分別）、小麦（国分別）、小麦（国
産）、食塩（天日塩産）、食塩（天日塩
（メキシコ））（メキシコ））

国産大豆と米でつくる
酵母や酵素がいきた
「生みそ」

パリッと食感で
風味のよい
三重県産
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801245
B週 D週

801247

801235
B週 D週

801237 801254
A週

801256
C週

801204
A週

801206
C週

801215
B週 D週

801217

803791
ABCD週

803792
AC週

803793
BD週

801144
A週

801146
C週

800904
A週

800906
C週

800955
B週 D週

800957

801225
B週 D週

801227

青果
産地の自然と暮らしを守りながら、「つくる
人」と「食べる人」が互いに豊かになる提
携を目標にしています。

調
味
料
・
調
理
素
材
／
青
果
／
せ
っ
け
ん
類

せっけん類
資源の再利用や、環境負荷を少しでも軽減
できるものを扱っています。
※せっけん類の品目の消費税率は10％です。

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

泡立ちがよく
手肌にもやさしい

使いやすく
洗浄力もバツグン

ハミガキハミガキ

合成界面活性剤は、食合成界面活性剤は、食
品の味を分からなくさ品の味を分からなくさ
せる作用があるので、せる作用があるので、
使っていません。　ヱ使っていません。　ヱ
スケー石鹸（株）スケー石鹸（株）

241241円円
（（税込265円）税込265円）

150g、香料使用150g、香料使用

原材料：【全成原材料：【全成
分】炭酸Ca（研分】炭酸Ca（研
磨剤）、水、グ磨剤）、水、グ
リセリン・ソルリセリン・ソル
ビトール（湿潤ビトール（湿潤
剤）、キサンタン剤）、キサンタン
ガム・カラギーナガム・カラギーナ
ン（粘結剤）、メン（粘結剤）、メ
ントール（香味ントール（香味
剤）、香料（スペ剤）、香料（スペ
アミントタイプ）アミントタイプ）

キッチン用キッチン用
液体せっけん液体せっけん
（詰替用）（詰替用）

容器を捨てずに使える容器を捨てずに使える
ようにと開発された詰ようにと開発された詰
替用。保管場所も選び替用。保管場所も選び
ませんので補充用にませんので補充用に
常備しましょう。　ヱス常備しましょう。　ヱス
ケー石鹸（株）ケー石鹸（株）

240240円円
（（税込264円）税込264円）

450ml、無香料450ml、無香料

原材料：【全成原材料：【全成
分】水、脂肪酸カ分】水、脂肪酸カ
リウム、グリセリリウム、グリセリ
ン、クエン酸ナトン、クエン酸ナト
リウム、クエン酸リウム、クエン酸

詰替用洗濯用詰替用洗濯用
液体せっけん液体せっけん

洗濯用液体せっけんの洗濯用液体せっけんの
詰替用。ドラム式をは詰替用。ドラム式をは
じめ全自動洗濯機にもじめ全自動洗濯機にも
使いやすい洗浄剤です。使いやすい洗浄剤です。

（使用量目安：75ml ／（使用量目安：75ml ／
水40リットル）　ヱス水40リットル）　ヱス
ケー石鹸（株）ケー石鹸（株）

430430円円
（（税込473円）税込473円）

1000ml、無香料1000ml、無香料

原材料：【全成原材料：【全成
分】水、脂肪酸カ分】水、脂肪酸カ
リウム、炭酸カリリウム、炭酸カリ
ウム、エチルアルウム、エチルアル
コール、炭酸水素コール、炭酸水素
ナトリウムナトリウム

洗濯用無添加せっけん（針状）洗濯用無添加せっけん（針状）

せっけん分99％、アルせっけん分99％、アル
カリ剤も香料も無添加カリ剤も香料も無添加
です。ウールなどのデです。ウールなどのデ
リケートな衣類用に、リケートな衣類用に、
敏感肌の人の洗濯にお敏感肌の人の洗濯にお
すすめ。　ヱスケー石すすめ。　ヱスケー石
鹸（株）鹸（株）

642642円円
（（税込706円）税込706円）

1．0kg、無香料1．0kg、無香料

原材料：【全成原材料：【全成
分】脂肪酸ナトリ分】脂肪酸ナトリ
ウム、塩化ナトリウム、塩化ナトリ
ウムウム

洗濯用粒状せっけん洗濯用粒状せっけん

フローラル系の香り。フローラル系の香り。
（ 使用量目安：50g ／（ 使用量目安：50g ／
水40リットル）★計量水40リットル）★計量
スプーンを希望の方はスプーンを希望の方は
センターに問い合わせセンターに問い合わせ
て下さい。　ヱスケーて下さい。　ヱスケー
石鹸（株）石鹸（株）

767767円円
（（税込8税込84444円）円）

1．6kg、香料使用1．6kg、香料使用

原材料：【全成原材料：【全成
分】脂肪酸ナト分】脂肪酸ナト
リウム、炭酸塩、リウム、炭酸塩、
グリセリン、塩化グリセリン、塩化
ナトリウム、香料ナトリウム、香料
（フローラルタ（フローラルタ
イプ）イプ）

固型せっけん固型せっけん

酸化防止剤無添加、無香料なので洗濯や台所に使えます。純せっ酸化防止剤無添加、無香料なので洗濯や台所に使えます。純せっ
けん分98％以上。　ヱスケー石鹸（株）けん分98％以上。　ヱスケー石鹸（株）

251251円円（税込276円）（税込276円）

120g×3個、無香料120g×3個、無香料

原材料：【全成原材料：【全成
分】脂肪酸ナト分】脂肪酸ナト
リウム、グリセリリウム、グリセリ
ン、塩化ナトリウン、塩化ナトリウ
ムム

バランゴンバナナ500gバランゴンバナナ500g

ほんのりとした酸味とコクのある味わいが特徴。熟して表皮にほんのりとした酸味とコクのある味わいが特徴。熟して表皮に
シュガースポット（黒い点々）が出ると食べ頃です。フィリピン産。　シュガースポット（黒い点々）が出ると食べ頃です。フィリピン産。　
ATJATJ

398398円円（税込430円）（税込430円）

500g（フィリピン産）500g（フィリピン産）

素精糖素精糖

沖縄県産サトウキビが原料の粗糖から蜜分を少し取り除き乾沖縄県産サトウキビが原料の粗糖から蜜分を少し取り除き乾
燥。カルシウムなどミネラル分が残っています。　396kcal、燥。カルシウムなどミネラル分が残っています。　396kcal、穐穐
0.03g/100g　（株）青い海0.03g/100g　（株）青い海

396396円円（税込428円）（税込428円）

750g750g

原材料：粗糖（さ原材料：粗糖（さ
とうきび（沖縄とうきび（沖縄
産））産））

ホットケーキホットケーキ
ミックスミックス

国産小麦粉、消費材の素精糖などをミックス。アメリカンドッグやカッ国産小麦粉、消費材の素精糖などをミックス。アメリカンドッグやカッ
プケーキにも。レシピ付き。膨脹剤はアルミ不使用。　359kcal、プケーキにも。レシピ付き。膨脹剤はアルミ不使用。　359kcal、穐穐
1.07g/100g　日東富士製粉（株）1.07g/100g　日東富士製粉（株）

362362円円（税込391円）（税込391円）

アレルゲン（卵）・乳・麦・（豆）（卵）・乳・麦・（豆）

200g×3200g×3

原材料：小麦粉原材料：小麦粉
（小麦（国産））、（小麦（国産））、
砂糖（サトウキビ砂糖（サトウキビ
（沖縄県））、脱（沖縄県））、脱
脂粉乳、カボチャ脂粉乳、カボチャ
粉末、食塩/膨脹粉末、食塩/膨脹
剤剤

かつお細けずりかつお細けずり
50g50g

伝統的な技法で熟成させた本枯れ節を3mm幅に削りました。ま伝統的な技法で熟成させた本枯れ節を3mm幅に削りました。ま
ろやかな風味と旨みが特徴。　334kcal、ろやかな風味と旨みが特徴。　334kcal、穐穐 1.50g/100g　み1.50g/100g　み
えぎょれん販売（株）　えぎょれん販売（株）　亜亜 180日180日

414414円円（税込447円）（税込447円）

50g50g

原材料：かつおの原材料：かつおの
かれぶし（伊勢志かれぶし（伊勢志
摩製造）摩製造）

バナナシェイクバナナシェイク

イメージイメージ

イメージイメージ
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B週
802945

D週
802947 802954

A週
802956

C週

803604
A週 B週

803605
C週

803606
D週

803607

803614
A週 B週

803615
C週

803616
D週

803617

803534
A週

803536
C週

803425
B週

803427
D週

801164
A週

801166
C週

麺類
麺類は調理が手軽で食べやすく、常備して
おくと便利な食材です。

飲料
素材の味を生かすとともに、原料の産地
や栽培方法、製造工程までしっかりと確
認しています。

防災用品・
日用品
災害に備えて準備し、日付の古いものから
順に使い補充する「回転備蓄」がおすすめ
です。
・ロールペーパー、ティシュペーパーの消費税率は
10%です。

ふだんから備えて安心！ 「回転備蓄」

●2023年5月3回時点の価格・容量・包材で案内しています。事情により変更や、お届けが休止になることがあります。

1人1日3L× ×3日分家族の人数

P15　防災用品コラム内

生活の必需品をよやくらぶで注文しておけ
ば、定期的に届くので、もしもの時にも安心
です。防災用飲料水は持ち運びやすい500
ｍｌとご自宅のストックに便利な2Ｌがあり、
家族の人数分を考えて備えられます。飲料
水は1人あたり1日3Ｌ、備蓄は最低でも3日

分は必要とされ、製造日の古いものから順
に使っていけば賞味期限切れの心配もあり
ません（※）。
また、ロールペーパーやティシュペーパー
などの紙類も備えておくと便利です。ロール
ペーパーはトイレのほか、油汚れのふき取り
などにも使えます。

（※）参考：農林水産省「緊急時に備えた家庭用食料
品備蓄ガイド」

飲料水を備蓄する目安

麺
類
／
飲
料
／
防
災
用
品
・
日
用
品

どちらかをお届けします

農薬に頼らず
栽培した

完熟豆の自然な甘み

ティシュペーパースリムティシュペーパースリム

紙製品のリサイクルの仕組みを活用した、回収紙製品のリサイクルの仕組みを活用した、回収
紙を原料にしたティシュペーパー。資源の有効紙を原料にしたティシュペーパー。資源の有効
活用をはかり、紙も箱もサイズを最小限に。食活用をはかり、紙も箱もサイズを最小限に。食
品用ではありません。　マスコー製紙（株）品用ではありません。　マスコー製紙（株）

334334円円（税込367円）（税込367円）

400枚（200組）×5400枚（200組）×5

無漂白ロールペーパーシングルソフト無漂白ロールペーパーシングルソフト

長く使える100m巻。60m巻より付け替え長く使える100m巻。60m巻より付け替え
の手間が省けます。ホルダーは通常のもの手間が省けます。ホルダーは通常のも
のが使えます。　新橋製紙（株）のが使えます。　新橋製紙（株）

513513円円（税込564円）（税込564円）

8ロール8ロール
（108mm×100m）（108mm×100m）

原材料：古紙（模原材料：古紙（模
造紙・色上質紙）造紙・色上質紙）
100％100％

信州たのめの里・森が育てた天然水500ml信州たのめの里・森が育てた天然水500ml

長野県塩尻市郊外の「たのめの里」の地下長野県塩尻市郊外の「たのめの里」の地下
250mの深井戸からくみ上げたナチュラル250mの深井戸からくみ上げたナチュラル
ミネラルウォーター。賞味期限730日。（製ミネラルウォーター。賞味期限730日。（製
造：信州エコプロダクツ（株））　生活クラブ・造：信州エコプロダクツ（株））　生活クラブ・
スピリッツ（株）スピリッツ（株）

1,8501,850円円（税込1,998円）（税込1,998円）
1点/77円（税込83円）1点/77円（税込83円）

500ml×24500ml×24

原材料：水（鉱水）原材料：水（鉱水）防災用飲料水2L防災用飲料水2L

信州たのめの里・森が育てた天然水（製造信州たのめの里・森が育てた天然水（製造
元：信州エコプロダクツ（株））か信州あずみ元：信州エコプロダクツ（株））か信州あずみ
野 山の天然水（製造元：ゴールドパック（株））野 山の天然水（製造元：ゴールドパック（株））
のいずれかをお届け。軟水。賞味期限730のいずれかをお届け。軟水。賞味期限730
日。　生活クラブ・スピリッツ（株）日。　生活クラブ・スピリッツ（株）

699699円円（税込755円）（税込755円）
1点/117円（税込126円）1点/117円（税込126円）

2L×62L×6

原材料：水（鉱水）原材料：水（鉱水）

コーヒー粉　森のコーヒーコーヒー粉　森のコーヒー

ブラジル・サンパウロブラジル・サンパウロ
州で農薬に頼らず栽州で農薬に頼らず栽
培。焙煎は、飲みやす培。焙煎は、飲みやす
いミディアムロースト。いミディアムロースト。
中挽きです。　日東珈中挽きです。　日東珈
琲（株）琲（株）

1,1701,170円円
（（税込1,264円）税込1,264円）

180g×2180g×2

原材料：コーヒー原材料：コーヒー
豆（生豆生産国豆（生豆生産国
名：ブラジル）名：ブラジル）

国産小麦の国産小麦の
むし焼そば麺むし焼そば麺

国産小麦粉、提携生産者の塩を使用。かん水は使っていませ国産小麦粉、提携生産者の塩を使用。かん水は使っていませ
ん。小麦の風味豊かな、弾力のある麺です。　228kcal、ん。小麦の風味豊かな、弾力のある麺です。　228kcal、穐穐
0.24g/150g　共生食品（株）　0.24g/150g　共生食品（株）　亜亜 6日6日

206206円円（税込222円）（税込222円）

アレルゲン（卵）・麦（卵）・麦

150g×3150g×3

原材料：小麦粉原材料：小麦粉
（小麦（国産））、（小麦（国産））、
食塩/貝殻カル食塩/貝殻カル
シウムシウム

スパゲティ1．6mm450gスパゲティ1．6mm450g

カナダ産デュラム小麦の芯部の粉（セモリナ粉）100％使用。高熱カナダ産デュラム小麦の芯部の粉（セモリナ粉）100％使用。高熱
をかけずに製麺し72時間以上かけて乾燥。　（株）ニューオークボをかけずに製麺し72時間以上かけて乾燥。　（株）ニューオークボ

380380円円（税込410円）（税込410円）

アレルゲン麦麦

450g450g

原材料：デュラム原材料：デュラム
小麦のセモリナ小麦のセモリナ
（国内製造）、食（国内製造）、食
塩塩

イメージイメージ

信州たのめの里信州たのめの里
森が育てた天然水森が育てた天然水

信州あずみ野信州あずみ野
山の天然水山の天然水
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予約したい品目が決まったら、お申込み
▶インターネットの場合

▶個人注文書の場合

インターネット注文「eくらぶ」はパソコンのほかスマートフォンやタブレット端末でも利用できます。インターネット注文「eくらぶ」はパソコンのほかスマートフォンやタブレット端末でも利用できます。
ご利用には会員登録が必要です（無料）。ご利用には会員登録が必要です（無料）。

確認確認：：登録した品目は「お買い物かご」の中に表示されます。登録した品目は「お買い物かご」の中に表示されます。
※予約した消費材がある週のみ表示されます。※予約した消費材がある週のみ表示されます。
※配達明細表では〔予約受付〕に印字されます。※配達明細表では〔予約受付〕に印字されます。

お休みお休み：：「一回休み」ボタン「一回休み」ボタン
をタップして注文を確定しをタップして注文を確定し
てください。てください。

※予約した消費材がある週のみ印字されます。※配達明細表では[予約受付]に印字されます。

個人注文書裏面の「6桁番個人注文書裏面の「6桁番
号記入欄」に、予約したい消号記入欄」に、予約したい消
費材の注文番号と数量を記費材の注文番号と数量を記
入してください。入してください。

裏面裏面

表面表面

「よやくらぶ登録対象品一覧」か「よやくらぶ登録対象品一覧」か
ら、予約したい品目を探します。ら、予約したい品目を探します。
「よやくらぶに登録」ボタンをタッ「よやくらぶに登録」ボタンをタッ
プして登録！プして登録！

eくらぶにログイン。スマホではトップeくらぶにログイン。スマホではトップ
ページ右上のMENUをタップし、「よやページ右上のMENUをタップし、「よや
くらぶ登録」をタップ。PCではメインメくらぶ登録」をタップ。PCではメインメ
ニューの「よやくらぶ登録」をクリック。ニューの「よやくらぶ登録」をクリック。

タップ

タップ
タップタップ

個人注文書表面の「よやくら個人注文書表面の「よやくら
ぶ確認欄」で、確認と手続きぶ確認欄」で、確認と手続き
ができます。ができます。

申込み 確認・変更・お休み・解約

確認 解約

変更とお休み

申込みをした翌々
週以降に、予約し
た消費材が印字
されます。

予約を解約したい場合は
「解約欄」に「0」と記入し
てください。

「ビジョンフードよやくら
ぶ」品目の解約は個人
注文書ではできません。
配送センターまたはコ
ールセンターへご連絡
ください。

翌週の数量を増減
したい場合は「変
更欄」に数量を記
入してください。

すべての予約をお休みしたい場合は「翌週すべ
て一回休み」に「0」と記入してください。

登録アクセス

「マイページ」→「よやくらぶ登録の確認・解約」ページで、解「マイページ」→「よやくらぶ登録の確認・解約」ページで、解
約したい消費材の「解約」のボタンを押してください。　約したい消費材の「解約」のボタンを押してください。　
「ビジョンフードよやくらぶ」品目の解約はインターネットではでき
ません。配送センターまたはコールセンターへご連絡ください。

解約したい方は　「マイページ」から

確認・お休みしたい方は

生活クラブ　eくらぶ 検索

よやくらぶ
配達カレンダー

2023年5月～11月
予約した消費材はA～D週の
4週サイクルで配達されます。

2023年
6月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 4 5 6 7 8 9 10
2回 C 11 12 13 14 15 16 17
3回 D 18 19 20 21 22 23 24
4回 A 25 26 27 28 29 30 7/1

5月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 A 4/30 1 2 3 4 5 6
2回 B 7 8 9 10 11 12 13
3回 C 14 15 16 17 18 19 20
4回 D 21 22 23 24 25 26 27
5回 A 28 29 30 31 6/1 2 3

7月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 2 3 4 5 6 7 8
2回 C 9 10 11 12 13 14 15
3回 D 16 17 18 19 20 21 22
4回 A 23 24 25 26 27 28 29

8月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 7/30 31 1 2 3 4 5
2回 C 6 7 8 9 10 11 12
3回 お休み 13 14 15 16 17 18 19
4回 D 20 21 22 23 24 25 26
5回 A 27 28 29 30 31 9/1 2

9月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 3 4 5 6 7 8 9
2回 C 10 11 12 13 14 15 16
3回 D 17 18 19 20 21 22 23
4回 A 24 25 26 27 28 29 30

10月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 1 2 3 4 5 6 7
2回 C 8 9 10 11 12 13 14
3回 D 15 16 17 18 19 20 21
4回 A 22 23 24 25 26 27 28

11月 週 日 月 火 水 木 金 土

1回 B 10/29 30 31 1 2 3 4
2回 C 5 6 7 8 9 10 11
3回 D 12 13 14 15 16 17 18
4回 A 19 20 21 22 23 24 25
5回 B 26 27 28 29 30 12/1 2


	catalog_yoyaku (1)
	よやくらぶ2023春_表1表4
	よやくらぶ2023春P0203-6
	よやくらぶ2023春P0405_7
	よやくらぶ2023春P0607-16
	よやくらぶ2023春P0809-11
	よやくらぶ2023春P1011-6
	よやくらぶ2023春P1213-4

	よやくらぶ2023春P1415-6_修正



