
北海道・上川・網走おすすめ商品

岩手県おすすめ商品フェア

180ｇ（個包装含む）／箱

賞味期限 90日 777円
税込

756円
税込

①北海道バターリッチ
8個／袋

③丸福かりんとう

⑤ほたて燻油漬

④黒豆茶ティーパック
12袋／箱

65ｇ ほたてカレー200ｇ、
ほたてスープカレー250ｇ

11ｇ×12包／袋

賞味期限 60日 810円
税込

賞味期限 3ヶ月

賞味期限 常温90日

864円 賞味期限 1年
税込

880円
税込

賞味期限 1年 970円
税込

どこかなつかしい、北海道生まれの焼菓子です。レーズン入り
クリームを、バターたっぷりのクッキー
でサンドしました。まろやかで
奥行きのある美味しさが
好評です。

㉓割りみそせんべい

80ｇ×3

賞味期限 90日 972円
税込

岩手県陸前髙田の老舗「八木澤商店おらほの味噌」を使用。
味噌ダレが染み込むようにあえて割った南部せんべいは
断面が旨さの秘訣です。

㉕盛岡ゆべしごまくるみ

6個入り×2

賞味期限 30日 1,080円
税込

756円
税込

賞味期限 30日 1,080円
税込

国内産の上質なもち米の生地に
摺りごまとくるみを入れました。
クセになる美味しさです。

㉗いわて盛岡じゃじゃ麺

2人前×2

賞味期限 150日

コシの強い麺に香ばしい味噌だれ
をからめて食べる盛岡の
郷土料理です。

756円
税込2人前×2

賞味期限 150日

1,814円
税込

200ｇ×6束

賞味期限 1年

挽きたてのそば粉を使い、国産山芋の風味とねばりを
そのまま生かす独特の製法で作り上げました。

1,030円
税込

㉙かもめの玉子

9個入

賞味期限 30日

岩手県を代表する銘菓。しっとりほくほくの黄味餡をホワイト
チョコレートで包みあげた風味豊かなお菓子です。

㉖盛岡ゆべしくるみ

6個入り×2

国内産の上質なもち米の生地に
くるみをたくさん入れました。
甘じょっぱいお餅と
香ばしいくるみが絶妙。

㉔割りしみチョコせんべい

8袋入り

賞味期限 90日　1,080円
税込

あえて割った胡麻せんべいにホワイト
チョコレートをしっかり中までしみ込ませた
新食感のおせんべいです。

天然酵母黒糖・蜂蜜・野菜・牛乳　各2袋。
歯ざわりサクサク、小麦の風味
が踊りだす！
北海道小麦を使ったかりんとう、
食べきりサイズ20ｇ

直売店「貝の蔵」だけのとってもお得な
人気商品です。お買い求めやすく、簡易
な袋入りとなっています。

オホーツク産の大粒ほたて貝柱にＢＲＣ玉ねぎペースト、じゃがいも、
にんじん、特製スパイスを加え、ほたての旨みと玉ねぎの甘さで
風味豊かな美味しいスープカレーを作りました。

北海道産の黒豆は「土」が違うことから味
もパワーも違う！熟練職人が北海道の黒豆を
丁寧に炒り黒豆茶に仕上げました。黒豆の香
ばしさをお楽しみください。

３種の味わいを、チョコレートがひとつに！
ポテトチップ、コーンフレーク、クッキーをクランチ
にしてミルクチョコレートでひとつにしました。
楽しい食感とともに、噛めば噛むほど、旨みと味わい
が深まります。

②ロイズ
ポテトクランチチョコレート

㉘いわて盛岡ビビン麺

㉚八幡平やまいもそば

⑥ほたてカレー、
　ほたてスープカレー
　セット

北海道おすすめ北海道おすすめ

上川おすすめ上川おすすめ

網走おすすめ
網走おすすめ

一人一品ご利用
　　　キャンペーン！

全北海道学校生活協同組合連絡協議会
北海道　上川地区　網走四地区　三学協合同企画

一人でも多くのみなさんが一品でも多くご利用くださいますようお願いいたします。

申込み〆切：11月6日（金） お届け予定日：11月中旬以降

「ビビン」とはかき混ぜるという意味で、コシの強い麺と特製の
甘辛だれをからめて
食べる麺です。



全北海道学校生活協

同組合連絡協議会

　上川地区学校生活協同組合
〒070-0033 旭川市 3条通 11 丁目右 2号

TEL：0166-23-4195　FAX：0166-23-4228

網走四地区学校生活協同組合
〒090-0834 北見市とん田西町 314 番地

TEL：0157-24-2717　FAX：0157-24-2791

　　北海道学校生活協同組合
〒060-0063 札幌市中央区南 3条西 12 丁目

TEL：011-561-6493　FAX：011-563-7484

※注文書は所属の学校生協
　に注文をお願いします

⑲学校生協オリジナルめんつゆ

360ｍｌ×3／箱

賞味期限 18ヶ月 1,209円
税込

美味しさ、抜群！厚削りの鰹だし。そうめんやうどんにも。発売開始
からのロングセラー。自然な風味とすっきりした後味が特長。
料理にも重宝します。

⑳学校生協オリジナル仕込みみそ「完成品」
1ｋｇ×4／箱

賞味期限 6ヶ月 2,332円
税込

発酵菌が生きている米糀みそ。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りますので、開封
したら冷蔵庫には入れずに、清潔な容器に移し替えて室温でご
利用ください。

㉑だしまかせ
75ｇ（5ｇ×15）×3／袋

賞味期限 1年 1,630円
税込

使いやすいティーバッグ式。うま味の荒節、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。

27袋入／袋

賞味期限 150日 1,004円
税込

ナッツとフルーツをバランスよくミックスしました。カシューナッツ、
アーモンド、バナナチップ、クランベリー、クコの実、かぼちゃの種
をバランス良くミックスしました。

⑦黒糖ドーナッツ棒
40本／箱

賞味期限 90日 1,188円
税込

外はサックリ！中はしっとり！黒砂糖の
風味が生きたドーナツです。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。

⑧食塩無添加素焼き
　ミックスナッツ
13ｇ×25Ｐ／箱

賞味期限 180日 1,242円
税込

油を使わずローストし、食塩無添加で仕上げ
たミックスナッツです。じっくりと時間をかけた
独自のドライロースト製法で、素材本来の味
を引き出しました。

⑨おばあちゃんの焼きこあじ
32枚／フードパック×2

賞味期限 150日 1,080円
税込

カルシウム豊富な味付けしたしまあじを遠赤外線
焙焼機でじっくり焼き上げました。鮮度が良く脂の
少ない鯵を使用し、旨みを中に閉じ込めるように
焼き上げています。サッとあぶればより柔らかく
香ばしくなります。小あじを1枚ずつ焼き上げ
個包装にしました。

⑫奥の平泉かりんとうまんじゅう
16個入／箱

賞味期限 30日9ヶ月366日

1095日 150日 90日

90日5ヶ月180日

864円
税込

岩手県・平泉からお届けするかりんとうまんじゅう。
黒糖の風味豊かなかりんとうまんじゅう
に仕上げました。

⑪天津甘栗　有機楽笑栗
125ｇ×2／袋×2

賞味期限 1,360円
税込

皮がはじけてて食べやすい！むき栗では
物足りないけど普通の殻付きは面倒、という方
に最適です。殻の下側をカットし、むきやすくし
ました。有機JAS認証。

⑩炙り海鮮雑炊3種セット6食
6食（炙りかに雑炊、炙りさけ雑炊、
炙りたらこ雑炊各2食）／箱

賞味期限 1,036円
税込

直火で炙った海鮮具材がこだわりの雑炊詰め合わせです。
直火で炙った海鮮具材がこだわりの雑炊３種類の詰め合
わせです。米は国産米を１００％使用。塩は「沖縄の塩シマ
マース」を使用。鍋料理のシメの雑炊のような、素材の
旨みが溶け合った味わいをお楽しみください。

⑬ビタミンゼリー
200粒／缶

賞味期限 1,728円
税込

5種類のビタミンがバランスよく手軽にとれる
ゼリータイプです。レモン風味のおいしいゼリ
ータイプのビタミン。缶タイプ。

⑭濃厚チーズいか
70ｇ×2／袋
賞味期限 864円

税込

いかの繊維にチーズが絡み合って、濃厚な味わ
い。数あるチーズを使用したイカ製品の中でも、
のしいかの状態から加工していることもあり最も
柔らかい食感で、チーズの浸透度も高く芳醇な
香りが口いっぱい広がります。

⑱ロイズナッティバー
　チョコレート

10本／箱

賞味期限 1,080円
税込

ナッツとジャンドゥーヤの絶妙なバランスが美味
です。ナッツペーストを練りこんだチョコレートに
アーモンド、ペカン、カシュー、マカダミアの４種
類の砕いたナッツとアーモンドパフ、クッキークラ
ンチを詰めました。

⑮ロイズプラフィーユショコラ
　（ベリーキューブ）

30枚／箱

賞味期限 777円
税込

ストロベリー風味のミルクチョコレートに、ラズベリー＆
ブルーベリーのソースを閉じ込めました。薄さ3ミリのチ
ョコレートの中に、ラズベリー＆ブルーベリーのソース
を閉じ込めました。口の中でパリっと割ると、中からソ
ースがとろけだし、甘酸っぱい美味しさと香りが広がり
ます。

⑰小さなおうどんお吸いもの
86ｇ×12／箱

賞味期限 1,879円
税込

柚子香るお吸いもの仕立てのミニうどんです。スープ
代わりにぴったりなミニうどんです。麺は国内産小麦
を使用した本格生タイプ麺。スープはかつお節、昆布、
あさりを加えた上品なだしに、柚子の風味が香るお吸
いものつゆです。かき玉子、花麩、ねぎ、ゆずの具材
です。カロリー、食塩相当量を天面に分かり易く表示
しました。

⑯あんこうの浜焼き
24枚／袋

賞味期限 864円
税込

甘辛味で香ばしいあんこうのおつまみです。
あんこうを香ばしく焼き、おつまみにぴったりな
甘辛味に仕上げました。柔らかいので食べや
すく、濃い目の味付けがビールやお酒のおつ
まみにぴったりです。小さめサイズ・個包装で
すので、手を汚さず食べやすくなっています。

㉒大地の恵みナッツ＆フルーツ

540

学校生協ロングセラー商品食 欲 の 秋 の お 供 に ！
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