
口どけの良い生チョコタイプのひとくちチ
ョコ、ココア掛け。個包装、大容量で分
け合うにもちょうどいいです。約１００
個（９５個以上）

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。

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。

スパイシーなカレー味のカシューナッツ。
独特な歯ざわりのカシューナッツをサクッ
とした衣で包みました。

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。

東日本大震災復興支援企画にたくさんのご協力・ご利用をいただきありがとうございました。

日頃の感謝を込めて日頃の感謝を込めて

チラシ〆切日：3 月 4 日（金）お届け予定日：3 月 1 8 日以降

⑥ショコラ生チョコ仕立て
ボトル入り

②大地の恵みナッツ＆
フルーツ　

4 9 4 g / ポット

27 袋入／袋

③食塩無添加素焼きミックス
ナッツ　
1 3 g×2 5 P ／箱

④おばあちゃんの焼こあじ
3 2 枚 ×2 ／フードパック

⑤カレーカシュー
1 9 0ｇ（個包装込）／ポット

賞味期限 365日1,026円
税込

ごぼう、れんこんを素材そのままフライにした
チップスです。【ごぼう】根菜のなかでも風味が
強いごぼうをそのまま油で揚げています。【れん
こん】衣が少なめで、れんこんの素材感をたっぷ
り感じるチップス。「フレンチサラダ味」に仕上
げています。

6 袋 ( ごぼうチップス 20ｇ×3、れんこんチップ

ス 18ｇ×3 ) ／袋

賞味期限 120日 799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。

⑦学校生協オリジナルつゆ
3 6 0ｍｌ×3 ／箱

賞味期限18ヶ月1,155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。

⑧だしまかせ
5 g×1 5×3 ／袋

賞味期限 1年 1,566円
生そばに近いのど越し・風味の半生そばに、打ち
粉をたっぷりとふっているので、とろりと濃厚な
そば湯がご家庭でもお楽しみいただけます。そば
湯は、そば好きにはたまらない〆ですよね。国産
100％の挽きたて石臼挽きそば粉を使用。 
防腐剤は使用しておりません。

⑭打ち粉たっぷりそば

2 0 0ｇ×3

賞味期限 60日1,035円

洋風にアレンジできるさばのオリーブオイル漬け
です。そのままお召し上がりいただいても、パゲ
ット・パスタ・サラダ等洋風料理に使用していた
だいてもおいしくいただけます。銚子以北の東日
本にて水揚げしたサバを主に使用しています。

⑬サバのオリーブオイル漬け

1 7 0ｇ×3

賞味期限 999日1,070円
盛岡三大麺といえば『 冷麺 』、『 じゃじゃ
麺 』、『 わんこそば 』。この三大麺をセット
にしたお買い得商品をご用意しました。一
度に盛岡名物が楽しめるお得なギフトです。

⑳盛岡三大麺
盛岡じゃじゃめん / 麺 2 2 0 g・スープ 45 g×2、

盛岡冷麺半なま / 麺 1 6 0 g×2・スープ 38 g×2

・キムチの素 7g×2 半なまそば / 麺 1 8 0 g×1・

つゆ 37m L×1

賞味期限 60日1,230円

石臼で挽いた西尾産抹茶の上品な香りと優
しい渋みが味わえる贅沢甘酒です。全国有
数の抹茶の産地「愛知県西尾産抹茶」を使
用しています。

①贅沢甘酒　抹茶
1 9 0ｇ×3 0 ／箱

賞味期限 1年 3,240円

⑲旭川名店味くらべ
蜂屋醤油ラーメン ×2 食、山頭火塩ラ

ーメン ×2 食

賞味期限 90日1,080円

⑱札幌名店味噌味くらべ
白樺山荘味噌ラーメン ×2 食、けやき

味噌ラーメン ×2 食

賞味期限 90日1,080円

⑰札幌名店味めぐり
純連醤油ラーメン ×2 食、てつや醤油

ラーメン ×2 食

賞味期限 90日1,080円

⑯北海道名店寒干し
蜂屋醤油ラーメン ×1 食、純連味噌ラーメン ×1
食、函館麺や一文字塩ラーメン ×1 食、味の大王
カレーラーメン ×1 食

賞味期限 90日1,080円

税込

トマトソースに生クリームとチーズを合わ
せ、濃厚でしっかりとした味わいに仕上げ
ました。具材に焼きなす、トマト、たまね
を入れて豚ミンチも入れることで、具材か
らも旨みが味わえるように仕上げました。

⑨三ツ星キッチン焼きなすと
トマトのクリームパスタ
2 8 g×4 食／箱

賞味期限 365日 864円
税込

クリームソースに 3種チーズを合わせ、濃
厚でしっかりとした味わいに仕上げました。
具材にぶなしめじ、まいたけを入れて、無
塩せきベーコンも入れることで、具材から
も旨みが味わえるように仕上げました。

⑩三ツ星キッチン３種のチー
ズのクリームパスタ
2 9 g×4 食／箱

賞味期限 365日 864円
税込

直火で炙ったかにのほぐし身がこだわりの雑炊で
す。国産米と炙りかにを魚介や野菜のだしでじっ
くりと炊き上げました。具にはふんわりとしたた
まご、かにのほぐし身、カニカマ、ねぎが入って
います。

⑪炙りかに雑炊　

2 1 g×6 食 / 箱

賞味期限 366日 984円
税込

カレーの名店のシェフが監修したレトルトカレー
のセットです｡カレー激戦区･東京神田神保町に欧
風カレー専門店として長く店を構える人気店『ガ
ヴィアル』｡厳選した材料を使い､味に妥協を許さな
いカリーライス専門店･老舗『エチオピア』｡異国情
緒あふれる神戸で最高級のインド料理を提供する
『ゲイロード』｡各店のシェフが監修した自信作のカ
レーをセットにしました｡

⑫名店カレーセット
2 0 0 g×3 食・18 0 g×2 食／箱

賞味期限 2年 2,052円
税込 税込 税込

税込

税込

税込税込 税込税込

賞味期限 150日 961円
税込

賞味期限 180日1,317円
税込

賞味期限 150日1,036円
税込

賞味期限 150日 907円
税込

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

締切日：3月 4日（金） ※注文書は所属の学校生協
　に注文をお願いします
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⑮素材そのまま　ごぼう・
れんこんチップス詰合せ

NEWNEW

【蜂屋、純連、函館麺や一文字、味の大王】 【純連、てつや】 【けやき、白樺山荘】 【山頭火、蜂屋】


