


通常価格 260円 のところ 

 本体価格  240円（税込 252円） 
通常価格 140円 のところ 

 本体価格  125円（税込 131円） 
通常価格 145円 のところ 

 本体価格  130円（税込 137円） 

もめん豆腐 380g
共生食品（株）／（株）豆彦 

絹ごし豆腐 380g 冷蔵 冷蔵 豆乳 150ml×4袋 
共生食品（株） 共生食品（株）／（株）豆彦 

（株）豆彦 

冷蔵 

遊佐産の大豆を100％使用しました。組合員との開
発消費材です。  
そのままでも飲んでいただいても、また料理素材と
してもご利用いただけます。  
豆乳鍋はもちろん、シチューやフレンチトーストなど、
様々なバリエーションでお使いください。 

国産大豆100％使用。凝固剤は「にがり」のみ。消
泡剤は使っていません。冷奴や湯豆腐など一年を通
して楽しめます。黒蜜やメープルシロップをかければ、
簡単スイーツに。絹ごし豆腐ならではの、なめらか
な食感をお楽しみください。　　　＜共生食品（株）＞ 
使用する原材料は木綿豆腐と同じですが、より濃い
豆乳を使用し、弊社独自の高温凝固機によって製造
された絹ごし豆腐には、大豆の風味と甘みがより豊
かに生きづいております。独特の食感をお楽しみ下
さい。　　　　　　　　　　　　　　　＜（株）豆彦＞ 

国産大豆100％使用。凝固剤は「にがり」のみ。消
泡剤は使っていません。大豆の風味を引き出すため
に、手間ひま惜しまず作っています。「当たり前の
ことを当たり前に」共生食品の豆腐作りの基本です。 

＜共生食品（株）＞ 
九州は佐賀県小城郡産フクユタカの大粒大豆と新潟
県産エンレイの大粒大豆を使用し、伊豆大島産の海
精にがりで凝固しました。弊社の木綿豆腐は通常の
木綿豆腐よりもソフトに出来ておりますのでマーボ
ー豆腐等の調理に最適です。是非ご賞味ください。 

＜（株）豆彦＞ 

ニッコー創業27年、当時から変わらぬ味の餃子です。
焼き餃子はもちろん、暑い夏に食欲のないときは水
餃子にしてもお召し上がりいただけます。国産野菜
の使用はもちろん、皮は小麦粉と塩と水のみでその
日の気温・湿度によっておいしく食べられるように
微妙に変えています。添加物は一切使用せず、家族
みんながたくさん食べられる餃子です。 

国産大豆100％使用。凝固剤は「にがり」のみ。消
泡剤は使っていません。豆腐ステーキや細切り炒め
など、あらかじめ水を切ってあるので簡単に調理が
できます。手で崩して、豆腐ハンバーグ、豆腐肉団
子、白あえなどにも是非どうぞ。 

39週 39週 39週 38週 38週 38週 

通常価格 400円 のところ 

 本体価格  385円（税込 404円） 
通常価格 160円 のところ 

 本体価格  145円（税込 152円） 
通常価格 215円 のところ 

 本体価格  200円（税込 210円） 

水切りもめん豆腐 240ｇ 
共生食品（株） 

乾燥おから 100ｇ 冷蔵 徳用北京餃子 270g（15個） 
（株）ニッコー 

冷凍 

38週 38週 38週 

通常価格 395円 のところ 

 本体価格  360円（税込 378円） 
通常価格 370円 のところ 

 本体価格  335円（税込 352円） 
通常価格 350円 のところ 

 本体価格  335円（税込 352円） 

鶏ごぼうしゅうまい 216g（8個） 
（株）ニッコー （株）オルタフーズ 

ライ麦食パン6枚スライス 460g冷凍 栗まんじゅう 53.1g×3個 
（株）オルタフーズ 

栗まんじゅうの生地に1／2個の栗が入っていますので、
栗の味を十分楽しめます。 

市販のライ麦パンとは違い、酸味が無く、食べやす
い配合です。ハムやソーセージなどと良く合い、ミ
ネラルを多く含み、とても健康的な食材です。 

自社で煮出したカツオ一番だしのみを使用し味付け
をしています。鶏肉のあっさりとした味、市販品に
はないごぼうの持つ香りとシャキっとした食感が楽
しめるしゅうまいです。ニッコーのしゅうまいの中
で一番人気の消費材です。素材の味が感じられ、飽
きのこないしゅうまいです。 

38週 38週 38週 

おからには大豆の栄養成分が多く残っておりますが、
何もしなければ産業廃棄物として処分されてしまい
ます。平成９年「組合員参加型消費材開発」という
プロジェクトが発
足し、葉山支部の
開発消費材として
一緒に開発致しま
した。最近判明し
たのですが、５倍
ではなく、７～８
倍の水分で戻しま
すとより滑らかに
なります。是非お
試し下さい。 

写真は共生食品（株） 
の消費材 写真は共生食品（株）の消費材 

■さんえすキャンペーン品目　38週・39週 の個人OCR用紙の1021～1050に品名が記載されています。 



調理例 

味噌自体を食べ易くするために、味噌に魚のミンチ
を入れて魚味噌に作り上げ秋鮭を漬け込みました。
味噌自体も魚の切り身と同様焼いて召し上がってく
ださい。 

東シナ海で漁獲された天然のさわらを、味噌みりん
に漬け込みました。味噌は通常の３倍の糀を使用し、
熟成させた魚にあう味噌です。冷蔵庫で１日～２日
解凍するとさわらの柔らかな身質に旨みのある味噌
みりんが染み渡り、美味しさがより一層引き立ちます。 

日本では珍しいザーサイの栽培を神奈川県三浦市で
手掛けており、塩蔵にてじっくりと乳酸発酵させ、
味わい深い風味をだし、丸大豆醤油を使用した素材
を生かした醤油味に仕上げました。 

38週 38週 38週 

通常価格 4,890円 のところ 

 本体価格  4,400円（税込 4,620円） 
通常価格 2,700円 のところ 

 本体価格  2,430円（税込 2,552円） 

小麦若葉の青汁 3ｇ×30本 
（株）ウエルライフ （株）ウエルライフ 

ブルーベリーエキス粒 500粒 
目を酷使する情報社会に必須のサプリメントです！ 
ブルーベリーには視力維持をするアントシアニン（濃
い青紫の色）や、抗酸化作用のポリフェノールが多
く含まれています。上記の素材は網膜の感度を“良
く見える”状態を維持します。目の不調にお勧めです！ 

葉肉部分を低温乾燥し、加熱せずに微粉末に加工し
たものです。小麦若葉の青汁はクロロフィルを多く
含み、体内浄化、解毒に役立つと考えられています。
さらに、抗ストレスの力があるγ－アミノ酪酸（ギ
ャバ）が入っている事からストレスの多い現代社会
により活かせます。 

39週 39週 

さわら味噌みりん 80ｇ×2
（株）泰山食品商工 

冷凍 三浦産ザーサイ醤油漬 100ｇ 
（株）浜食 

冷蔵 

通常価格 475円 のところ 

 本体価格  435円（税込 457円） 
通常価格 400円 のところ 

 本体価格  365円（税込 383円） 

魚味噌漬【秋鮭】 2切れ（160ｇ） 
（株）泰山食品商工 

調理例 調理例 

（株）エコグリーン 

国産小粒大豆と国産大麦（押麦）を別々の釜で最良
の食感に炊き上げ手作業で大豆と大麦を丹念に混ぜ
合わせて作っております。大麦は食物繊維の総量が
大豆の1.4倍と大変多い優良食材です。食感も大豆の
程よい硬さと、大麦の柔らかさがマッチした美味し
い納豆です。 

青首だいこんを塩度・糖度を控えめに漬け上げました。
大根本来の素材の味と辛味が程よく残った沢庵にな
っております。薄くスライスしてお好みにより調味
液をかけてお召し上がり下さい。 

通常価格 120円 のところ 

 本体価格  110円（税込 116円） 
通常価格 415円 のところ 

 本体価格  380円（税込 399円） 
通常価格 270円 のところ 

 本体価格  240円（税込 252円） 

青首だいこん醤油漬 半割1本（180g） 
（株）浜食 

すいとん粉 1kｇ 冷蔵 麦納豆 90g（30g×3） 
（株）カジノヤ 

冷蔵 

39週 38週 38週 

国産の小麦粉とタピオカ由来のでん粉を使い、もち
もちした食感と、素材の旨味が自慢のおいしい「す
いとん粉」です。水で練ってだし汁やスープに入れ
るだけで、簡単に作ることが出来ます。 

冷凍 

通常価格 275円 のところ 

 本体価格  245円（税込 257円） 

■5ケタの注文番号と申込数量を38週または39週いずれかの個人ＯＣＲ用紙下段の注文番号記入欄（表裏どちらでも可）に記入して下さい。 
※インターネットで注文される場合は、企画週を39週に指定して申込みして下さい。 

注文番号 13846 注文番号 13854

39週 

詳細は別紙カタログをご覧ください。 



さんえすクラブ 会員の紹介（平成23年7月現在） 

■■■■■■■■■■■■■デポーのさんえすウィーク■■■■■■■■■■■■■ 
日程：9月19日（月）～24日（土） 

1週間限定で生産者いち押しの消費材が「特別価格」！この機会にいろんな消費材を利用してみましょう！ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生産者交流会は、顔と顔を合わせて組合員の方々へ消費材への取組み姿勢や優位性を伝えることが
出来、また、組合員の方々がおもいを知る事も出来る大切な機会です。 
神奈川の独自生産者である「さんえすクラブ」は、食品から雑貨など様々な生産者の集まりである
事を活かし、複数の生産者のコラボによる多彩で魅力のあるメニューを提案します。 
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これからも、 
共に学び 

共に成長して、 
活動の輪を 
広げて 

行きましょう 

共生食品（株） 
●豆腐類・豆乳 

神奈川県相模原市 

（株）オリマツ相模原 
●包材 

神奈川県相模原市 

全農パールライス東日本（株） 
神奈川支店 
●湘南きらきら米 

神奈川県横浜市西区 

生活クラブ運動グループ 
地場野菜生産者協議会 
●地場野菜 

神奈川県横浜市港北区 

（有）カワグチ企画 
●念珠･印伝･印章等、全国 
　の伝統工芸品 

山梨県西八代郡市川三郷町 

（株）エコ・グリーン 
●化粧品・すいとん粉 

神奈川県横須賀市 

常総センター 
●レンコン、一般野菜 

茨城県土浦市 

（株）三雄 
●デポー鮮魚 

神奈川県川崎市宮前区 

（株）泰山食品商工 
●からし明太子、ちりめん、 
　魚介加工品 

東京都世田谷区 

（株）カジノヤ 
●納豆 

神奈川県川崎市麻生区 

和光農園グループ 
●柑橘類 

和歌山県海草郡下津町 

JA全農たまご（株） 
●卵油･健康補助食材 

東京都新宿区 

（株）東和農産川崎 
●デポー青果物 

神奈川県川崎市宮前区 

全労災神奈川県本部 
●共済保険 

神奈川県横浜市港北区 

大日本食品工業（株） 
●十勝産小豆甘納豆 
　（推奨商品） 

北海道小樽市 

（有）アキヤマ食品 
●配送 

神奈川県相模原市　 

（株）秋川牧園 
●鶏肉、鶏肉加工品 

山口県山口市 

（有）ライフ・アート 
●雑貨、減農薬い草の畳替え 

神奈川県横浜市青葉区 

（株）豆彦 
●豆腐類・乾燥おから 

■表紙写真 

豆腐／共生食品（株） 
明太子／（株）泰山食品商工 

神奈川県横浜市港南区 

■レシピ／（株）ウエルライフ 
■器提供／（株）しむら 
■撮影・デザイン／（株）佐藤印刷所 

英君酒造（株） 
●日本酒 

静岡県庵原郡由比町 

（株）上総屋 
●練り製品、はんぺん 

千葉県銚子市 

（株）浜食 
●漬物 

東京都調布市 

（株）佐藤印刷所 
●カタログ、チラシ等 

神奈川県横浜市西区 

（株）ニッコー 
●モチ米蒸しシュウマイ・ 
　豆腐ハンバーグ、加工食品 

神奈川県大和市 

（株）ウエルライフ 
●漢方薬、健康食品、 
　ハーブ類、健康講座 

神奈川県横浜市港北区 

（株）オルタフーズ 
●パン、加工品、菓子 

神奈川県小田原市 

（株）しむら 
●セサミオイル･雑貨 

神奈川県川崎市宮前区 




