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限り期間限定値引きキャンペーン!

木綿豆腐の磯辺揚げ風梅肉ソース添え

冷奴アラカルト

豆腐の冷製あんかけ

737  共生食品（株）

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

やわらか絹とうふ（充填）１５０ｇ×２パック  
                                  通常価格138円(税抜)131円（税込￥141）
国産大豆、ニガリを使用しています。2パック入りで
日持ちするので便利です。
アレルゲン：豆

冷蔵

732  共生食品（株）／（株）豆彦
予約注文番号   801301

733  共生食品（株）／（株）豆彦
予約注文番号   801311

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

もめん豆腐 300ｇ 
            通常価格147円(税抜)140円（税込￥151）
加熱すると舌触り滑らかに、手を加えるとよりおいしく！
アレルゲン：豆

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

絹ごし豆腐 300ｇ  
            通常価格142円(税抜)135円（税込￥146）
素材の良さを一番感じる事のできる絹豆腐！
アレルゲン：豆

（株）豆彦
　　今井 正樹さん

共生食品（株）
                       小林 利明さん

共生食品（株）
                       小林 利明さん

冷蔵 冷蔵

原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤
[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）]
原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤
[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）]

原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤
[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）]
原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤
[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）] 盛付例 原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤

[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）]
原材料：大豆(国産・遺伝子組換えでない）、凝固剤
[粗製海水塩化マグネシウム（にがり）]

“いただきます”が支える3つのこだわり

皆さんの「食べる」力が、この「こだわりの豆腐」を作り続けていく支えとなっています！

その1 その2 その3

さんえすクラブ会長
㈱浜食  中村 秀一郎

こちらの豆腐料理3種の撮影は、南さがみはらコモ
ンズの服部さんに協力をいただきました。

47 （C週）2018生活クラブ神奈川の生産者

※ご注意：品目によって配達日が異なります。確認の上、お申し込みください。



（株）秋川牧園
山口県山口市

●鶏肉、鶏肉加工品

（有）アキヤマ食品
神奈川県相模原市

●配送

（有）アグリサポートシステム
千葉県柏市

●ケーキ類、雑穀米

（株）ヴィボン
東京都港区南青山
● ギリシャ産オリーブオイル、
      バルサミコ

（株）ウエルライフ
神奈川県横浜市港北区
● あんず薬局、健康食品、 
　健康講座

（株）オリマツ
神奈川県横浜市神奈川区

●包材

（株）オルタフーズ
神奈川県小田原市

●パン、加工品、菓子

（株）カジノヤ
神奈川県川崎市麻生区

●納豆

英君酒造（株）
静岡県静岡市

●日本酒

（株）エコ・グリーン
神奈川県横須賀市

●化粧品・すいとん粉

木村製菓（株）
北海道小樽市

●十勝産小豆甘納豆

共生食品（株）
神奈川県相模原市

●豆腐類・豆乳

（株）佐藤印刷所
神奈川県横浜市西区

●カタログ、チラシ等

（株）しむら
神奈川県川崎市宮前区

●セサミオイル、シムカラー

常総センター
茨城県土浦市

●レンコン、一般野菜

（有）カワグチ企画
山梨県西八代郡市川三郷町
● 念珠･印伝･印章等､全国
　の伝統工芸品

（株）川崎食品サービス
神奈川県川崎市宮前区

●デポー鮮魚

（株）ニッコー
神奈川県大和市

●冷凍加工食品

（株）浜食
東京都調布市

●漬物

（株）豆彦
神奈川県横浜市港南区

●豆腐類・乾燥おから

（有）ライフ・アート
神奈川県横浜市都筑区

●雑貨、減農薬い草の畳替え

和光農園グループ
和歌山県海草郡下津町

●柑橘類

生活クラブ農産物協議会
神奈川県横浜市港北区

●地場野菜

（株）泰山食品商行
東京都世田谷区

●からし明太子、ちりめん、魚介加工品

会員の紹介（平成30年2月現在）

山崎 晃裕さん

調理例 調理例 調理例

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

751  （株）泰山食品商行
小鯛とわかめの甘酢漬 100ｇ   
                                  通常価格315円(税抜)308円（税込￥333）

NEW

下関で水揚げされた連小鯛と国産のわかめ、人参、生
姜を和えて甘酢漬けにしました　

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

752  (株)ニッコー
おうちで手軽にタイ・ガパオ 200ｇ（2袋入）   
                                  通常価格646円(税抜)617円（税込￥666）
横浜北とのコラボ開発のピリ辛味のエスニックフード
です。ご飯、焼きそばなどにかけてお召し上がりくださ
い。

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

753  （株）オルタフーズ
プチ肉まん ３０ｇ×８   
                                  通常価格470円(税抜)447円（税込￥483）
1個30ｇと小さく塩味であっさりしたまんじゅうです。軽
食やおやつにぴったりです｡　
アレルゲン：（卵）、（乳）、麦、豆

冷蔵

調理例

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

754   (株)浜食
沖縄太もずく味付 ２００ｇ   
                                  通常価格228円(税抜)206円（税込￥222）
ウズラの玉子や生姜の千切りを載せても美味しいで
す。　

冷蔵

配 達  8月6日(月)～8月10日(金)
小﨑 久美さん小﨑 久美さん

755  （株）ウエルライフ
●スーパー酵素 ９０包  
                      通常価格3,300円(税抜)2,959円（税込￥3,196）
生きたままの麹、酵素を含んだ米ぬか発酵食品　

配 達  8月6日(月)～8月10日(金)

756  （株）ウエルライフ
●グルコサミン＆コンドロイチン １８０粒   
                    通常価格2,800円(税抜)2,510円（税込￥2,711）
天然由来のグルコサミンとコンドロイチンがスムーズ
な健康生活をサポート。　
アレルゲン：えび、かに

配 達  8月6日(月)～8月10日(金) 配 達  8月6日(月)～8月10日(金) 配 達  8月6日(月)～8月10日(金)

101249   (株)エコ・グリーン 101257   (株)エコ・グリーン
美馬油 57g   
通常価格1,800円(税抜)1,709円（税込￥1,846）
国産の馬油に粘度調整にミツロウを適量入れること
で、オールシーズン使いやすいスキンオイルにしま
した。お顔や全身にお使いいただけます。

大貫　正人さん

101265  (株)エコ・グリーン
オリーブオイルソープアレッポの石鹸 標準重量200ｇ   
通常価格630円(税抜)598円（税込￥646）

オリーブスクワラン 30ml   
通常価格2,520円(税抜)2,388円（税込￥2,579）
植物由来のスクワランです。少量でのびが良く、べた
つかず軽い心地でお肌の水分を閉じ込めハリやツ
ヤを保つ天然由来の美容オイルです。

4000年の歴史を持つシリアで、昔ながらの製法を
受け継いで作られています。洗顔だけではなく、洗
髪、全身にもお使いいただけます。

別紙カタログをご覧ください。

(株)エコ・グリーン

化粧品カタログのお知らせ　

全品5％OFF    

詳しくはホームページへ
www.sanesu-club.jp

さんえすクラブ　検 索

とは
生活クラブ

生産者

生活者
（組合員）

消費材を供給する生産者と、配送・

包装資材・印刷・共済保険など様々

な形をもって協力する生産者が会員となり、生産者交流会や祭りなどに

積極的に参加し、生産者の研修会なども行い、活動への理解を高め、生活

クラブ・生活者・生産者の連携を深めてそれぞれの活動を発展させていま

す。

神奈川を中心とした生産者の団体とし1987年会員会社
48社で発足。生活クラブ、生活者（組合員）、生産者の
頭文字「S」から命名されました。

冷凍

冷凍

冷凍

山崎 雅文さん 鈴木 明美さん

原材料：キダイ（山口県産）、ワカメ、人参、醸造酢、
砂糖、しょうが、食塩、昆布

原材料：もずく（沖縄県産）、食酢、水飴（甘しょ、馬鈴薯
（国産））、白だし（風味原料（かつお節だし、かつお節、
昆布、椎茸）、醤油（大豆（遺伝子組み換えでないもの
を分別）・小麦を含む）、発酵調味料、食塩、砂糖、昆布
エキス、酵母エキス）、本みりん、砂糖、醤油（大豆（遺
伝子組み換えでないものを分別）・小麦を含む）、はち
みつ、食塩

原材料：もずく（沖縄県産）、食酢、水飴（甘しょ、馬鈴薯
（国産））、白だし（風味原料（かつお節だし、かつお節、
昆布、椎茸）、醤油（大豆（遺伝子組み換えでないもの
を分別）・小麦を含む）、発酵調味料、食塩、砂糖、昆布
エキス、酵母エキス）、本みりん、砂糖、醤油（大豆（遺
伝子組み換えでないものを分別）・小麦を含む）、はち
みつ、食塩

原材料：鶏肉（国産）、野菜（たまねぎ（国産）、パプリ
カ（国産）、大根葉（国産）、ピーマン（国産）、にんに
く（国産）、バジル（国産）、しょうが（国産））、植物油
脂（なたね油（なたね（遺伝子組み換えでないもの
を分別））、ごま油）、魚醤、砂糖、オイスターソース
（大豆（遺伝子組み換えでないものを分別）・小麦
を含む）、香辛料、ばれいしょでん粉（国産）、ポーク
エキス、食塩

原材料：鶏肉（国産）、野菜（たまねぎ（国産）、パプリ
カ（国産）、大根葉（国産）、ピーマン（国産）、にんに
く（国産）、バジル（国産）、しょうが（国産））、植物油
脂（なたね油（なたね（遺伝子組み換えでないもの
を分別））、ごま油）、魚醤、砂糖、オイスターソース
（大豆（遺伝子組み換えでないものを分別）・小麦
を含む）、香辛料、ばれいしょでん粉（国産）、ポーク
エキス、食塩

原材料：米ぬか、米胚芽、米酢（国産）、にんにく（国産）、
果糖、麹菌

原材料：馬油、ミツロウ、トコフェロール 原材料：オリーブスクワラン 原材料：オリーブオイル、ローレルオイル

原材料：グルコサミン（エビ・カニ由来）、 軟骨抽出物
（コンドロイチン含有）、シナモン末、粉末セルロース、
麦芽糖、ショ糖エステル

原材料：【皮】小麦粉、砂糖、ラード、
麦芽糖、生イースト、食塩、酸化防
止剤（ミックストコフェロール、V.E）
【具材】豚肉（国産）、玉葱（国産）、
馬鈴薯でん粉、ごま油、純米酒、生
姜（国産）、醤油（大豆（遺伝子組み
換えでないものを分別）・小麦を含
む）、オイスターソース（大豆（遺伝
子組み換えでないものを分別）・小
麦を含む）、食塩、粗糖、胡椒、増粘
剤（加工でん粉）

原材料：【皮】小麦粉、砂糖、ラード、
麦芽糖、生イースト、食塩、酸化防
止剤（ミックストコフェロール、V.E）
【具材】豚肉（国産）、玉葱（国産）、
馬鈴薯でん粉、ごま油、純米酒、生
姜（国産）、醤油（大豆（遺伝子組み
換えでないものを分別）・小麦を含
む）、オイスターソース（大豆（遺伝
子組み換えでないものを分別）・小
麦を含む）、食塩、粗糖、胡椒、増粘
剤（加工でん粉）

坂井 瑞輝さん


