


598598円円
（税込 （税込 646646円）円）

128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

鶏肉と国産のたまねぎが入ったふっくらやわらかい鶏肉と国産のたまねぎが入ったふっくらやわらかい
食感のハンバーグです。あっさりとした味わいなの食感のハンバーグです。あっさりとした味わいなの
で、味つけはお好みでで、味つけはお好みで
自由自在です。自由自在です。

下味をつけてやわらかくし
た国産若鶏ささみ肉で、コク
と風味豊かなプロセスチーズ
（チェダー・ゴーダ・サムソー
使用）をはさみました。

のどごしなめらかな沖縄
県産もずくをたっぷり使
用したおみそ汁です。

信州みそを使用した
まろやかでコクのあ
る豚汁です。

北海道産ばれいしょでん粉と北海道産ばれいしょでん粉と
九州産かんしょでん粉をバラ九州産かんしょでん粉をバラ
ンス良く配合。適度なコシのンス良く配合。適度なコシの
ある食感です。ある食感です。

かつお節粉末、魚かつお節粉末、魚
介エキス粉末を介エキス粉末を
加え、より豊かな加え、より豊かな
コクと旨味を出しコクと旨味を出し
ました。自然な風ました。自然な風
味に仕上げただ味に仕上げただ
しの素です。しの素です。

伊勢志摩産わかめを原料とし伊勢志摩産わかめを原料とし
た、肉厚歯ごたえのある色鮮た、肉厚歯ごたえのある色鮮
やかなカットわかめです。やかなカットわかめです。

植物性たんぱく質が豊富な植物性たんぱく質が豊富な
伝統的食材です。原料は国産伝統的食材です。原料は国産
大豆を使用。だしも付いてい大豆を使用。だしも付いてい
るので簡単に含め煮ができるので簡単に含め煮ができ
ます。ます。

骨取りたらのフリッターと細切り国産野菜を、
ほど良い酸味の甘酢あんとからめました。
個包装で保存にも便利です。

鶏肉の部位にこだわり、鶏肉の部位にこだわり、
ムネ肉ともも肉を均等にムネ肉ともも肉を均等に
混ぜ合わせ、ふんわりや混ぜ合わせ、ふんわりや
わらかな食感に仕上げまわらかな食感に仕上げま
した。愛知県産れんこんした。愛知県産れんこん
を１５％配合し、食感も感を１５％配合し、食感も感
じていただけるハンバーじていただけるハンバー
グです。グです。

ほどよい身質が特徴のノルウェー産たらと
４種の野菜に別添のタレをセットしました。
冷凍のまま簡単にフライパン調理ができます。

※※写真はイメージです写真はイメージです

3/26日日
まで

組合員
価　格

組合員
価　格

一般価格 各278円（税込 各301円）

一般価格 258円（税込 279円）

一般価格 各208円（税込 各225円）

フィリピン産フィリピン産
コープのコープの
フィリピンフィリピン
バナナバナナ〈〈1袋1袋〉〉

198198円円
（税込 （税込 214214円）円）

栽培時に除草剤は使用しません。
安全性を確認したバナナです。

生産者の想いが伝わる
生協オリジナルの豚肉

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

岩田店・安城よこやま
店・高蔵寺店・本山店・
くろかわ店・いぬやま
店・上八田店・小幡店 
限定

惣 菜 コ ー ナ ー※※写真は写真は
イメージですイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

こだわりのおかきこだわりのおかき
・・しお・しょうゆしお・しょうゆ
〈各1袋〉〈各1袋〉

こだわりのこだわりの
海苔巻おかき海苔巻おかき

〈1袋〉〈1袋〉

各228228円円
（税込 各 （税込 各 247247円）円）

たらの甘酢あんかけたらの甘酢あんかけ
凍〈240g〉〈240g〉

398398円円
（税込 （税込 430430円）円）

だしの素粉末だしの素粉末
（アミノ酸不使用）（アミノ酸不使用）
〈6g×24〉〈6g×24〉

298298円円
（税込 （税込 322322円）円）

国産大豆 国産大豆 ひとくちひとくち
こうや豆腐こうや豆腐

《粉末だしつき》《粉末だしつき》
〈86g〉〈86g〉 168168円円

（税込 （税込 182182円）円）

・ 沖縄県産もずくの・ 沖縄県産もずくの
　おみそ汁　おみそ汁
・ 豚汁・ 豚汁
〈各5食入〉〈各5食入〉

358358円円
（税込 各 （税込 各 387387円）円）

たまねぎのとろみと酸味・ニンたまねぎのとろみと酸味・ニン
ニクのうま味と風味豊かに仕ニクのうま味と風味豊かに仕
上げたバランスが絶妙です。上げたバランスが絶妙です。

厳選した良質なごまを煎らず厳選した良質なごまを煎らず
に、低温圧搾法でしぼったごに、低温圧搾法でしぼったご
ま油です。ま油です。

韓国産のりにごま油を塗り、赤穂の天塩韓国産のりにごま油を塗り、赤穂の天塩
を振って国内で味付加工しました。を振って国内で味付加工しました。
ビールのおつまみにもどうぞ。ビールのおつまみにもどうぞ。

香ばしいナッツの風味をい香ばしいナッツの風味をい
かしたドレッシングです。かしたドレッシングです。

※※写真はイメージです写真はイメージです※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです

九鬼産業九鬼産業
太白純正胡麻油太白純正胡麻油

〈340g〉〈340g〉

街の洋食屋風街の洋食屋風
たまねぎドレッシングたまねぎドレッシング

〈300ml〉〈300ml〉

3種の粗挽き3種の粗挽き
ナッツドレッシングナッツドレッシング

〈300ml〉〈300ml〉278278円円
（税込 （税込 301301円）円）

328328円円
（税込 （税込   355355円）円）

328328円円
（税込 （税込   355355円）円）

豆腐バーグ豆腐バーグ
凍〈4枚入〉〈4枚入〉298298円円

（税込 （税込 322322円）円）

フジフレッシュフジフレッシュ
愛知県産愛知県産
れんこん入りれんこん入り
豆腐ハンバーグ豆腐ハンバーグ
凍〈240g〉〈240g〉

368368円円
（税込 （税込 398398円）円）

フライパンで！フライパンで！！！
・たらと野菜の黒酢あん・たらと野菜の黒酢あん
・たらと野菜の甘酢あん・たらと野菜の甘酢あん
凍〈各250g〉〈各250g〉 428428円円

（税込 各 （税込 各 463463円）円）

378378円円
（税込 （税込 409409円）円）

切らずに使える 切らずに使える 
国産はるさめ国産はるさめ

〈100g〉〈100g〉

信濃雪豆腐信濃雪豆腐
信州信州
ぼってりあげぼってりあげ

〈2枚〉〈2枚〉 128128円円
（税込 （税込 139139円）円）

組合員
価　格

一般価格 各498円（税込 各538円）

ヤマコンヤマコン
伊勢志摩伊勢志摩
カットわかめカットわかめ

〈14g〉〈14g〉 248248円円
（税込 （税込 268268円）円）

愛知県産愛知県産
産消提携米産消提携米
あいちのかおりあいちのかおり

〈5kg〉〈5kg〉

1,4801,480円円
（税込 （税込 1,5991,599円）円）

原料原産地：愛知県三河原料原産地：愛知県三河
一色産・解凍一色産・解凍
一色産うなぎ一色産うなぎ
蒲焼き（中）蒲焼き（中）〈1尾〉〈1尾〉

1,6801,680円円
（税込 （税込 1,8151,815円）円）

野付産焼きほぐし野付産焼きほぐし
秋鮭フレーク秋鮭フレーク

〈55g×2〉〈55g×2〉378378円円
（税込 （税込 409409円）円）

骨取り骨取り
・赤魚の・赤魚のみぞれ煮みぞれ煮
・赤魚の煮付（しょうゆ）・赤魚の煮付（しょうゆ）
凍〈各150g〉〈各150g〉

378378円円
（税込 各 （税込 各 409409円）円）

井ゲタ竹内井ゲタ竹内
恩納村の太もずく 恩納村の太もずく 
・三杯酢・三杯酢
・純玄米黒酢・純玄米黒酢
・紀州梅・紀州梅
〈各60g×3〉〈各60g×3〉

158158円円
（税込 各 （税込 各 171171円）円）

けやき監修けやき監修
札幌味噌ラーメン札幌味噌ラーメン
凍〈2食入〉〈2食入〉 398398円円

（税込 （税込 430430円）円）

長崎風長崎風
ちゃんぽんちゃんぽん
凍〈1食〉〈1食〉

208208円円
（税込 （税込 225225円）円）

下呂特産加工下呂特産加工
こんにゃくこんにゃく
みそ田楽みそ田楽〈5本入〈5本入〉〉

138138円円
（税込 （税込 150150円）円）

尾張エリア限定
下呂特産加工下呂特産加工
・ 生芋板こんにゃく・ 生芋板こんにゃく
・ 生芋糸こんにゃく・ 生芋糸こんにゃく
〈各250g〉〈各250g〉

9898円円
（税込 各 （税込 各 106106円）円）

野菜たっぷり野菜たっぷり
北海道男爵ポテト北海道男爵ポテト
サラダサラダ〈100gあたり〉〈100gあたり〉

100100円円
（税込 （税込 108108円）円）

COOPCOOP
広島県産広島県産
カキフライカキフライ

〈5個〉〈5個〉

350350円円
（税込 （税込 378378円）円）

尾張エリア限定

美濃せいきょう美濃せいきょう
牛乳牛乳

三河エリア限定

三河三河せいきょうせいきょう
牛乳牛乳

〈各1000ml〉〈各1000ml〉

218218円円
（税込 （税込 各 各 236236円）円）

せいきょうせいきょう
ミルクプリンミルクプリン

〈100g×3〉〈100g×3〉
158158円円

（税込 （税込 171171円）円）

国産国産
産直若鶏産直若鶏
モモ肉モモ肉

（真空パック）（真空パック）
〈100gあたり〉〈100gあたり〉

138138円円
（税込 （税込 150150円）円）

各500500円円
（税込 各 （税込 各 540540円）円）

国産国産
牛豚合挽ミンチ 牛豚合挽ミンチ 

（解凍）（解凍）〈100gあたり〉〈100gあたり〉

168168円円
（税込 （税込 182182円）円）

鈴木敏商店鈴木敏商店
・ こんにゃく・ こんにゃく
  〈220g〉〈220g〉
・ 糸こんにゃく・ 糸こんにゃく
   〈170g〉 〈170g〉

各7878円円
（税込 各 （税込 各 8585円）円）

※※写真はイメージです写真はイメージです

※※写真はイメージです写真はイメージです ※※写真はイメージです写真はイメージです

三河エリア限定

国産バターを練りこん国産バターを練りこん
だ厚みのある生地に、だ厚みのある生地に、
ローストアーモンドをローストアーモンドを
加えて焼き上げまし加えて焼き上げまし
た。国産小麦使用。た。国産小麦使用。

バターを練りこんだ厚みのバターを練りこんだ厚みの
ある生地に食感の残るクある生地に食感の残るク
ラッシュピスタチオと、コクラッシュピスタチオと、コク
あるカシュ―ナッツを散りあるカシュ―ナッツを散り
ばめ焼き上げました。国産ばめ焼き上げました。国産
小麦・国産バターを使用。小麦・国産バターを使用。

・ ・ ピスタチオカシューナッツの ピスタチオカシューナッツの 
厚焼きせんべい厚焼きせんべい

・ 香ばしアーモンドの・ 香ばしアーモンドの
 厚焼きせんべい 厚焼きせんべい

〈各5枚入〉〈各5枚入〉 338338円円
（税込 各 （税込 各 366366円）円）

プチササミフライプチササミフライ
（チーズ入り)（チーズ入り)

凍〈250g〉〈250g〉

国産大豆を１００％使用し、国産大豆を１００％使用し、
“にがり（塩化マグネシウム）”“にがり（塩化マグネシウム）”
１００％で仕上げました。１００％で仕上げました。
揚げ油は、非遺伝子組換揚げ油は、非遺伝子組換
えの菜種油を使用した“浮えの菜種油を使用した“浮
かし揚げ製法”のぼってりかし揚げ製法”のぼってり
あげです。あげです。
ほのかな甘みほのかな甘み
があり、豆腐質があり、豆腐質
がギュッと詰がギュッと詰
まった肉厚なまった肉厚な
油あげです。油あげです。

味付味付
韓国産のり韓国産のり

〈8切48枚〉〈8切48枚〉

※農・水産物は天候等により産地が変わることがありますのでご了承願います。※広告の商品は豊富に取りそろえておりますが、万一品切れの節はご容赦ください。※このチラシの表示価格は、本体価格と税込価格を併記しています。※税込価格は参考価格です。 ※コープ商品は新デザインへの切り替え中の為、チラシの画像と商品パッケージが異なる場合がございます。 ※店舗により取り扱いをしていない商品もございます。

総 集 編

▶︎ 

日
進
店

CO・OPCO・OPのの
人気商品人気商品 ラブコラブコののお気に入りお気に入り

想いをかたちに25 26日土
3月
22日間通し日間通し

美味しさを知り尽くしたバイヤーが厳選した商品をおすすめします。

バイヤーズセレクション
BUYER

’S  SELECTION

BUYER
’S  SELECTION

組合員の声から生まれた
健康に育てた鶏

100gあたり227円

100gあたり156円

国産国産
産直豚バラ産直豚バラ
うすぎりうすぎり

〈220g〉〈220g〉

国産国産
産直豚産直豚
小間切れ小間切れ

〈320g〉〈320g〉

電　　話：052（722）0658
営業時間：朝10時〜夜7時まで

コープなかた

コープ小幡

電　　話：052（794）2521
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ上八田

電　話：0568（85）7701
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープいぬやま

電　　話：0568（61）6201
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープくろかわ

電　　話：052（991）3561
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ本山

電　　話：052（781）8625
営業時間：朝10時〜夜9時まで

コープ高蔵寺

電　　話：0568（92）8336
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ安城よこやま

電　　話：0566（77）0611
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ岡崎北

電　 話：0564（28）0311
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ岡崎

電　　話：0564（54）1522
営業時間：朝10時〜夜8時まで

コープ岩田

電　　話：0532（63）6111
営業時間：朝10時〜夜7時30分まで

https://coopaichi.tcoop.or.jp/

ホームページも
ご覧ください。


