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740  （株）オルタフーズ

配 達  7月16日(月)～7月20日(金)

フルーツバンズセット  
                                  通常価格566円(税抜)545円（税込￥589）
ブルーベリー、クランベリー、いよレモン3種の味を楽し
んで下さい。食感も違います！！
アレルゲン：（卵）、乳、麦、（豆）

週間
限定2 値引きキャンペーン!

NEW

冷凍 冷凍

751  （株）ニッコー

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

大判焼き（抹茶あずき）300ｇ（4個）  
                                  通常価格397円(税抜)361円（税込￥390）
大判焼き（抹茶クリーム）をあずきを入れてリニューアル
しました。自然解凍や、レンジで加熱した後にオーブント
ースターで焼いても美味しく食べることが出来ます。
アレルゲン：卵、（乳）、麦、えび、かに

NEW

752  （株）泰山食品商行

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

さわら昆布〆 160ｇ（1枚）  
                                  通常価格407円(税抜)400円（税込￥432）
国産サワラを昆布で旨みを引き出したさわら昆布
〆です。

NEW

ブルーベリー、白神さんちのパン、
クランベリーの全粒粉入り　各2個

２８０ｇ（５６ｇ×５個）北海小豆・
柚子餡・瀬戸の塩餡・北海小豆
栗入り・作州黒餡

調理例

調理例

鈴木 明美さん

配 達  7月23日(月)～7月27日(金) 坂井 瑞輝さん

山崎 雅文さん 山崎 晃裕さん

753  (株)浜食
たまり味甘らっきょう 100ｇ   
                                  通常価格279円(税抜)265円（税込￥286）
国産のすっきりした甘さのらっきょうに、丸大豆しょうゆ
の旨味を加えて食べやすくしました。
アレルゲン：麦、豆

NEW

755  (株)ヴィボン

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

ツナカンＥＸＶ．オリーブオイル使用４缶セット 70ｇ×4  
                                  通常価格944円(税抜)915円（税込￥988）
国内で水揚げしたキハダマグロを消費材のオリー
ブオイルで漬けました。サラダやパスタにオイルご
とご使用いただけます。

NEW

 中村 彰子さん

 中村 彰子さん

756  (株)ヴィボン

NEW

759  （有）アグリサポートシステム

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

九州大麦グラノーラ 200ｇ  
                                  通常価格437円(税抜)414円（税込￥447）
国産のグラノーラで、甜菜・黒糖でほんのり甘いです。
ヨーグルトなどに混ぜて召し上がって頂けるとより美味
しく召し上がって頂けます。

NEW

櫻井 惇さん 櫻井 惇さん

760  （有）アグリサポートシステム

配 達  7月30日(月)～8月3日(金)

どらせん５個詰め合わせ   

           通常価格640円(税抜)608円（税込￥657）
国産に拘り、安心してご家族全員で召し上がって頂ける
おやつです。
アレルゲン：卵、（乳）、麦、豆、（落）

冷蔵

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

ロディ・ザクロジュース 200ｍｌ  
                                  通常価格315円(税抜)286円（税込￥309）
ギリシャ産、BIO農法のザクロジュース。砂糖や水は
使用せずザクロの果実をソフトプレスして搾汁しま
した。冷やしてそのままや、炭酸で割っても美味しい
です。

さんえすクラブ会長
㈱浜食  中村 秀一郎
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原材料：ブルーベリーバンズ・白神さんちのパン
（イヨとレモン）・クランベリーの全粒粉入りバン
ズ：小麦粉、ラム酒漬けクランベリー、ラム酒漬け
ブルーベリー、砂糖、伊予柑砂糖漬、レモン砂糖
漬、ショートニング、麦芽糖、パン酵母、蜂蜜、食
塩、マーガリン、加糖練乳、脱脂粉乳、酢

原材料：ブルーベリーバンズ・白神さんちのパン
（イヨとレモン）・クランベリーの全粒粉入りバン
ズ：小麦粉、ラム酒漬けクランベリー、ラム酒漬け
ブルーベリー、砂糖、伊予柑砂糖漬、レモン砂糖
漬、ショートニング、麦芽糖、パン酵母、蜂蜜、食
塩、マーガリン、加糖練乳、脱脂粉乳、酢

原材料：塩漬らっきょう　漬け原材料{砂糖、醸造酢、
丸大豆しょうゆ}（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
原材料：塩漬らっきょう　漬け原材料{砂糖、醸造酢、
丸大豆しょうゆ}（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

原材料：大麦（九州産）、黒糖密
（加工黒糖、てんさい糖、黒糖）、米
油

原材料:小麦粉（岡山県産）、鶏卵（岡
山県産）、上白糖（北海道産）、北海小
豆餡、栗入り小豆餡、柚子餡、作州黒
餡、塩入こし餡、はちみつ（国産）

原材料:小麦粉（岡山県産）、鶏卵（岡
山県産）、上白糖（北海道産）、北海小
豆餡、栗入り小豆餡、柚子餡、作州黒
餡、塩入こし餡、はちみつ（国産）

原材料：キハダマグロ、食用オリーブ油、食塩

原材料：ザクロ

原材料：皮（小麦粉（小麦（国産））、加糖卵黄、砂糖、
ぶどう糖、食塩）、あん（小豆（国産）、砂糖、水あめ、
抹茶パウダー、食塩）、焼き油（なたね油）/膨張剤、
（一部に小麦・卵を含む）

原材料：皮（小麦粉（小麦（国産））、加糖卵黄、砂糖、
ぶどう糖、食塩）、あん（小豆（国産）、砂糖、水あめ、
抹茶パウダー、食塩）、焼き油（なたね油）/膨張剤、
（一部に小麦・卵を含む）

原材料：サワラ（山口県産）、昆布（国産）、醸造酢、
砂糖、食塩
原材料：サワラ（山口県産）、昆布（国産）、醸造酢、
砂糖、食塩
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※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。



交流会では、組合員の方々へ、消費材への取組み姿勢や優位性を、顔と顔を合わせて伝える事が出来
ます。また、組合員の方々のおもいを直接受け取る事もできます。あなたの地域で開催される交流会
で、是非お逢いしたいと思います。

すすき野
7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱オルタフーズ

霧が丘
7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

つなしま
7月11日(水)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ヴィボン

東戸塚
7月14日(土)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱カジノヤ

7月11日(水)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱ヴィボン

7月13日(金)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ウエルライフ

つつじが丘
7月15日(日)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

東寺尾
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ヴィボン

のぼりと
7月9日(月)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

たかつ
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱エコグリーン

ちがさき
7月14日(土)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

センター南
7月13日(金)
11：00～13：00
●来所生産者

㈲アグリサポートシステム

緑園
7月13日(金)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

市が尾
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
共生食品㈱

大丸
7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ウエルライフ

ほんもく
7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱豆彦

7月13日(金)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱浜食

らいふたうん
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

7月9日(月)
11：00～13：00
●来所生産者
ニッコー

日限山
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱豆彦

せや
7月12日(木)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱オルタフーズ

7月13日(金)
15：00～17：00
●来所生産者

㈲アグリサポートシステム

ひらつか
7月13日(金)
15：00～17：00
●来所生産者
㈱オルタフーズ

7月14日(土)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

宮前平
7月11日(水)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ニッコー

7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱浜食

鎌倉
7月10日(火)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱浜食

7月11日(水)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱泰山食品商行

南林間
7月11日(水)
11：00～13：00
●来所生産者
共生食品㈱

7月9日(月)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱浜食

相武台
7月12日(木)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱エコグリーン

7月15日(日)
11：00～13：00
●来所生産者
㈱ウエルライフ

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16日(月)～7月20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16日(月)～7月20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

737   共生食品（株）

配 達  7月16日(月)～7月20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

（株）豆彦
　　今井 正樹さん

配 達  7月23日(月)～7月27日(金) 菅野　創さん

共生食品（株）
                       小林 利明さん

共生食品（株）
                       小林 利明さん

754  (株)カジノヤ
麦納豆 ９０ｇ（３０ｇ×３）   
                                  通常価格120円(税抜)111円（税込￥120）
トマトとオリーブオイルにからめてサラダ風で食べると
より美味しくいただけます。
アレルゲン：豆

758  （株）豆彦

配 達  7月23日(月)～7月27日(金)

乾燥おから １００ｇ  
                                  通常価格190円(税抜)171円（税込￥185）
飲むヨーグルト等に適量を混ぜて飲むと便通改善、
ダイエットにも効果期待できます。
アレルゲン：豆

 今井 正樹さん

冷蔵

調理例

盛付例

配 達  7月23日(月)～7月27日(金) 大貫　正人さん

757  (株)エコ・グリーン
すいとん粉 １ｋｇ   
                                  通常価格415円(税抜)394円（税込￥426）
国産小麦粉とタピオカ由来のでん粉を使用した、もち
もちとした食感と素材の旨味が自慢の美味しい「すい
とん粉」です｡　アレルゲン：（卵）、（乳）、麦、（豆）

冷蔵 冷蔵 冷蔵

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。

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）、大麦
（国産）、納豆菌

原材料：小麦粉（国産）、加工でん粉 原材料：大豆(国産）

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）]


