
アレルゲン卵、乳、小麦、大豆(くるみ、りんご、ごま)

かわいい孫のための日のクッキー、愛ら
しい白と黒のネコのクッキーと子どもた
ちが大好きなクッキー、チョコレートと
サブレもセットにしました。
Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日　賞

次回未定

原材料：【ネコ（メープル生
地）】小麦粉（薄力粉・全粒
粉）、マーガリン、ビート上
白糖、メープル　【ネコ（コ
コアサブレ生地）】小麦粉、
マーガリン、ビート上白糖、
卵、ココア、アーモンドプー
ドル、素精糖微粉末
【チョコレート】小麦粉、マ
ーガリン、ビート上白糖、鶏
卵、チョコレート、素精糖微
粉末　【サブレ】小麦粉、マ
ーガリン、ビート上白糖、卵、
アーモンドプードル、素精
糖微粉末

752
凡  うめジャム190g

190g

538円（税込581円）
原料は梅とビート上白糖だけで、ペクチ
ン、増粘剤は不使用。完熟梅なので、き
れいな黄色で風味が良い。

賞

(大豆)・（キウイフルーツ）・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日
原材料：うめペースト、ビート上白糖、水

45 週 755
凡  ゆず
マーマレード
190g

190g

513円（税込554円）
ゆずを丁寧にさらして苦みを取り、甘み
と酸味が調和した、まろやかな味に仕
上げました。熊本産のゆずを使用。

賞

(大豆)・（キウイフルーツ）・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

Ｗ.Ｃｏ凡　　 180日
原材料：ゆず、ビート上白糖、水

49 週

※Ｗ．Ｃｏ歩のクッキーは、
毎月メニューを変えて
取り組みます。次回は
44週配達です。

122611 オリーブ湯（入浴オイル）

150ml

1,100円（税込1,188円）

原材料：オリーブオイル、
グリセリン脂肪酸エステ
ル（ポリリシノレイン酸
ポリグリセル-10、テトラ
オレイン酸ポリオキシエ
チレ（30）ソルビット、シ
ョ糖脂肪酸エステル、ポ
リオキシエチレン硬化ヒ
マシ油）、スクワランオイ
ル、香料（ゆず）

消費材の「オリーブオイル」と「スクワ
ランオイル」を使用、酸化しにくい製品
です。香料として、飽きのこない柑橘系
のゆずを使用。
生活クラブ・スピリッツ（株）

45 週

758 759

757 凡  うめシロップ

360mℓ

667円（税込720円）
昔ながらの家庭で作られていた「うめ
シロップ」の作り方を伝承して、地場
産の梅を使用しました。梅の持つさ
わやかな香りと酸味が特徴です。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日賞

原材料：青梅、ビート上
白糖

(大豆)・(キウイフルーツ)・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

凡  はちみつと
            レモンシロップ

360mℓ

1,038円（税込1,121円）
国産レモン果汁と、ビタミンや鉄分を
多く含む蜂蜜を使用。コクのある甘さ
と酸味が調和した、さっぱりした味に
仕上げました。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 180日賞(大豆)・(キウイフルーツ)・(りんご)・(ゼラチン）

原材料：はちみつ、レモ
ン果汁

アレルゲン

凡  ゆずシロップ

360mℓ

897円（税込969円）
ゆず果汁に砂糖を加えて煮詰め、丁
寧に灰汁をとって済んだ色のシロップ
にしました。清涼感あふれる香りが
特徴です。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 180日賞(大豆)・(キウイフルーツ)・(りんご)・(ゼラチン）

原材料：ビート上白糖、
ゆず果汁、井戸水

アレルゲン

凡  しそシロップ

360mℓ

609円（税込658円）
町田で採れる農産物を製品に生かし
たいと開発しました。加工場近くの畑
で栽培されている新鮮な赤じそが原
料です。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日賞

原材料：ビート上白糖、し
そ、りんご酢、クエン酸、
食塩、井戸水

(大豆)・(キウイフルーツ)・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

45週

122602

760 凡  かりんシロップ

360mℓ

897円（税込969円）
昔から喉に良いと言われている「かり
ん」を生活クラブの素精糖で漬け込
んだ濃い味のシロップです。かりんの
やわらかな酸味と芳香が特徴。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日賞

原材料：かりん、素精糖、
井戸水

(大豆)・(キウイフルーツ)・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

753 凡  キウイジャム190g

190g

513円（税込554円）
キウイには繊維質が多い特色を生かし、
形の残るフルーティな仕上がりにして
います。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日(大豆)・キウイフルーツ・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン

51週 51週

756 凡  紅玉りんごジャム

190g

538円（税込581円）
剥いた皮を一緒に煮ることで自然の美
しい紅色のジャムにしました。山形大
江町の紅玉りんごが原料です。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日　賞(大豆)・りんご・（キウイフルーツ）・(ゼラチン）アレルゲン

45週
原材料：紅玉りんご、ビー
ト上白糖、レモン果汁、ク
エン酸、塩、水

原材料：キウイ、ビート上
白糖、レモン果汁

754 凡 プルーンジャム190g

190g

615円（税込664円）
プルーンは鉄分やビタミン豊富な果物
です。皮も刻んで、甘酸っぱい皮の味と
食感がアクセントになっています。
Ｗ.Ｃｏ凡　　 240日

原材料：プルーン、ビート
上白糖、レモン果汁、水

イメージ

748 歩  ハロウィンクッキーセット

570円（税込616円）
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・(くるみ、りんご、ごま)

原材料：【マーブル】小麦粉、
マーガリン、ビート上白糖、
卵、ココア、素精糖微粉末　
【カボチャ】小麦粉、マーガ
リン、ビート上白糖、鶏卵、
カボチャ、素精糖微粉末、カ
ボチャの種　【こうもり
（炭）】小麦粉、マーガリン、
ビート上白糖、卵、炭、素精
糖　【おばけ（ココアサブ
レ）】小麦粉、マーガリン、ビ
ート上白糖、卵、アーモンド
プードル、ココア、素精糖微
粉末　【おばけ（サブレ）】
小麦粉、マーガリン、ビート
上白糖、卵、アーモンドプー
ドル、素精糖微粉末

１０月の楽しいお祭り、ハロウィンのた
めの特別なクッキーのセット。
Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日

カボチャ＆マーブル（カボチャ1枚＆マーブル3枚）
こうもりクッキー1枚、おばけクッキー2枚

賞

次回未定747 歩  まごの日クッキー

570円（税込616円）

751 歩  ロイヤルミルクティクッキー

345円（税込373円） ダージリン紅茶に美味しいパスチャラ
イズド牛乳をブレンド。　
Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日賞アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・（くるみ、りんご、ごま）

原材料：小麦粉、マーガリン、
卵、ビート上白糖、牛乳、ダ
ージリン、アーモンドプード
ル、素精糖微粉末

750 歩　ショコラドショコラ

345円（税込373円）
さくさく生地に混ぜ込んだカカオマス
と大粒にカットしたチョコレートの二
つのチョコが生み出すハーモニーが美
味しい。Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日賞アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・（くるみ、りんご、ごま）

原材料：小麦粉、マーガリン、
ビート上白糖、鶏卵（卵白）、
アーモンドプードル、チョコ
レート、ラムレーズン（レー
ズン、ラム酒）、素精糖微粉
末、無糖練乳、カカオマス

次回未定749 歩  カボチャクッキー

345円（税込373円） 北海道のほくほくのかぼちゃのクッキ
ーです。秋の味覚を楽しんでください。
Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日アレルゲン 賞卵・乳・小麦・大豆・（くるみ、りんご、ごま）

原材料：小麦粉、マーガリン、
ビート上白糖、鶏卵、カボチ
ャ、カボチャの種、素精糖微
粉末

次回未定

90g90g

次回未定

ねこ2枚（メープル生地・ココアサブレ
生地）、チョコレート5枚、サブレ5枚

746 野菜の恵（ほうれん草クッキー塩味）

323円（税込349円）
アレルゲン 賞卵・乳・小麦・大豆・（くるみ、りんご、ごま）

原材料：小麦粉、マーガリン、
ほうれん草、鶏卵、焼き塩

44 週

70g70g

最寄りのショールームをご利用後、組合員は特典見積り
（＋配送料）、いつもの共同購入代金の引き落とし口座
が利用できます。
ショールームのご利用は、ご予約をお勧めしています。
お電話またはFAXで、ご希望のショールームと時間をご
指定ください。

水戸ショールーム
野田ショールーム

茨城県水戸市平須町2-96

千葉県野田市下三ケ尾 339-2

生活クラブ・茨城 御招待会 会場

お申し込み・お問い合わせ

TEL:029-874-8510　FAX:029-874-3651
生活クラブ生協  事業部

カリモク家具フェアカリモク家具フェア

ショールームにこのチラシをご持参ください。ショールームにこのチラシをご持参ください。
ご招待会お申込み受付中！ご招待会お申込み受付中！
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イメージ イメージ

イメージイメージ

イメージ

51週45週

51週

90g90g

49週

70g70g

賞賞

国産小麦粉、提携生産者の卵、消費材
のマーガリンと焼き塩を使用。単協独
自提携生産者「(有)丸エビ倶楽部」の
ほうれん草を単協独自提携生産者「㈽
ワーカーズ・コレクティブ凡」でペース
トに加工。そのペーストを、単協独自提
携生産者「(有)ワーカーズコレクティブ
歩」でクッキー生地に練りこみ、クッキ
ーに仕上げました。Ｗ.Ｃｏ歩　　 45日

(大豆)・（キウイフルーツ）・(りんご)・(ゼラチン）アレルゲン


