
322 毎

94g×2
豚肉（国産）、豚脂肪（国産）、糖類（水あめ・砂
糖）、食塩、香辛料。お届日含む10日間。

すべての

鎌倉ポークウインナー

鎌倉ハムクラウン商会
（神奈川）

GMO 不使用

298円（税込321円）
原材料は
どこ見れば
いいの？

最終加工地は
どこでわかるの？

この部分です。

この部分です。A

A

Q

Q

例（掲載商品）

原材料と
最終加工地の
情報を載せます。



　生協職員を対象に、コープ商品を使用した「2017年アイデアレシピコンテスト」が
開催されました。
　その中で見事最優秀賞に輝いたレシピをご紹介します。

職員レシピコンテスト「最優秀賞レシピ」紹介！

材料材料
・　　  たまごスープ…2個
・　　  ツナ缶（ライトツナフレーク油無添加）…1缶
・　　  10種の彩りミックスベジタブル…70g
・米…2合

・塩…小さじ3分の1
・こしょう…少々
・　　  ぷりっとむきえび
          …10尾くらい

（2～3人分）

レシピレシピ
① 米は洗って炊飯器に入れる
② 洗った米の中に凍ったままのミックス
 　 ベジタブルとえびを入れる
③ ツナ缶（油をきる）とたまごスープを入れる
　 Point: たまごスープは開封前に砕いておく

④ 塩・こしょうを加えて目盛より
　 少し少なめの所まで水を入れる
⑤ 軽くかきまぜて
　 炊飯ボタン（早炊き）を押す

（所要時間 30分）

防災グッズ紹介 まさかの時に備えて、家族分用意しておきましょう。

おてがるピラフ

　審査は生協らしさ、時短、見た目、味の4項目
で行われました。炊飯器を使った簡単料理ですので
洗いものが少なく、ご飯が炊ける間に味噌汁
などを作ってもいいと思います。
　ぜひご家庭で再現してみてはいかがでしょうか。

書き損じハガキ回収キャンペーンにご協力をお願いします！
　特定非営利活動法人｢ハンガー・フリー・ワールド｣は“書き損じハガキ”などを回収、換金して発展途上国を支援
する活動をしている民間の国際協力団体（ＮＧＯ）です。日本に本部を置き、世界の12カ国で活動しています。日本
では、全国の生協(45生協)をはじめ、各団体、企業、学校など多くの団体が協力しています。

［回収をお受けするもの］　◎年賀はがき・官製はがき（書き損じ、未使用で投函されていないもの。郵便書簡も可。）
◎未使用・使用済み切手（中国切手も可。小袋で、未使用切手と使用済切手を分けていただけると助かります。）

是非、ご協力ください。＊その他回収対象品について、詳しくは専用封筒の記載をご確認ください。

次週、商品案内・申込書といっしょに配布している専用封筒に書き損じハガキなどを入れて直接
｢ハンガー・フリー・ワールド｣に郵送してください。（切手は不要です）回収方法

専用封筒を
2月12日～16日に
配布いたします

ボランティアグループ 虹の会よりお知らせ♪
　2017年10月に愛知県体育館にて
「第65回愛知県社会福祉大会」が
開催されました。
　長年のボランティア活動に対し、
社会福祉協議会会長より感謝状を
いただきました。

冬の仲間作りキャンペーン開催中 3/9金まで

加入者特典紹介者特典
紹介いただいた方が加入されたらもれなく…
（1名ご紹介毎に1セット）

紹介いただいた方が
2名以上ご加入で…

紹介者、新規加入者それぞれにコープ中央の大人気商品3点をプレゼント♪

国産若鶏の
チキンナゲット

骨取りさばの
味噌煮

北海道荒ほぐし鮭 MOW3
たこ焼き

（50個入り）

サクッとプリプリえびフライ（特大）
※えびフライは…2名紹介で1点、
3名紹介で2点となります

MOW3

皆様からのご紹介、
心よりお待ちしております！

紹介フォーム

Q&A
「お届け料」について

Q：3,000円以上になるように毎回購入してい

るが、2週後に届く商品があり「お届け料」が

かかってしまったのでなんとかならないか？

お届け料について
・宅配商品・くらしと生協・スクロール・レンタルモップ・アクアクララはお届け料がかかりません。
・お届け時の対象購入金額の合計が税抜3,000円（税込3,240円）以上の場合、無料です。

組合員さんの質問を
お持ちしています。

クイズ解答欄のフリースペースに
ご記入ください。

組合員さんの質問にお答えします。

　視覚障がいの組合員さんへ商品紹介をＣＤやカセットテー
プに録音し、毎週お届けしています。
　また、障がい者支援施設へのボランティアも毎月行っています。
　私達の活動は小さなものですが、長い間続けることができ
ました。今回の表彰を励みにこれからも続けていきたいと思い
ます。（虹の会代表　加藤）

一押し商品！ミックスベジタブルは10種も入って彩りも鮮やか。たまごスープはお子様にも大人気の味付けです。
A：申し訳ございません。一部商品で物流の関係により2週後に

お届けさせていただいています。

　カタログ表紙に「お届け日カレンダー」が記載されていますので

ご注文される前にご確認をお願いします。

　またＷＥＢ注文では注文確定時にお届け週が表示されます

ので合わせてご検討ください。

東日本大震災で被災されたコープみやぎ
組合員さんの声

●水もしばらく止まって
　しまうのでとにかく飲料水。
●「これをもっていた人が
　うらやましかった…」と
　思ったのはトイレ関連用品です。
●ラップ、ビニールゴミ袋はあると
　便利ですので準備してください。

固めて処理できる緊急用トイレ

「エコレット」なら凝固剤をサッ

と振り掛けるだけで素早く固め、

可燃ごみとして捨てることが

できます。

被災者の声より「トイレ
アイテムは必ず準備を…」

「災害用トイレセットエコレット10」10回分
（おひとり様2～3日分）

3月1回企画

災害時の必需品「ラジオも聞ける手回し充

電ライト」

ハンドルを回すだけで、明かりの確保や

ラジオの情報収集、さらに携帯電話の充電

ができます。電源不要なのでアウトドアでも

活躍します。

いまや、携帯電話の充電は必須アイテム

「ポケラジ6ll」 3月1回企画

１人あたり水１日３Ｌ×３日分は備え

ておきましょう。

組合員さんのお手元に届いた時点で

５年以上の賞味期間を保持する長期

保存水です。

確保が大変な水は確実に備える

「長期保存水」1,900ml×6本 3月2回企画

商品A ◯月◯回お届け
商品B ◯月◯回お届け

WEB
注文

QRコードよりレシピをどうぞ！
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