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毎日の必需品が

　　　　 なら
お得 に届く！

ビジョンフード

安心 人気の60品目が予約できる「安心よやくらぶ」で、
特に支持されている食材をご紹介！予約の参考にしてください。

鶏卵・牛乳・米の3品目は「ビジョンフードよやくらぶ」の登録で、
通常価格よりもお得になります。 詳しくは2ページへ
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「よやくらぶ」は「つくる」と「消費する」関係を支える、生産者にも組合員にもうれしいしくみです。
利用をあらかじめ約束することで、計画的な生産が可能になります。
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●予約の登録は注文書または「eくらぶ」から。  ●注文書での登録には「よやくらぶ」専用の注文番号が必要です。
自分で選んだ消費材が、定期的に自動で届く予約システムです。



よやくらぶは、予約した消費材を定期的にお届けするしくみです。
いつも頼んでいる消費材やお気に入りの消費材を

あらかじめ登録しておけば、注文を毎回しなくてもいいので便利。
数量の変更やお休みもカンタンです。

よやくらぶには、2つのしくみがあります

ビジョンフード

安心

「つくる」と「食べる」、生産者と組合員をつなぐしくみです。
ビジョンフードを予約して食べることで、持続的な生産と消費の実現をめざしています。継続的に食べる
約束により、通常価格よりもお得になります。米（4産地のみ）、牛乳、鶏卵が予約できます。
※牛乳200ml×2のみ値引き対象外

※ 2018年44週時点の価格・容量でご案内しています。今後、原料事情等により、
価格・容量が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

毎日の必需品やお気に入りの消費材が、自動で届く便利なしくみです。
日常的に利用する機会の多い消費材の注文をサポートします。人気の高さで選ばれた60品目の予約がで
きます。そのラインナップの中心は、組合員が「使いたい」「語りたい」消費材として選んだ娃選定品です。

調理素材

牛乳 米鶏卵

魚介製品

ビジョンフードとは 生活クラブの牛乳や鶏卵、米、畜肉、農産物には、国産自給力の向上や生態系の維持など、大きなビジョン（展望）が
あります。そこでこれらをビジョンフードと名付け、安定的な利用をよびかけています。

豚肉鶏肉牛肉

生産者の応援になる
安く

注文でき
る

注文が

ラクに
なる！

生活クラ
ブ

ビギナ
ーにも！

必需品が自動で届く

防災用品 飲料 せっけん麺類 惣菜

ソーセージ・ハム 乳製品 調味料



配達サイクルを決めてください  2 決める

よやくらぶはカンタン3ステップ
このカタログの使い方

ABCD週 毎週お届け
AC週／BD週 隔週でお届け
A週・B週・C週・D週 指定の週にお届け

〈 配達サイクル 〉

チェ
ック

詳しくは
16ページへ！

マーク説明
よやくらぶの配達は4週サイクルになっています。そ
れぞれA週・B週・C週・D週と表記しています。

 生き生きとした暮らし（Lively、Life）を応援する、生
活クラブのお勧めブランドです。娃

A週 B週 C週 D週
4週に1度、それぞれ指定の週に
届きます

ABCD週

隔週AC A週とC週に届きます

隔週BD B週とD週に届きますBD週

B週

D週

A週

C週

AC週

ABCD週

微量原料も含め遺伝子組み換え作物は原料に
使っていません。

主原材料では遺伝子組み換え作物は使っていませ
んが、酸化防止剤（ビタミンEやビタミンC）、香料の
抽出に使用されるアルコールなどで、分別されてい
ない原材料を使っています。

801091  6ケタの数字が注文番号です

予約品の数量変更や
お休みもOK！

配達は申込み週以降の
希望週から

予約したい品目を選んでください1 選ぶ

3 申込む 消費材が定期的に自動で届きます

注文書で予約

PC・スマホで予約
or
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自動で届くよ！

わが家はこれにキマリ！

私は隔週で届くAC週！

■アレルゲン情報

（代表的な原材料8物質を表示しています）
卵……《卵》 乳………《乳》 
小麦…《麦》 そば…《そば》 
落花生…《落》 えび…《えび》
かに…《かに》 大豆……《豆》

● 製造する際や原材料の採取方法等、意図せ
ず混入してしまう場合（コンタミネーショ
ン）については、そば：（そば）のように、（　）
で物質名を表示します。
● 混入量には幅があります。
● 利用前にもう一度包材表示を確認してくだ
さい。
● 食品衛生法に基づく28アレルゲンの一覧は
生活クラブウェブサイトの（http://www.
seikatsuclub.coop/）「アレルゲン情報」
をご覧になるか、センター事務局へお問い
合わせください。インターネット注文（ｅく
らぶ）でも確認できます。

リユースびん容器使用（生活クラブが回収します） 

冷蔵でお届け 冷凍でお届け

炒める、焼くもの

電子レンジで加熱するもの

亜　賞味期限または消費期限。製造日から180日以内
の期限の食品に表示。この期限は製造日からの日
数です。配達日からではありません。



4 ●容量・価格は変更になることがあります。

鶏
卵
／
牛
乳

日本の気候風土に適した純国産鶏種のたまごです。親鶏の健康を第一に、
エサには国産飼料用米も与えて自給力の向上をめざしています。

※長野単協はトレーでの取組み

純国産鶏種のたまご
550g以上　亜14日

取組単協 品　名 予約価格 AＢＣＤ週 ＡＣ週 ＢＤ週
東京・神奈川・埼玉・茨城・
栃木・群馬・福島・庄内 鶏卵10個パック 通常価格248円

（税込268円） ▶243円（税込262円） 800881 800882 800883
千葉 鶏卵10個パック（あいこっこ） 通常価格282円

（税込305円） ▶277円（税込299円） 800911 800912 800913
長野* 鶏卵10個パック（会田養鶏） 通常価格250円

（税込270円） ▶245円（税込265円） 800941 800942 800943
山梨 鶏卵10個パック（黒富士農場） 通常価格260円

（税込281円） ▶255円（税込275円） 800961 800962 800963
静岡 鶏卵10個パック（幾見） 通常価格276円

（税込298円） ▶271円（税込293円）800991 800992 800993
愛知 鶏卵10個パック（美濃愛農） 通常価格263円

（税込284円） ▶258円（税込279円） 801021 801022 801023
岩手・青森・やまがた 鶏卵10個パック（常盤） 通常価格272円

（税込294円） ▶267円（税込288円） 801041 801042 801043

殻の色が濃い「もみじ」と
淡いさくら色の「さくら」
の２品種、どちらも国産
鶏種です

鶏卵

アレルゲン卵

　以前は2週に1度の注文で「よやくらぶ」もありませんでした。
その当時は注文数に大きな波があり、そのピークに合わせて生
産計画を立てていました。毎週注文と「よやくらぶ」のしくみが
始まったのを機に、週ごとの注文数はばらつきがなくなり、その
上で利用が伸びる結果となりました。注文数は増えましたが、波
がなくなったおかげで、飼養する鶏の数を増やすことなく注文
に対応できています。
　今でも利用は確実に増えていて、105％台の伸びをみせてい

安定的に食べることが
国産鶏種の卵を守る
株式会社生活クラブたまご　吉

よ し の

野 訓
さ と し

史さん

ます。予約数の増加が、全体の伸びをけん引していると考えて
います。生産者にとって一番ありがたいのは、年間の注文数の
動向がハッキリしていて予測が容易なこと。生産計画が立てや
すくなり、生産のロスが減らせます。今では3年先の過不足発
生見通しの精度が上がりました。
　組合員のみなさんには、このまま安定的に食べ続けてもらえ
ればうれしいです。そのことが、希少な国産鶏種の卵を守ること
につながっているのです。

埼玉県深谷市にある（株）生活クラ
ブたまごの岡部農場。10棟ある鶏
舎で約20万羽の鶏を飼養してい
ます。鶏舎は2階建ての構造。親
鶏を2階で飼養し、鶏糞は1階に落
ちる仕組みになっているため、い
つでも清潔な状態を保つことがで
きます。養鶏場は埼玉県内にもう
一つ坂戸農場があり、3棟の鶏舎
で約3万羽を飼養しています。

ここがうれしいよやくらぶ

 「つくる」と「食べる」、生産者と組合員をつなぐしくみです。

 ビジョンフード



5

酪農家と共同で建設した牛乳工場でつくる、72℃15秒間殺菌のパスチャ
ライズド牛乳。飲み続けることで酪農生産の基盤を守ります。牛乳

牛乳 200ml×2

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃15秒間殺菌　亜7日

200ml×2 びん入り 
成分無調整

取組単協 通常価格 ABCD週
班
・
個配

東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・栃木・岩手・
静岡・愛知・群馬・やまがた・青森・福島・庄内 190円（税込205円） 801091

アレルゲン乳

牛乳 900ml 900ml びん入り 
成分無調整

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃15秒間殺菌　亜7日

取組単協 品　名 予約価格 ABCD週

班

東京・神奈川・埼玉・千葉・
長野・茨城・岩手・静岡・
愛知・群馬・やまがた

牛乳900ml 班 前半 

通常価格
245円
（税込265円）

▶  235円
（税込254円）

800561
牛乳900ml 班 後半 800571

山梨・栃木・青森 牛乳900ml 班 混載 800591
個配 東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・愛知・

群馬・やまがた・栃木・青森・岩手・庄内 牛乳900ml 個配 800661
アレルゲン乳

生乳の風味と栄養が生きた、ほんのり甘みのある基本の牛乳です。

ノンホモ牛乳 900ml

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃15秒間殺菌　亜7日

900ml びん入り 
成分無調整

取組単協 品　名 予約価格 ABCD週

班

東京・神奈川・埼玉・千葉・
長野・茨城・岩手・静岡・
愛知・群馬・やまがた

ノンホモ牛乳900ml 班 前半 

通常価格
245円
（税込265円）

▶  235円
（税込254円）

802621
ノンホモ牛乳900ml 班 後半 802631

山梨・栃木・青森 ノンホモ牛乳900ml 班 混載 802641
個配 東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・愛知・

群馬・やまがた・栃木・青森・岩手・庄内 ノンホモ牛乳900ml 個配 802661
アレルゲン乳

脂肪分のホモジナイズ（均質化）処理をせず、生乳に最も近い風味。

低脂肪牛乳 1000ml

新生酪農㈱／栃木県、長野県、千葉県　72℃15秒間殺菌　亜7日

1000ml 紙パック

取組単協 予約価格 ABCD週
班
・
個配

東京・神奈川・埼玉・千葉・長野・茨城・山梨・栃木・岩手・
静岡・愛知・群馬・やまがた・青森・福島・庄内

通常価格
230円
（税込248円）

▶  225円（税込243円）
802681

アレルゲン乳

基本の牛乳から脂肪分を抜き1.4％に調整。さっぱりとした飲み口。

基本の牛乳の200mlびん2本セット。便利に使える飲みきりサイズ。

フ
タ

の
印刷はむらさ

き

フ
タ

の印
刷はみど

り

　牛乳は日々の生活に必要な栄養をバランスよく含んでいま
す。不足しがちなカルシウムや良質なたんぱく質が豊富で、毎日
必ず摂りたい食品のひとつです。
　乳牛は出産して間もないお母さん牛で、赤ちゃんのために牛
乳を毎日つくっています。人間が牛乳を貴重な食料として利用
するために、たくさんエサを食べ、たくさん牛乳が出るように乳
牛を改良してきました。急に「いらない」と言われても、生鮮食
品である牛乳は日持ちしないので酪農家は困ってしまいます。

毎日生産される牛乳だからこそ
予約が「チカラ」に
生活クラブ連合会 開発部　鈴

す ず き

木 猛
たけし

さん

また「もっと欲しい」と言われても、赤ちゃんをすぐに産むこと
はできません。安定した量を飲み続けてもらうことが酪農家の
願いです。
　毎週必ず届く「よやくらぶ」のしくみは牛乳にぴったり！組合
員にとっては注文忘れの心配がなく、生産者にとっては決まっ
た量の消費を約束してくれることで、安心して生産を続けること
が可能になります。便利なだけではなく、提携する酪農生産者
たちの大きなチカラになっています。

千葉県・新生酪農クラブの生産
者の伊藤さん。仔牛の時から妊
娠、出産を経て搾乳ができるよ
うになるまで、長い年月をかけ
大切に育てています。ほかに栃
木県・箒根酪農業協同組合と長
野県・南信酪農業協同組合の酪
農家達が生活クラブの牛乳を支
えています。

ここがうれしいよやくらぶ

鶏
卵
／
牛
乳



6 ●容量・価格は変更になることがあります。

長年にわたり組合員と生産者が話し合って、安全性や環境にも配慮した米作りを続けてきました。
飼料用米の栽培や協業化など、持続的な生産に向けたさまざまな取組みを行なっています。米

米

長野県南部の中央アルプスと南アルプスにはさまれた「伊那谷」でと
れたコシヒカリ。年間を通じておいしく食べられるよう、収穫したお米
の水分量を季節にあわせて管理しています。

宮城県加美町は、奥羽山脈を源流とする水の豊かな地域。ササニシ
キの食味を受け継いだ「ささゆた香」と、冷害や病気に強く多収で、価
格優位性のある「まなむすめ」の二品種を育てています。

栃木県北部・那須連山の麓で育った、「コシヒカリ」と「なすひかり」を
ブレンド。減農薬・減化学肥料に力を入れ、組合員との交流を兼ねた
「生きもの調査」を実施しています。

品　名 予約価格 A週 B週 C週 D週
上伊那アルプス米 5㎏ 通常価格2,047円

 （税込2,211円） ▶2,018円（税込2,179円） 800094 800095 800096 800097
上伊那アルプス米 3㎏ 通常価格1,260円

 （税込1,361円） ▶1,233円（税込1,332円） 800204 800206
無洗米 上伊那アルプス 5㎏ 通常価格2,119円

 （税込2,289円） ▶2,083円（税込2,250円） 800144 800145 800146 800147
無洗米 上伊那アルプス 3㎏ 通常価格1,302円

 （税込1,406円） ▶1,273円（税込1,375円） 800194 800196

品　名 予約価格 A週 B週 C週 D週
黒磯米 5kg 通常価格1,997円

 （税込2,157円） ▶1,970円（税込2,128円） 800074 800075 800076 800077
黒磯米 3kg 通常価格1,227円

 （税込1,325円） ▶1,203円（税込1,299円） 800064 800066
無洗米 黒磯米 5kg 通常価格2,072円

 （税込2,238円） ▶2,034円（税込2,197円） 800034 800035 800036 800037
無洗米 黒磯米 3kg 通常価格1,269円

 （税込1,371円） ▶1,239円（税込1,338円） 800174 800176

JA上伊那/減農薬米生産者協議会（長野県）

JA加美よつば／加美清流米クラブ（宮城県）

上伊那アルプス米

ささゆた香・まなむすめ

JAなすの／どではら会（栃木県）

黒磯米

品　名 予約価格 A週 B週 C週 D週
遊ＹＯＵ米 5kg 通常価格1,993円

 （税込2,152円） ▶1,964円（税込2,121円） 800014 800015 800016 800017
遊ＹＯＵ米 3kg 通常価格1,226円

 （税込1,324円） ▶1,199円（税込1,295円） 800055 800057
無洗米 遊ＹＯＵ米 5kg 通常価格2,125円

 （税込2,295円） ▶2,099円（税込2,267円） 800024 800025 800026 800027
無洗米 遊ＹＯＵ米 3kg 通常価格1,311円

 （税込1,416円） ▶1,278円（税込1,380円） 800155 800157
遊ＹＯＵ米 玄米 5㎏ 通常価格1,947円

 （税込2,103円） ▶1,919円（税込2,073円） 802274 802276
遊ＹＯＵ米 玄米 3㎏ 通常価格1,200円

 （税込1,296円） ▶1,173円（税込1,267円） 800045 800047
遊ＹＯＵ米 胚芽精米 5㎏ 
※ひとめぼれ

通常価格1,998円
 （税込2,158円） ▶1,966円（税込2,123円） 800214 800215 800216 800217

品　名 予約価格 A週 B週 C週 D週
遊ＹＯＵ米 実験米 5kg（無農薬実験米） 3,225円（税込3,483円） 802134 802135 802136 802137

品　名 予約価格 A週 B週 C週 D週
加美よつばささゆた香 5kg 通常価格2,115円

 （税込2,284円） ▶2,079円（税込2,245円） 802164 802165 802166 802167
無洗米 加美よつばささゆた香 3kg 通常価格1,329円

 （税込1,435円） ▶1,289円（税込1,392円） 802174 802176
加美よつばまなむすめ 5kg 通常価格1,868円

 （税込2,017円） ▶1,832円（税込1,979円） 802144 802145 802146 802147
無洗米 加美よつばまなむすめ 3kg 通常価格1,188円

 （税込1,283円） ▶1,153円（税込1,245円） 802155 802157

山形県庄内の北端・鳥海山の麓で、一般的な栽培基準の半分以下の
農薬・化学肥料で栽培された「特別栽培米」。転作地で飼料用米を
生産するなど、循環型農業の実現をめざしています。

JA庄内みどり／遊
ゆ
佐
ざ
町共同開発米部会（山形県）

遊YOU米

自然災害や新たな農法に備えて
 「共同開発米基金」を積み立てています。

生活クラブとJA庄内みどり遊佐町共同開発米部会では共同開発米事業の安定と推進のため、玄米価格の0.5％
を双方で拠出し運用する「共同開発米基金」を積み立てています。基金は自然災害時の減収補償、減農薬やコ
スト削減のための農法開発などに使われます。遊YOU米の価格に5㎏袋7円、3㎏袋4円、遊YOU米実験米5kg 
 （無農薬実験米）に12円を上乗せしています。

最大

38

最大

33

最大

40

最大

36

品種：ひとめぼれ／どまんなか

品種：コシヒカリ／なすひかり

品種：コシヒカリ

品種：ささゆた香（東北194号） 品種：まなむすめ
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2018年3月に開催された「第１回飼料用米活用畜産
物ブランド日本一コンテスト」で、農林水産大臣賞
を受賞しました（主催：日本養豚協会）。使われて
いない田んぼを活用して飼料用のお米を栽培し、豚
にあたえる取組みは、生活クラブ組合員のみなさん
が豚肉を「食べる」と言ってくれたからこそできたこ

食べ続けてくれることが、挑戦するチカラになる

株式会社平田牧場　

門
かどわき

脇 公
こうすけ

介さん

とです。今回の受賞は、それが評価された結果だと
思っています。食べてくれる人がいるから、私たち
生産者は新しい試みにチャレンジすることができま
す。よやくらぶは、そんな組合員みなさんの想いが
形になっている仕組みだと感じています。

豚肉切り落とし300g

（株）平田牧場　亜7日

555円（税込599円）
カタ、バラ、モモ、ロース・肩ロース肉の部位を約1.7mm厚にス
ライス。1切れが小さく料理に切らずに使えて便利。ガスパック
包装。

100g/185円（税込200円）

300g

豚肉ロース・肩ローススライス310g

（株）平田牧場　亜7日

788円（税込851円）

ロースか肩ロースのいずれかが届きます。ロースはきめ細かな
肉質と脂肪の旨みが魅力。肩ロースは筋肉と脂肪のバランスが
良い部位。

100g/254円（税込275円）

310g

ロース

豚肉モモスライス310g

（株）平田牧場　亜7日

558円（税込603円）

モモは脂が少ない部位で、さっぱりした味わいなので、トマトソー
スなどのソース類とも良く合います。

100g/180円（税込195円）

310g

豚肉カタ・バラスライス310g

（株）平田牧場　亜7日

548円（税込592円）

カタ、バラどちらかが届きます。バラは脂肪の旨みが特長。カタ
は脂肪が少なくさっぱりとしています。

100g/177円（税込191円）

310g
バラ

豚肉ひき肉

（株）平田牧場　亜6日

745円（税込805円）
ブロックやスライスの整形で生じた端肉と、ウデ肉も使用。肉が
新鮮なので粘りがあります。

100g/155円（税込168円）

480g（約240g×2）

豚肉バランスセット・4パック

（株）平田牧場　亜6日

1,560円（税込1,685円）
三つの部位のスライスとひき肉のセット。部位の違いを味わえま
す。脱気包装。

ローススライス160g、モモスライス160g、
バラスライス160g、ひき肉240g

3つの異なる品種をかけ合わせた、
平田牧場オリジナルの三元豚です。
繁殖力と丈夫さ、おいしさをかねそ
なえています。豚がのびのびと過ごせ
るように、明るく広 と々した豚舎で健
康第一に育てています。えさには生
活クラブの提携生産者がつくる飼料
用米も配合。きめ細やかな肉質と甘
みのある脂には定評があります。

豚肉
 （株）平田牧場

蒸し豚
作り方
お好みの野菜をせいろに敷き詰め、上に豚
肉ロース・肩ローススライス、豚肉カタ・バラス
ライスをのせてふたをし15分ほど蒸す。お好
みのたれと薬味でめしあがれ。

豚肉に多く含まれるビタミンB1には、糖質をエネル
ギーに変えて代謝を高めてくれる効果があります。

800751
ABCD週

800752
AC週

800753
BD週

800771
ABCD週

800772
AC週

800773
BD週

800621
ABCD週

800622
AC週

800623
BD週

800671
ABCD週

800672
AC週

800673
BD週

800711
ABCD週

800712
AC週

800713
BD週

800731
ABCD週

800732
AC週

800733
BD週



8 ●容量・価格は変更になることがあります。

牛肉って価格が高いと感じている方が多いですよね。
そのためにハレの日の“ごちそう”として食べる家庭が
多いと思います。一年に一頭しか子どもを産まないこ
と、飼育する期間が約一年半（豚：半年以上、鶏：2ヶ
月）と長いため、エサ代や人件費などの生産コストが
かかってしまうことが、他のお肉と比べて安くない理由

牛肉の“ふだん使い”には、よやくらぶがぴったり！

北海道チクレン農業協同組合連合会　

尊
そ ん ぽ

保 卓
たくゆき

之さん

になっています。毎年12月にたくさんの注文をもらい
ます。とてもありがたいことですが、特定の部位に人
気が集中してしまい余る部位が多くでてしまっている
のも事実です。いろいろな部位の牛肉を安定的に食べ
てもらうには、「予約」で日々の食卓に牛肉が登場する
機会を増やしてもらうのが一番だと考えています。

豚
肉
／
牛
肉
／
鶏
肉

北海道産の良質な赤身牛肉です。飼
育から解体処理、精肉加工を経て製
品になるまで、北海道チクレンが一貫
生産しています。これにより、どこでど
のように育てられた牛なのか、いつで
も確かめることができます。牛の健康
を考え、たっぷりの牧草を中心に遺伝
子組み換えでないトウモロコシを配合
した飼料などをあたえています。

牛肉ときのこのすき鍋
作り方
水1カップに、丸大豆醤油、みりん風醸造調
味料、酒を各大さじ2、素精糖大さじ1を鍋に
入れ煮立たせる。あらかじめ切っておいた椎
茸、しめじ、舞茸、長ねぎ、水菜と牛肉切り落
としを入れ、火が通ったらできあがり。

牛肉
北海道チクレン農業協同組合連合会

人の体内では合成できない必須アミノ酸がバラン
スよく含まれ、不足しがちな鉄や亜鉛などのミネラ
ルが豊富。

牛肉切り落とし320g

1,294円（税込1,398円）

カタ、モモを中心にバラなど複数部位を
2mm厚にスライス。肉の面積がある程度
あるので肉巻きなどにも。

100g/404円（税込437円）

北海道チクレン農協連　亜6日

320g（約160g×2）

牛肉小間切れ320g

1,230円（税込1,328円）
カタ・バラをはじめ端材も含む複数部位を
2mm厚にカット。牛丼、肉じゃが、肉豆腐
などに。

100g/384円（税込415円）

北海道チクレン農協連　亜6日

320g（約160g×2）

牛ひき肉500g

1,458円（税込1,575円）
スネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに
近い肩ロースまで使用した、グレードが高
く味のよいひき肉です。

100g/292円（税込315円）

北海道チクレン農協連　亜5日

500g

牛ひき肉250g

764円（税込825円）
スネ・ネック肉や端肉だけでなく、ネックに
近い肩ロースまで使ったひき肉です。

100g/306円（税込330円）

北海道チクレン農協連　亜5日

250g

802791
ABCD週

802792
AC週

802793
BD週

800551
ABCD週

800552
AC週

800553
BD週

800601
ABCD週

800602
AC週

800603
BD週

802991
ABCD週

802992
AC週

802993
BD週

802995
B週
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「丹精國鶏」は国内で自給できる鶏肉として、年間
200万羽の生産体制をめざし組合員のみなさんとと
もに取り組んでいます。自分たちで育種改良してい
るので、生産のマニュアルがありません。飼育のノ
ウハウを共有しあうなど、日々手さぐりで「丹精國
鶏」を育てています。その努力が実って生産成績が

よやくらぶは「丹精國鶏」生産の応援になっています

株式会社秋川牧園　

佐
さ と う

藤 尚
な お し

志さん
全農チキンフーズ株式会社

植
うえむら

村 沙
さ き

希さん

向上し、2016年11月にはじめて値下げを実現する
ことができました。何よりも値下げを大きく後押し
してくれたのは、組合員のみなさんの食べるチカラ
です。鶏肉は安価で手頃なタンパク源。保存に便利
な冷凍でのお届けです。予約で定期的に注文して
冷凍庫に常備しておきませんか。

和風マヨチキンとスイートチリチキン
作り方
2種類のタレをつくる。和風マヨチキンは万能つゆ大さじ1と1／2、マヨネーズ大さじ1を混
ぜる。スイートチリチキンは、トマトケチャップ大さじ3、豆板醤小さじ1／2、はちみつ小さじ
2、レモン汁小さじ1、すりおろしにんにく1／2片分を混ぜる。鶏肉ひと口カットにお好みの
タレをもみ込み1時間おく。魚焼きグリルかフライパンで、中火で10～12分焼いたら完成。

丹精こめて育てた純国産鶏種。曾祖父母にあた
る原々種鶏から、3世代にわたり日本生まれ・日
本育ちの鶏です。自然の光や風が入る広 と々し
た開放鶏舎で、じっくりと55日以上かけて育て
ています。よく動いて育つことで、噛みごたえの
ある弾力と深い旨みをもつ鶏肉になります。

鶏肉
 （株）秋川牧園
全農チキンフーズ（株）・群馬農協チキンフーズ（株） 高たんぱくな鶏肉には、抗酸化力を高めるビタミンAが豊富。油と合わ

せると効率よく吸収できます。

鶏肉ひと口カット500g

881円（税込951円）
ムネ肉とモモ肉を一切れ25～30gを目安
にカット。唐揚げに、煮物に。バラ凍結な
ので使いやすい。

100g/176円（税込190円）

（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　亜180日

500g

鶏肉ムネ400g

631円（税込681円）
淡いピンク色で、脂肪が少なく淡白な味で
す。幅広い料理に使える部位。ソテー、カ
ツ、照り焼きなどに。

100g/150円（税込162円）

（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　亜180日

400g

鶏肉モモひと口カット300g

577円（税込623円）
丹精國鶏のモモ肉を食べやすい一口サイ
ズにカット。唐揚げ、煮物に。お弁当にも
重宝します。

100g/192円（税込208円）

（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　亜180日

300g

鶏肉モモ500g

911円（税込984円）
運動量の多い筋肉のため、味にコクがあり、
焼き物にも煮込み料理にも適しています。

100g/182円（税込197円）

（株）秋川牧園　全農チキンフーズ（株）　亜180日

500g

800845
B週 D週

800847800843
BD週

800801
ABCD週

800802
AC週

800803
BD週

800894
A週

800896
C週

800892
AC週

800811
ABCD週

800812
AC週

800813
BD週
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毎日の必需品やお気に入りの消費材が、自動で届く便利なしくみです。
安心

生活ク
ラブ

ビギ
ナー
に

オス
スメ！

必要品が
自動で届く

毎週の注文が
ラクになる！

人気の高さで
選ばれた
60品目

 予約の申込み・
変更・解約も
カンタン！

ラインナップの
中心は
L’s選定品

ここをチェック！

娃プレーンヨーグルト

208円
（税込225円）
生活クラブ指定酪農
家の乳でつくりまし
た。無糖タイプなの
で、料理やお菓子づく
りにも。保存用のフタ
はつきません。100g
当たり57kcal、塩分
0.12g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

400g
原材料：生乳、脱脂濃
縮乳、脱脂粉乳

800691
ABCD週

800692
AC週

800693
BD週

選定品 ふだんの生活に取り入れやすく、多くの組合員に支持されて
いる使い勝手のいいベーシックなアイテムを取り揃えていま
す。生活クラブに加入したばかりの方にオススメしたい、生活
クラブならではの消費材です。

娃マークの意味

※一部（温州みかんジュース、真塩、まぐろ油漬缶、無漂白ロールペーパーシング
ルソフト、ティッシュペーパースリム）をのぞき、安心よやくらぶで予約できます。

娃選定品の「L」には「生活（Life）を生き生きと
した（Lively）ものにする消費材を使いこなそう
（Lesson）」、「's」には「みんなのもの」と言う意味
を込めています。

LIFE…生活
LIVELY…生き生きとした
LESSON…使いこなそう

みんなのもの
L’s選定品の目印は、
消費材名の前についた
「L’s」のマーク。この
「よやくらぶカタログ」や
「食べるカタログ」で探
してみてください！
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娃スライスロースハム1パック

345円（税込373円）
消費材の豚ロース肉で作った、定評のあるハムです。化学調味料
や発色剤は使用していません。100g当たり176kcal、塩分1.33g

（株）平牧工房　亜15日アレルゲン（卵）・乳・（麦）・（豆）

90g

原材料：豚ロース肉
（国産）、乳たんぱ
く、食塩、糖類（砂
糖、水あめ（甘藷、馬
鈴薯（国産）））、ポー
クエキス、カツオエ
キス、香辛料

娃スライスベーコン1パック

410円（税込443円）
消費材の豚バラ肉を塩漬けしてから、桜とオニ胡桃のチップで燻
煙しました。利用しやすいスライスです。100g当たり390kcal、
塩分1.88g

（株）平牧工房　亜15日アレルゲン（卵）・乳・（麦）・（豆）

140g

原材料：豚バラ肉（国
産）、糖類（砂糖、水
あめ（甘藷、馬鈴薯
（国産）））、食塩、乳
たんぱく、ポークエ
キス、カツオエキス

ジューシーパリ旨ポークウインナー

375円（税込405円）
その名のとおりジューシーでパリッとした美味しさを出しました。
スモークの香りも効いています。あらびきタイプ。100g当たり
251kcal、塩分1.56g

（株）平牧工房　亜10日アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

145g

原材料：豚肉（国産）、
結着材料（馬鈴薯でん
粉（国産）、えんどう豆
でん粉）、食塩、香辛
料、糖類（水あめ（甘
藷、馬鈴薯（国産））、砂
糖）、ポークエキス、コ
ンブエキス、カツオエ
キス、羊腸ケーシング

305円
（税込329円）

（株）平牧工房　亜10日
アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（豆）

165g

原材料：豚肉（国産）、結着材料（えんどう豆でん粉、馬鈴しょでん粉（国産））、食塩、砂糖、
香辛料、ポークエキス、羊腸ケーシング

娃飲むヨーグルト

180円
（税込194円）
生活クラブ指定酪農
家の生乳を原料に、
安定剤・香料などは
使わずに作りました。
濃厚でコクがありま
す。（製造：（株）タカハ
シ乳業）100ｍｌ当たり
86kcal、塩分0.11g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

500ml
原材料：生乳、砂糖

娃プレーンヨーグルト

208円
（税込225円）
生活クラブ指定酪農
家の乳でつくりまし
た。無糖タイプなの
で、料理やお菓子づく
りにも。保存用のフタ
はつきません。100g
当たり57kcal、塩分
0.12g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

400g
原材料：生乳、脱脂濃
縮乳、脱脂粉乳

800691
ABCD週

800692
AC週

800693
BD週

ミックスチーズ

680円（税込734円）
発酵調整剤不使用のニュージーランド産ナチュラルチーズを2種
類ブレンド。加熱調理用。（製造：全酪連狭山工場）

雪印メグミルク（株）　亜90日アレルゲン乳

300g

原材料：ナチュラル
チーズ（生乳、食塩）

牛乳たっぷり加糖ヨーグルト

200円（税込216円）
牛乳・濃縮乳にクリームを加えた濃厚感のあるデザートタイプ。
甘みは素精糖を使用。1個(80g）当たり82kcal、塩分0.09g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

80g×3

原材料：牛乳、脱脂濃
縮乳、砂糖、クリー
ム、脱脂粉乳

味わいさっぱり加糖ヨーグルト

200円（税込216円）
毎日食べても飽きない、さっぱりと食べやすいヨーグルト。生活
クラブ指定酪農家の乳を使い、低糖・低脂肪で作りました。1個
（80g）当たり60kcal、塩分0.10g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

80g×3

原材料：牛乳、脱
脂濃縮乳、砂糖

100g当たり250kcal、塩分1.63g

ソーセージ
ハム
 （株）平田牧場の豚肉を使用。発色
剤やリン酸塩などの化学合成食品
添加物を使わずにつくっています。

乳製品
ヨーグルトは、パスチャライズド牛
乳と同じ指定酪農家の原乳をたっ
ぷり使っています。

娃ポークウインナー

子ども達が大好きなポークウインナー。
注文を忘れてしまい市販品をだしたとこ
ろ、誰も手をつけてくれないという事件が
発生！それ以来、いろいろと予約していま
す。注文忘れも「締切日までに注文しなく
ちゃ」という焦りもなくなりました。お友達
にもすすめています。

予約の便利さを実感中！

生活クラブ長野　
加入歴7年
黒澤 亜希さん

平田牧場の豚肉の旨みを感じるウイン
ナー。化学調味料は使用せず、シンプルな
味わいに仕上げました。子どもからお年寄
りまで大人気のロングセラー消費材です。

ここがうれしいよやくらぶ

ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ハ
ム
／
乳
製
品

801121
ABCD週

801122
AC週

801123
BD週

800832
AC週

801081
ABCD週

801082
AC週

801083
BD週

801131
ABCD週

801132
AC週

801133
BD週

800584
A週

800586
C週

800863
BD週

800701
ABCD週

800702
AC週

800703
BD週

800924
A週

800926
C週
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娃トマトケチャップ
希少な国産加工用トマトを100％使用。提
携する農家が育てた完熟トマト約12個分
を、1びんにギュッと詰めこみました。水を
一切加えずに加工しているので、トマトの
風味をストレートに味わえます。

トマトケチャップをそんなに使わなかった
我が家でしたが、生活クラブのものを食
べておいしさにビックリ！今では、子ども
達も夫もみんなが大ファンです。月に1回
予約して、絶対に切らさないようにしてい
ます。食卓の定番は、予約し
ておけば頼み忘れがなくて
安心ですよ。

定番食材は予約がおすすめ！

生活クラブ愛知　加入歴5年　
金田 美佳さん

ここがうれしいよやくらぶ

娃国産ブレンド
なたね油丸缶

588円
（税込635円）
圧搾一番しぼりという高
品質のなたね油。コシが
強く繰り返し使えます。
原料ナタネの色が少し残
る淡い緑色。100ｇ当た
り900kcal、塩分0.00g 米澤製油（株）

600g

原材料：食用なたね油
（遺伝子組み換えで
ないものを分別）

娃国産ブレンド
なたね油角缶

1,022円
（税込1,104円）
国産ナタネをブレンド。
圧搾一番しぼりを水、
湯、電熱で脱色・脱臭
し、化学薬品を使わず
に精製。100g当たり
900kcal、塩分0.00g 米澤製油（株）

1650g

原材料：食用なたね油
（遺伝子組み換えで
ないものを分別）

娃素精糖

330円（税込356円）
沖縄県産サトウキビが原料の粗糖から蜜分を少し取り除き乾燥。
カルシウムなどミネラル分が残っています。
100ｇ当たり395kcal、塩分0.03g
（株）青い海

750g

原材料：粗糖（沖縄
産） 娃マヨネーズ

200gチューブ

276円
（税込298円）
消費材の鶏卵とリンゴ
酢・米酢を使っています。
化学調味料は不使用。容
器の素材は環境ホルモン
物質不使用。（製造：エス
エスケイフーズ（株））
100g当たり
716kcal、塩分1.72g

コーミ（株）　亜180日アレルゲン卵

200g
原材料：食用なたね油
（遺伝子組み換えで
ないものを分別）、
卵黄（卵（国産）を含
む）、醸造酢（リンゴ
酢、米酢）、食塩、砂
糖、香辛料

娃マヨネーズ
310gびん

390円
（税込421円）
消費材の鶏卵の黄身と
リンゴ酢・米酢を使っ
ています。化学調味料
は不使用。（製造：（株）
パニーデリカ）
１００ｇ当たり
719kcal、塩分1.71g

オリエンタル酵母工業（株）アレルゲン卵

310g

原材料：食用なたね油
（遺伝子組み換えで
ないものを分別）、
卵黄（卵（国産）を含
む）、醸造酢（リンゴ
酢、米酢）、食塩、砂
糖、香辛料

信州田舎みそこうじ1kg

475円（税込513円）
加温醸造したみそと、1年間天然醸造した風味豊かなみそを5
対5の割合でブレンドしています。１００ｇ当たり191kcal、塩分
11.94g

（株）マルモ青木味噌醤油醸造場アレルゲン豆

1kg

原材料：大豆（北海道
（遺伝子組み換えで
ない））、米（国産）、
食塩／アルコール

娃国産十割こうじみそ・カップ

325円（税込351円）
国産100％の大豆・米を使用、十割麹で中甘口の生みそ。アル
コールは無添加です。（１００ｇ中）200kcal、塩分11.51g

（株）マルモ青木味噌醤油醸造場アレルゲン豆

500g

原材料：大豆（国産
（遺伝子組み換えで
ない））、米（国産）、
食塩

娃丸大豆醤油
900ml

399円
（税込431円）
化学薬品を使って油分を抽
出した脱脂大豆ではなく、
大豆を丸ごと使用。まろや
かな風味が料理を引き立
てます。開封後は要冷蔵。

タイヘイ（株）アレルゲン麦・豆

900ml

原材料：大豆（遺伝子
組み換えでないもの
を分別）、小麦、食塩

コーミ（株）

原材料：トマト（国産）、砂
糖、醸造酢、食塩、たま
ねぎ（国産）、香辛料

娃万能つゆ500ml

398円
（税込430円）
うどんやそばのつゆだけで
なく、煮物にもOK。何に
でも使える汎用性の高い
つゆです。100ｍｌ当たり
96kcal、塩分9.79g

タイヘイ（株）アレルゲン麦・豆

500ml

原材料：しょうゆ（本醸造）（大豆
（遺伝子組み換えでないもの
を分別）・小麦を含む）、砂糖、
食塩、かつお節エキス、発酵調
味料、酵母エキス、合わせだし
（煮干し、さば節、かつお節）、
混合削りぶし（そうだかつお枯
節、かつお節、さば節）、昆布エ
キス、かつお削り節

娃みりん風
醸造調味料

317円
（税込342円）
自社仕込みの加塩純米酒に
本みりんを配合しています。
風味豊かな調味料です。ア
ルコール分11.5％。100g当
たり225kcal、塩分1.57g 相生ユニビオ（株）

500ml

原材料：液状ブドウ
糖（甘ショでん粉）、
アルコール（さとう
きび）、本みりん、米
（国産）、食塩、米麹
（国産）

327円
（税込353円）

370g

１瓶（370ｇ）当たり
426kcal、塩分12.31g

調味料
毎日使うものだからこそ原料にこだ
わり、手間ひまかけて旨みを引き出
しています。

調
味
料

801005
B週 D週

801007 801054
A週

801056
C週

800874
A週

800876
C週

802785
B週

802787
D週

800855
B週 D週

800857

800935
B週 D週

800937

800974
A週

800976
C週

801074
A週

801076
C週

800904
A週

800906
C週

801285
B週 D週

801287 801294
A週

801296
C週
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小粒カップ納豆
厳選した国産の小粒大豆のおいしさを生
かし、風味よく熟成、発酵させた納豆。1人
で食べやすい量をカップに入れました。タ
レやからしが付いていないので、醤油や万
能つゆなどお好みの味付けでどうぞ。

健康のために毎朝食べている納豆。注文
がラクになるかなと予約しました。タレがつ
いていないので、塩昆布やオリーブオイル、
黒酢など味付けも楽しんでいます。カップ
納豆は調味料や薬味が入れやすく、1人分
ずつになっているので食事
の時間がバラバラな我が
家では重宝しています。

よやくらぶで注文がラクチンに

生活クラブ埼玉　加入歴8年　
前島 彰子さん

焼売

505円
（税込545円）
消費材の豚肉とできるか
ぎり提携生産者の原料
を使用。食品添加物は使
わず、肉のうまみがたっ
ぷり。1個（35ｇ）当たり
86kcal、塩分0.36g

マルハニチロ（株）
アレルゲン卵・乳・麦・豆

280g（35g×8）

原材料：豚肉（国産）、ソ
テーオニオン（たまねぎ
（国産）、なたね油（遺伝
子組み換えでないもの
を分別））、豚脂（国産）、
つなぎ（ばれいしょでん
粉（国産）、卵白粉（卵を
含む）、卵白（卵（国産）を
含む）、パン粉）、しいた
け（国産）、砂糖、しょうゆ
（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、
植物油脂（ごま油、パー
ム油）、肉エキス（豚肉を
含む）、食塩、魚介エキス
（雑節エキス（さばを含
む）、デキストリン、食塩、
砂糖）、しょうが、こしょ
う、乳たん白、皮（小麦
粉、小麦グルテン）

娃餃子

400円
（税込432円）
消費材の豚肉と国産野菜、可能
な限り提携生産者の調味料を使
用。スープに入れて水餃子、揚
げてお弁当のおかずにも。320ｇ
当たり816kcal、塩分2.36g

美勢商事（株）　亜180日
アレルゲン（卵）・（乳）・麦・（えび）・（かに）・豆

320g（20個）

原 材 料：具（ 野 菜
（キャベツ（国産）、
白菜（国産）、玉ね
ぎ（国産）、にら（国
産）、しょうが（国
産）、にんにく（国
産））、豚肉（国産）、
豚脂（国産）、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）、ばれい
しょでん粉（国産）、
ごま油、しょうゆ（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、練りごま）、
皮（小麦粉、食塩）

ここがうれしいよやくらぶ

娃パックだし

478円（税込516円）
煮干し、かつお節、昆布、椎茸を6：2：1：1の割合でブレンド。熱
抽出や加水分解等のエキスや化学調味料は不使用。

みえぎょれん販売（株）

8g×15袋

原材料：にぼし、かつ
おのふし、こんぶ、し
いたけ

娃ホットケーキ
ミックス

320円（税込346円）
国産小麦粉、消費材の素精糖などをミックス。アメリカンドッグや
カップケーキにも。レシピ付き。膨脹剤はアルミ不使用。100g当
たり359kcal、塩分1.02g

日東富士製粉（株）アレルゲン（卵）・乳・麦・（豆）

200g×3

原材料：小麦粉、砂
糖、脱脂粉乳、カボ
チャ粉末、食塩／
ベーキングパウダー

焼のり

287円（税込310円）
提携先で仕入、加工、出荷まで一貫して行い流通過程を省略して
いるので、高品質なのに手ごろな価格です。１枚（約3ｇ）当たり
6kcal、塩分0.04g

みえぎょれん販売（株）　亜91日

板のり10枚

原材料：乾のり（三重
県産）娃ひじき（40g）

412円
（税込445円）
生活クラブのひじきは、収穫
直後に蒸煮・乾燥。旨みも逃
げずに柔らかでおいしく煮上
がるのが特徴です。100g当
たり139kcal、塩分3.56g

千葉県漁連

40g

原材料：ひじき（千葉
県産）かつお

細けずり50g

385円（税込416円）
鰹の本節と、荒節にかび付けしたものを約3mm幅に削りました。
おひたしにのせたりおにぎりに。100g当たり356kcal、塩分
0.33g

みえぎょれん販売（株）　亜180日

50g

原材料：かつおのか
れぶし（ふし加工地：
伊勢志摩）

165円（税込178円）
長野、山梨、静岡、やまがた単協ではこの品目の予約はできま
せん。1パック（40ｇ）当たり80kcal、塩分0.00g

（株）カジノヤ　亜10日アレルゲン豆

40g×4、タレ・からし無し

原材料：大豆（国産、
遺伝子組み換えでな
い）、納豆菌

小粒納豆

275円（税込297円）
原料大豆は国産、包材には経木を使用。長野、山梨、静岡、やま
がた単協ではこの品目の予約はできません。

（株）カジノヤ　亜10日アレルゲン豆

80g×3、タレ・からし無し

原材料：大豆（国産、
遺伝子組み換えでな
い）、納豆菌

調理素材
国産の原料を主に使用し、不要な
食品添加物は使用せずていねい
につくっています。

惣菜
できるかぎり提携生産者の原料や
調味料を使用し、素材本来の旨み
をいかしています。

801105
B週 D週

801107800955
B週 D週

800957

801144
A週

801146
C週

800655
B週 D週

800657 801154
A週

801156
C週

800981
ABCD週

800982
AC週

800983
BD週

801011
ABCD週

801012
AC週

801013
BD週

800794
A週

800796
C週

800765
B週 D週

800767

調
理
素
材
／
惣
菜
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豊富な水源に恵まれた長野県塩尻市の
地下水を原料にした、おいしい軟水のナ
チュラルミネラルウォーターです。
農林水産省では、災害に備えて1人3L×3
日分×家族の人数分の水を確保しておく
ように推奨しています。緊急避難時に持
ち出せる500mlと、ライフラインが復旧

2011年３月に発生した東日本大震災。
「肉厚わかめ」生産者の重

お も え

茂漁協（岩手
県宮古市）と、「おとうふ揚げ」生産者の
(株)高橋徳治商店（宮城県東松島市）は
甚大な被害を受けました。生活クラブは
震災直後から救援物資を運ぶなど、両生
産者の復旧･復興に向けた支援を開始。
「肉厚わかめ」の加工を組合員が手伝

うとともに、支援金つきで共同購入を実
施。また組合員カンパを募って、3隻の定
置網船を贈りました。本社工場１階が津
波にのまれた高橋徳治商店では、組合員
が泥出しに参加。その甲斐もあって約半
年後には「おとうふ揚げ」の製造開始にこ
ぎつけました。今でも組合員が産地を訪
れ、生産者との交流を深めています。

重茂漁協協同組合の「重茂味まつり」
「重茂味まつり」は、毎年8月の第1日曜日に行なわれ
る重茂漁協のおまつりです。2011年の味まつりは、
重茂漁協を励ますために生活クラブが開催しまし
た。以来、生活クラブも味まつりに参加しています。

海から見た重茂漁協 毎年、大にぎわいの会場

するまで自宅で数日間を乗り切るための
2L。2容量それぞれを用意して、日常的に
使いながら消費した分を新たに買い足す
「回転備蓄」をすれば、賞味期限切れの
心配もありません。自分で決めたサイクル
で届くよやくらぶは、「回転備蓄」にぴっ
たりです。

防災用飲料水は使いながら備えて安心！

生活クラブと東北の生産者とのつながり

ここがうれしいよやくらぶ

娃真あじ開き4枚

（有）奥和　亜90日

665円
（税込718円）
4～7月に国内に水揚
げされた脂ののった
原料を真塩だけで調
味し、冷風除湿乾燥し
て干物に加工。（１００
ｇ当たり）173kcal、
塩分1.83g

300g（4枚）

原材料：真あじ（国
産）、食塩

おさかなソーセージらくリップ

298円
（税込322円）
食品添加物や化学調味
料などを使わない魚肉
ソーセージ。プラスチッ
ク製のクリップと開けや
すいフィルムを採用し
ています。1本（75ｇ）
当たり145kcal、塩分
1.19g

マルハニチロ（株）　亜90日アレルゲン（卵）・（乳）・麦・豆

300g（75g×4本）
原材料：たら、米油、結着
材料［でん粉（コーンス
ターチ（遺伝子組み換え
でないものを分別））、植
物性たん白（大豆（遺伝
子組み換えでないもの
を分別））］、砂糖、たま
ねぎ、マグロエキス、食
塩、しょうゆ（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

グチ入ちくわ

282円
（税込305円）
コシのある食感とグチのうま味を生かしました。そのまま食べや
すいミニタイプです。（100ｇ）当たり117kcal、塩分2.90g

こめや食品（株）　亜7日アレルゲン卵・麦・えび・（かに）

128g（4本）

原材料：魚肉（たら、
ぐち）、馬鈴薯でん粉
（国産）、卵白、醸造
調味料、食塩、砂糖、
魚介エキス（えびを
含む）、こめ油、加工
デンプン（小麦由来）

娃肉厚わかめ300g

重茂漁協　亜90日

645円
（税込697円）
三陸のきれいな海で
育てられた肉厚で歯
ごたえが良い塩蔵わ
かめ。養殖から加工、
袋詰まで岩手県・重
茂漁協で一貫生産。

300g

原材料：わかめ（重茂
産）、食塩 おとうふ揚げ

278円（税込300円）
スケトウダラのすり身にほぼ同量の豆腐を混ぜて揚げた、豆腐の
風味たっぷりの練り物。35ｇ（１個当たり）85kcal、塩分0.31g

（株）高橋徳治商店　亜180日アレルゲン（卵）・（乳）・（麦）・（えび）・（かに）・豆

175g（5個）

原材料：魚肉（タラ
（国産））、豆腐（大豆
（国産）を含む）、食
用米油、ばれいしょ
でん粉（国産）、砂
糖、発酵調味料、カ
ツオエキス

信州たのめの里・
森が育てた天然水500ml

1,680円
（税込1,814円）

長野県塩尻市郊外の「たのめの里」のナチュラルミネラルウォーター。
スポーツにレジャー、回転備蓄にもオススメ。賞味期限540日。（製造：
信州エコプロダクツ（株））

1点/70円（税込76円）

生活クラブ・スピリッツ（株）

500ml×24

原材料：水（鉱水）

802945
B週

802947
D週

802954
A週

802956
C週

信州たのめの里・
森が育てた天然水2L

生活クラブ・スピリッツ（株）

598円
（税込646円）

長野県塩尻市郊外の「たのめの里」のナチュラルミネラルウォー
ター。常備して回転備蓄がおススメ。賞味期限540日。（製造：信
州エコプロダクツ（株））

1点/100円（税込108円）

2L×6

原材料：水（鉱水）

魚介製品
近海で獲れた原料を中心に使
用。鮮度と品質を大切に、なるべく
手を加えずに加工しています。

防災用品
災害に備えて準備し、日付の古い
ものから順に使い補充する「回転
備蓄」がおすすめです。

魚
介
製
品
／
防
災
用
品

800614
A週

800616
C週

800685
B週 D週

800687 800644
A週

800646
C週

800745
B週 D週

800747

800725
B週 D週

800727
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スパゲティ1．6mm450g

305円（税込329円）
カナダ産デュラム小麦の芯部の粉（セモリナ粉）100％使用。高
熱をかけずに製麺し72時間以上かけて乾燥。

（株）ニューオークボアレルゲン麦

450g

原材料：デュラム小麦の
セモリナ、食塩

娃信州トマトジュース20缶

雪印メグミルク（株）

1,717円
（税込1,854円）

旬の時期に収穫した長野県産加工用トマトが原料。提携生産者の
塩を使用。（製造：長野興農（株））１缶（190ｇ）当たり36kcal、塩
分0.41g

1点/86円（税込93円）

190g×20

原材料：トマト（長野県）、
食塩 娃信州トマトジュース

食塩無添加20缶

雪印メグミルク（株）

1,737円
（税込1,876円）

長野産の加工用トマトを搾ったストレートジュース。食塩無添加
でジュースにしました。（製造：長野興農（株））１缶（190ｇ）当たり
34kcal、塩分0.01g

1点/87円（税込94円）

190g×20

原材料：トマト（長野
産）

日東珈琲（株）

コーヒー粉　森のコーヒー

1,110円
（税込1,199円）
ブラジル・サンパ
ウロ州で農薬に
頼らず栽培。焙煎
は、飲みやすいミ
ディアムロースト。
中挽きです。１００
g当たり4kcal、塩
分0.00g

180g×2

原材料：コーヒー豆（生豆
生産国名：ブラジル）

娃固型せっけん

ヱスケー石鹸（株）

220円（税込238円）
酸化防止剤無添加、無香料なので洗濯に、浴室でも、台所でも使
えます。純せっけん分98％以上。

120g×3個、無香料

原材料：【全成分】脂肪
酸ナトリウム、グリセ
リン、塩化ナトリウム

娃キッチン用液体せっけん
（詰替用）

ヱスケー石鹸（株）

205円
（税込221円）
食器洗い、ウール洗
い、お風呂掃除にと
幅広く使えます。

450ml、無香料

原材料：【全成分】水、脂
肪酸カリウム、グリセリ
ン、クエン酸ナトリウム、
クエン酸

娃ハミガキ

ヱスケー石鹸（株）

165円
（税込178円）
合成界面活性剤
は、食品の味を
分からなくさせる
作用があるので、
使っていません。

150g、香料使用

原材料：【全成分】炭酸Ca
（研磨剤）、水、グリセリ
ン（湿潤剤）、ソルビトー
ル（湿潤剤）、キサンタン
ガム（粘結剤）、カラギー
ナン（粘結剤）、メントール
（香料）、スペアミント油
（香料）

娃洗濯用粒状せっけん

ヱスケー石鹸（株）

525円
（税込567円）
フローラル系の香
り。（使用量目安：
50g／水40リット
ル）★計量スプー
ンを希望の方はセ
ンターに問い合わ
せて下さい。

1．6kg、香料使用

原材料：【全成分】脂
肪酸ナトリウム、炭
酸塩、グリセリン、
塩化ナトリウム、香
料（フローラルタイ
プ）

娃洗濯用無添加せっけん（針状）

ヱスケー石鹸（株）

425円
（税込459円）
せっけん分99％、
アルカリ剤も香料
も無添加です。
ウールなどのデ
リケートな衣類用
に、敏感肌の人の
洗濯におすすめ。

1．0kg、無香料

原材料：【全成分】
脂肪酸ナトリウム、
塩化ナトリウム

詰替用洗濯用液体せっけん

ヱスケー石鹸（株）

370円
（税込400円）
洗濯用液体せっけん
の詰替用。ドラム式
をはじめ全自動洗濯
機にも使いやすい洗
浄剤です。（使用量
目安：80ml／ 水40
リットル）

1000ml、香料使用

原材料：【全成分】
水、脂肪酸カリウム、
炭酸カリウム、炭酸
水素カリウム、エチ
ルアルコール、香料

飲料
原料の産地や栽培方法、製造工
程までしっかりと確認できるものを
取り組んでいます。

せっけん
環境負荷の軽減と人へのやさしさ
を大切に、安心して毎日使えるも
のを選んでいます。

麺
類
／
飲
料
／
せ
っ
け
ん

麺類
手軽な調理でおいしく食べられ、
保存もきくので、常備しておくと便利
な食材です。

801185
B週

801164
A週

801166
C週

D週
801197

801245
B週 D週

801247 801254
A週

801256
C週

801235
B週 D週

801237

801215
B週 D週

801217 801225
B週 D週

801227801204
A週

801206
C週

801115
B週 D週

801117
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よやくらぶの
配達カレンダー

予約の申込み・確認・変更は注文書またはWEBから
注文書 WEB（PC・スマホ）

※予約した消費材がある週のみ、注文書に印字、eくらぶの画面に表示されます。
※配達明細表では[予約受付]に印字されます。
※2019年3月にeくらぶがリニューアルされます。eくらぶでの予約の登録方法が
変更になるため、別途配布されるお知らせをご確認ください。

11月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 5 6 7 8 9 10 11
2回 B 12 13 14 15 16 17 18
3回 C 19 20 21 22 23 24 25
4回 D 26 27 28 29 30 12/1 2

3月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 4 5 6 7 8 9 10
2回 B 11 12 13 14 15 16 17
3回 C 18 19 20 21 22 23 24
4回 D 25 26 27 28 29 30 31

5月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 4/29 30 5/1 2 3 4 5
2回 B 6 7 8 9 10 11 12
3回 C 13 14 15 16 17 18 19
4回 D 20 21 22 23 24 25 26
5回 A 27 28 29 30 31 6/1 2

1月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 7 8 9 10 11 12 13
2回 B 14 15 16 17 18 19 20
3回 C 21 22 23 24 25 26 27
4回 D 28 29 30 31 2/1 2 3

4月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 1 2 3 4 5 6 7
2回 B 8 9 10 11 12 13 14
3回 C 15 16 17 18 19 20 21
4回 D 22 23 24 25 26 27 28

2月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 4 5 6 7 8 9 10
2回 B 11 12 13 14 15 16 17
3回 C 18 19 20 21 22 23 24
4回 D 25 26 27 28 3/1 2 3

6月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 B 3 4 5 6 7 8 9
2回 C 10 11 12 13 14 15 16
3回 D 17 18 19 20 21 22 23
4回 A 24 25 26 27 28 29 30

12月 週 月 火 水 木 金 土 日

1回 A 3 4 5 6 7 8 9
2回 B 10 11 12 13 14 15 16
3回 C 17 18 19 20 21 22 23
4回 D 24 25 26 27 28 29 30
5回 お休み 31 1/1 2 3 4 5 6

2018年11月～2019年6月

まずは各消費材の
配達サイクルと
予約番号をチェック！
予約した消費材は、配達
カレンダーに記載されてい
るA～D週の4週サイクル
で配達されます。ご自宅に
届く日をご確認のうえ、お
申し込みください。

注文書裏面の「6桁番号記入欄」
に、予約したい消費材の注文番号と
数量を記入してください。

eくらぶにログインして「よやくらぶの登録と変更」をチェック。予
約したい消費材の「申込欄」にチェックを入れ、数量を決めるだ
け。確認と解約も同じ画面でできます。

「よやくらぶの登録と
変更」→「よやくらぶの
配達予定確認と一時変
更」の画面でできます。
翌々週分まで受付けし
ています。

※「ビジョンフードよやくらぶ」品目の解約はWEBではできません。配送センターへ
連絡してください。

注文書表面の「よやくらぶ確認欄」
で、確認と手続きができます。

予約の申込み

予約の変更・お休み

予約の確認・変更・お休み・解約

8
6桁番号記入欄 数量

0 0 6 9 1 1

確認 解約変更とお休み
申込みをした翌々週
以降の注文書に、予
約した消費材が印字
されます。

予約を解約したい場合は
「解約欄」に「0」と記入して
ください。

「ビジョンフードよやくら
ぶ」品目の解約は注文書
ではできません。配送セン
ターへ連絡してください。

予約した消費材の数量を増減したい
場合は「変更欄」に数量を記入してく
ださい。

予約をお休みしたい場合は「変更
欄」に「0」と記入。すべての予約をお
休みしたい場合は「翌週すべて一回
休み」に「0」と記入してください。

※注文書での受付け
は翌週分のみ

予約の申込み・確認・解約

2018年 2019年

娃プレーンヨーグルト

208円
（税込225円）
生活クラブ指定酪農
家の乳でつくりまし
た。無糖タイプなの
で、料理やお菓子づく
りにも。保存用のフタ
はつきません。100g
当たり57kcal、塩分
0.12g

新生酪農（株）　亜19日アレルゲン乳

400g
原材料：生乳、脱脂濃
縮乳、脱脂粉乳

800691
ABCD週

800692
AC週

800693
BD週
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