
品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量

品　　　　　　名 容量 友 割干大根 70ｇ 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 ココナッツファイン 100

婦 十三浜わかめ 200ｇ 友 干切大根 50g 学園ケチャップ 370ｇ 顆粒ゼラチン 100ｇ プラム（種無し） 300

婦 十三浜茎わかめ 200ｇ スーパーキング 1ｋｇ 学園ピューレ 390ｇ 粉末ゼラチン 100ｇ

婦 十三浜こんぶ 300ｇ バイレット 1ｋｇ ボーソー　米と紅花油 600ｇ 友 粉寒天（5袋） 3ｇ ほうじ茶 100ｇ

むし昆布 50ｇ 強力粉（三重県産） 1ｋｇ ボーソー　紫蘇の実油 170ｃｃ 友 粉寒天 50ｇ 上煎茶（ティーパック） 110ｇ

すき昆布　1枚 グラハム粉 200ｇ ボーソー　荏胡麻油 170ｃｃ パールアガー 500ｇ 友 鹿児島紅茶 50ｇ

茎わかめ(三陸） 500ｇ ライ麦 200ｇ ボーソー　米油 600ｇ ベーキングパウダー 50ｇ        （ティーパック）15p 30g

はねだしのり 10枚 スキムミルク 200ｇ 友 黒糖 200ｇ 重曹 200ｇ 東ティモールコーヒー（豆） 200ｇ

とろろこぶ 50ｇ コーンフレーク 200ｇ はちみつ 450ｇ くるみ 200ｇ 東ティモールコーヒー（粉） 200ｇ

友　きんぴらひじき 100ｇ オートミール 500ｇ マギーブイヨン（20個） 85ｇ レーズン 300ｇ

芽ひじき 100ｇ 友 胚芽米 1ｋｇ パプリカ 50ｇ アーモンドスライス 100ｇ 友 田作り 80ｇ

友 鳴門わかめ 50ｇ 友 胚芽米 500ｇ カレー粉 100ｇ アーモンドプードル 100ｇ 友 かんぴょう 150ｇ

ソフトひじき 80ｇ 友 もち米 500ｇ シナモン 50ｇ アーモンドホール 200ｇ 友 丹波の黒豆 300ｇ

友 きくらげ 20ｇ 友 きねつき餅 400ｇ ナツメグ 25ｇ ココナッツファイン 100ｇ 八方だしセット

佃煮一番 160ｇ 友 天使の米粉（有機） 200ｇ ナツメグ 10ｇ カシューナッツ 100ｇ ふじりんごジャム 410ｇ

トーフミール 150ｇ 友 天使の玄米米粉（有機） 200ｇ マスタード 50ｇ 種なしドライプラム 300ｇ 友 マーマレード 300ｇ

こうや豆腐味だし付 82.5ｇ 友 天使の米ぬか 500ｇ 友 だし昆布（三石昆布） 100ｇ クランベリー 100ｇ 友 手延べひやむぎ 250ｇ

こうや豆腐 4個 友 黒米 300ｇ うまかだし厚削り 150ｇ 干しいちじく 100ｇ 友 延べ素麺（４包入）

大豆 300ｇ 梅干し（つぶれ梅） 500ｇ 友 煮干し 180ｇ 干しあんず 100ｇ 友 手延べ細うどん 220ｇ

金時 300ｇ 友 山芋そば 200ｇ 田舎味だし 80ｇ スウィートチョコレート 250ｇ ドレンチェリー

白花豆 300ｇ 桜エビ 50ｇ 無添加だしの素（鰹） 60ｇ チョコチップ 100ｇ こうじ 100ｇ

小豆 300ｇ 友 ドライ白滝 250ｇ 生絞り醤油 1L ココア 100ｇ 本わらびもち粉（葛入り） 200

黒豆 300ｇ 干椎茸 100ｇ 醤油 1L きな粉 170ｇ 友 干いも　平

紫花豆 300ｇ オニオンスープ（フリーズドライ） ザ・スープ 130ｇ 上新粉 200ｇ 　　　　　　　丸

ひよこ豆 300ｇ トマトスープ（フリーズドライ） 黒豆きな粉クリーム 180ｇ 白玉粉 100ｇ 友つるのこいも　洗い

青大豆 300ｇ 卵スープ（フリーズドライ） ピーナッツクリーム 200ｇ 吉野葛 150ｇ 　　　　　　　　泥つき

大福豆 300ｇ オーガニックパスタ 四つ葉バター　加塩 450ｇ 粉砂糖 150ｇ みそセット　送料別 1単位

スコーレ花豆（押し豆） 150ｇ オーガニックペンネ 四つ葉バター　無塩 450ｇ コーンスターチ 200ｇ 桜もちセット（10個分）

赤えんどう豆 300ｇ サフィースト（イースト） 500ｇ 甘酒 300

洗いごま（黒） 200ｇ ニックナック 7個 ラム酒 150ｃｃ 友 たまねぎ

洗いごま（白） 200ｇ 花まめクッキー 12枚 ブルーベリー 50ｇ 友 じゃがいも

すりごま（黒） 85ｇ 花まめせんべい 300ｇ わらびもち粉 200ｇ 友　干し柿

すりごま（白） 85ｇ マロングラッセ こしあん（鈴和） 500ｇ フルーツ漬セット

練りごま（白） 180ｇ 天使の米粉パンミックス 300ｇ 婦　婦人之友社 こしあん（日産商事） 1000ｇ

粉末スープの素 30ｇ かりんこ各種 友　他友の会への協力商品

食品 菓子材料調味料

季節品

お茶類

菓子

折々に季節の品を仕入れま
すので

共同購入へお越しください。
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品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量

包丁（洋刀6寸）かね惣 クックパーカップ（6-A） 20枚 計量カップ手つき（金属） 200ｃｃ フリーマムランドリーソーダ 基本尺

ペティナイフ　かね惣 クックパーカップ（7-A） 20枚 計量カップ（プラスティック） 250ｃｃ 友 固形せっけん（5個） 570ｇ 洋服ブラシ

友 ケーキナイフ クックパーカップ（8-A） 20枚 計量カップ（プラスティック） 500ｃｃ 友 固形せっけん（1個） 117ｇ 洗濯ブラシ

ペティナイフ（波型） クックパーカップ（12-A） 20枚 デジタルスケール0.1ｇ計量 2K 友 無添加石けん スプレー(中） 300ｃｃ

リッターピーラー（ステン） ゼリーカップ（10ヶ） 90ｃｃ 1ｇスプーン 海藻クリームシャンプ 420ｇ スプレー(小） 160ｃｃ

リッターピーラー（はがね） ゼリーカップ（10ヶ） 200ｃｃ 軽量スプーン2本組 海藻クリームリンス 400g 庄三朗はさみ

友 ピーラー ステンリング付ざる 21ｃｍ 温度計（100℃）棒状 海藻海泥シャンプー 230ml CMC 50ｇ

あくとり ステンリング付ざる 24ｃｍ 温度計（200℃）棒状 海藻海泥トリートメント 170g CMC 500ｇ

キッチンヘラ シリコン ステンリング付ざる 27ｃｍ 塩分計 ヘアーエッセンス 75ｍｌ ゴーセノール 100ｇ

キッチンラへラ（大） ステンリング付ざる 30ｃｍ タイマー ヘアーエッセンス 120ｍｌ ピューラックス（S） 600ｃｃ

キッチンへラ（小） パンチングストレーナー 16ｃｍ ミラクルキングマット（シリコン） ヘアーエッセンス詰替え 70ml みがきタワシ

スケッパー パンチングストレーナー 19ｃｍ 抗菌防臭パン・ケーキマット（帆布） クレンジングオイル 150ｍｌ サラッシュ

ドレッジ ステンレスボール 27ｃｍ まぜ卵 ビオシャントール保湿ジェル 500g クリンネル（M)

ギザめん棒（小） ステンレスボール 21ｃｍ 鬼すだれ スクワナチュレオイル 60ｍｌ ふきん専用洗剤 300ｇ

木柄料理刷毛（3ｃｍ） 食パン型 1斤 お魚スポンジ ボーソーハンドクリーム 80ｇ 過炭酸ナトリウム 500

泡立器 食パン型 1.5斤 さいばし（シリコン） シニアグラス　1.0 ミラーコート 180ｇ

クックシート（1巻） トング（大） フリーザーパック　Ｌ 30枚 シニアグラス　1.5 重曹 500ｇ

クックシート（1枚） トング（小） フリーザーパックＭ 40枚 シニアグラス　2.0 クエン酸 300ｇ

パウンド型 トング フリーザーパックＳ 50枚 シニアグラス　2.5 あっちこっち手袋

パウンド型（ミニ） ポリ袋（NO. 2） ステンレススクレイパー シニアグラス　3.0 歯ブラシ

パウンド型（細長） ポリ袋（NO. 3） ピュアパック　11.5×11 泡の洗顔せっけんポンプ 200ｍｌ 歯ブラシ

友 パウンド袋（大20枚） ポリ袋（NO .5） クリスタルパック　12×9 泡のハンドソープポンプ 350ｍｌ 幼児歯ブラシ（0～6歳）

友 パウンド袋（小20枚） ポリ袋（NO. 6） 食品用手袋 10枚 泡の洗顔せっけん詰替 180ｍｌ 幼児歯ブラシ（5～9歳）

クリスタルパック（9.5×17） ポリ袋（NO. 7） 手袋（ポリエチレン）作業用 10枚 泡のハンドソープ詰替 300ｍｌ 幼児歯ブラシ（8～12歳）

クリスタルパック（T-MD） ポリ袋（NO. 7.5） 手袋（ラテックス） 10枚 泡のボディソープ詰替 450ｍｌ 婦人用加圧靴下セグレッタ140

クッキー袋・大（100枚） ポリ袋（NO. 8） ステンレスボール27ｃ 菜の花台所せっけんボトル 450ml 男性用加圧靴下レポメン

クッキー袋・小（100枚） フクレックス（NO. 9) 竹製盆ザル24c 菜の花台所せっけん詰替 400ｍｌ レモンオイル 473ｍｌ

マドレーヌ型 フクレックス（NO. 10) 盆ザル27ｃ レモンオイル　約　1/4

マドレーヌ敷紙（100枚） おとし蓋(フリーサイズ） ★讃美歌あります ファイル（婦人之友用）

津軽塗り箸箱 骨抜き 　　　大判もあります 日東紡のふきん

津軽塗り箸（大） ホーローボール（12ｃ） ★ミシンの取り扱いもしております。

津軽塗橋（中）

津軽塗り箸（小）

雑貨調理器具【1】 調理器具【3】調理器具【2】 雑貨

折々に季節の品を仕入れます

ので

共同購入へ是非お越しくださ
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