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おいし〜

「おいしくて安心なものを食べたいな」

「これからもずっと、健康でいたいな」

「良質なものを、お手ごろ価格で買いたいな」

「みんなとつながりたい、教え合いたいな」

「飢えのない世界のために、協力したいな」

「子どもたちのために、豊かな自然を守りたいな」

組合員のそんな願いを食を通じてかなえたい…

それがユーコープの役割です。

しあわせ　「おいしい」って



ユーコープにしかつくれ ない
「おいしい」をみんなで つくろう！
組合員の願いをかなえよう！

組合員の声を聴いて、生産者の想いをつなぎ、地球の未　来を考えて、

「原料」「製法」「味」に本気でこだわった、オンリーワンの 商品が「ユーコープセレクション」です。

それは「ユーコープらしさ」のカタチ。ココロから「おいしい」 って感じるもの。

今こそ！

　

ユーコープセレクションは

おいしさを
追求しました

ユーコープセレクションは

組合員が参加
育てています

ユーコープセレクションは

ユーコープ
生まれです

ユーコープセレクションは

原料・製法に
こだわりました

スマホで
詳細ページへ！
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身近なおいしさ、大事にしよう！

本場山梨のぶどうと、名ワイナリーの醸造の技をいつもの食卓に

ユーコープ・シャンモリワイン
甲州《山梨県産》

ユーコープ・シャンモリワイン
マスカットベーリーＡ《山梨県産》

●日本最大のワイン産地「山梨県産」のぶどう
だけで作りました。

●日本の伝統的な品種「甲州」（白）と
日本固有の品種「マスカットベーリーA」（赤）
で作りました。

●組合員とワイナリーが交流を進めながら
開発したワインです。

内容量 720ml
参考価格 1,080円（税別）

内容量 720ml
参考価格 1,080円（税別）

2015年10月、組合員32名と家族などがシャンモリワイ
ン製造工場を見学しました。

昔も今も変わらない
景色がそこにあります。

フルフルッ！		煌
きら
めく果実感

朝霧がはぐくんだ甘みとコク

静岡県産
ニューサマーオレンジのマーマレード

一番摘み
静岡のおいしい深むし茶

●静岡県産「ニューサマーオレンジ」の皮と果汁、
北海道産の砂糖とイタリア産レモン果汁を使いました。

●素材の味を生かした糖度３７度で、さわやかな風味。

●静岡県島田市金谷地区の一番茶だけを使いました。
●大井川水系の朝霧を受けて育った茶葉を深むししました。
●味わいの確認・検査を行い、おいしさを維持しています。

内容量 185ｇ　参考価格 399円（税別）

内容量 100ｇ　参考価格 599円（税別）

サザエさんママさん

茶畑を走るSLは地元の名物です。

紅茶にも入れたい
リッチな味わい♪

＆

“3県産品で地産地消”
私たちのくらす地域で生産されたものや、それを原料にした加工品がいっぱい♪
身近な商品としておいしさを味わい、愛着をもって育てます。

「地産地消」とは、地元で生産されたものを地元で消費
すること。生産者と消費者をつなぐ取り組みで、地域の
産業の活性化を図ることができます。

素材も加工
も山梨！

応援したい
♡
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多くの組合員が愛用している「 だし

つゆ四季の味」が生まれて 25 年、世の

中の食味傾向が変化する中、あらため

てアンケートや 2 回の組合員グループ

インタビューを実施しました。そこで組

合員からいただいた率直な意見を反映

して、新商品「 だしにこだわった 薫

るつゆ」が生まれました。

“愛されたまご”の存在感

味
あじさいらん

菜卵で作った玉子どうふ
●ユーコープで一番人気の卵「味菜卵」で作りました。
●卵の風味を生かすため、製造ごとに割卵しています。
●化学調味料不使用。濃厚かつおだしの風味を生かしました。

内容量 80ｇ×3個　参考価格 149円（税別）　

かけて広がるフルーティな搾りたての香り

エクストラバージンオリーブオイル
●ヨーロッパ各地のオリーブオイルをイタリアでブレンド。
●華やかでフレッシュ、フルーティな風味にこだわりました。
●加熱せずに使うのがオススメです。

内容量 456ｇ　参考価格 599円（税別）　

玉子とだしの
バランスにこだわり！

天然素材で勝負したうま味と香り

だしにこだわった 薫るつゆ

●だしには「焼津産のかつおぶしと、さばぶし」、
		「北海道産こんぶ」を使い、「国産丸大豆しょうゆ」
	 のうま味を効かせています。

●だしの風味にこだわり、化学調味料は不使用です。

●開発には、神奈川・静岡・山梨の組合員が参加。

内容量 500ml　参考価格 349円（税別）　

北海道産大豆「トヨマサ
リ」を100％使った、こ
だわりの醬油を使いま
した。（写真左）
5 種類の天然素材のだ
しをブレンド。（写真下）

さばぶし かつおぶし 1 かつおぶし 2

かつおぶし 3こんぶ

家庭では出せない
やさしいうま味！

“輸入食品も安全・安心”
日本生協連では輸入しているコープ商品の安全確保に力を入れていま

す。各国の法令、農薬の使用状況、気候の変動、環境汚染など、現地

の情報を収集し、国・原料・食品ごとに調査項目を設定、リスク管理を

しています。また、現地工場との信頼関係作りにも取り組んでいます。

“組合員が参加 育てています”

イタリアトスカーナ州の
M
モ ン タ ル バ ー ノ
ontalbano農協で
生産しています。

グループインタビューでは、ふだん使っ
ている商品についてじっくり考えて意見
を言ったり、他の組合員の方、職員のお
話が聞けてよかった。 （H.Y さん）

組合員の声

だ
し
つ
ゆ
四
季
の
味

㈱ふじや食品 商品企画開発室
平井里弥さん

バイヤーがフェアトレードバナ
ナの産地コロンビアを視察



ユーコープセレクションの発展型

根
ねむろ

室・釧
くしろ

路
地域
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とろ〜りにビックリ、まろやかでウットリ♡

生乳100%のプレーンヨーグルト
●自然豊かな八ヶ岳高原産の生乳を使いました。
●口あたりなめらかで、酸味が少なくコクがあります。
●生きて腸まで届くビフィズス菌「BB－12菌」入りです。

内容量 400ｇ　参考価格 199円（税別）　

ゴクゴク濃いコク

北海道3.7根
こんせん

釧牛乳
●北海道の根

こんせん

釧地区の生乳だけを使いました。
●年間を通して乳脂肪分３.7％以上をお届けします。
●「循環型酪農」に取り組んでいる地域です。

内容量 1000ml　参考価格 宅配：225円（税別）
 店舗：205円（税別）

H.I さん

広〜い牧草地で
ストレスのない毎日♪

生
ク
リ
ー
ム

み
た
い
に
濃
厚
♪

“また、あの鮭にしてね”とせがまれるおいしさ

ほろり、いい味。名人コラボ!!

グリーン・プログラム
宮城県産活〆銀鮭

純米大吟醸仕込
鹿児島県産真鯛粕漬

●産地・生産者が明らかな養殖銀鮭（無塩）です。
●１匹ずつ「活〆」にして鮮度にこだわりました。
●抗生物質・合成抗菌剤不使用で育てました。

●水揚げ翌日、生から加工するので鮮度が違います。
●ユーコープセレクション「静岡県産こだわりの純米大吟醸」		
	 の酒粕を使用し、30時間じっくり漬け込みました。

内容量 210ｇ（3切）　参考価格 459円（税別）　　   
内容量 140ｇ（2切）　参考価格 305円（税別）など

内容量 160ｇ（2切）　参考価格 699円（税別）　 （数量限定）

生きた鮭の背骨に一匹ずつ刃を入れて、血抜
きをする「活〆」で鮮度を保ちます。

花の舞酒造の酒粕づくり

ガーゼに包んで漬け込むので、粕がつかない
仕上がりです。

おいしさのために
手間ひまかけてます！

こだわりの酒粕！

“牛乳で世界の子どもたちを笑顔に” “こだわり商品どうしのコラボ”
コープマークの牛乳１リットルにつき１円を、ユニセフと国連

WFP協会を通じて、世界の子どもたちの支援に役立てています。

（2015 年度は、5,064,043 円の支援につながりました。）

生産者が大切に育てた産地指定真鯛を、同じく

生産者が丹精こめて作った純米大吟醸の酒粕に

漬け込む…考えただけでも思わず笑顔になって

しまう、そんな商品が実現できるのもユーコープ

生まれだからこそ。“こだわり×こだわり”、数量限

定、期間限定の特別なおいしさをお届けします。
©WFP-Boris-Heger
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生でシャキシャキ、甘〜い!		初夏の味

グリーン・プログラム
ながさき南部生産組合の
新たまねぎ

●特別栽培基準※で栽培し、
	 土壌消毒用薬剤や除草剤も不使用です。

●生産者30人のうち11人が「コープの産地指定
	 はぐくみ鶏」の養鶏場から出る有機質の肥料を
	 使用して育てています。

内容量 500〜700ｇ 参考価格 199円（税別）　
内容量 1kｇ 参考価格 299円（税別）　

生産者の永友さん親子
（写真上）  除草剤を使
わないため、黒シートで
畑を覆い雑草の発生を
抑えます。 隙間から生
えてくる雑草は、一本一
本手作業で抜いていま
す。（写真左）

土からこだわって
育てています！

米がエサに 鶏ふんが肥料に

グリーン・プログラム ベビーリーフミックス
内容量 30ｇ　参考価格 129円（税別）　
内容量 70ｇ　参考価格 189円（税別）

●産直産地の連携として、「コープ味
あじさいらん
菜卵」の養鶏場からでる

	 有機質の肥料を栽培に使用しています。
●土づくりに力を入れ栽培されたＪＡＳ有機農産物※です。
●６種類以上の野菜の幼葉をミックス。レタス系のリーフを
	 ブレンドしているので、シャキシャキとした食感を楽しめます。

T.K.F
木村さんご夫妻

この 商 品も産 直 連 携 で 生まれました！

“産直連携で命をつなぐ”
隣接する佐賀県で育ったコープの産地指定はぐ

くみ鶏の鶏ふんで、まるごと産直の新たまねぎが

すくすくおいしく育つ。畜産や農産の産直産地

同士がつながることで、食を育む環境の未来を

広げていきます。 産地を守り、組合員により安

心な農産物をお届けするための取り組みです。

※イラストはイメージです。

●産直産地の連携として、「コープ味
あじさいらん
菜卵」の養鶏場からでる

	 有機質の肥料を栽培に使用しています。
●水田周辺の環境に配慮し、特別栽培基準※で栽培しています。
●光沢、香りが良く、粘りが強くて弾力のあるお米です。

生産者の清塚さん

グリーン・プログラム 特別栽培米 秋田大潟村あきたこまち

秋田県
大潟村

（2016 年秋 新発売予定）　

※農林水産省の特別栽培基準とは

※ＪＡＳ法の有機栽培
  （ＪＡＳ有機農産物）基準とは

節減対象農薬（＊）と化学肥料を各都道府県で定められた慣行栽培基準の
1/2 以下に削減して栽培した農産物・米

（＊：化学合成された農薬のうち、有機農産物のJAS規格で使用できない農薬）

３年以上、化学合成された農薬や化学肥料を使用していない田畑で育てた
農産物・米
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ユーコープセレクションに関わる取り組み

鮮 魚精 肉

もっとおいしく、もっと安心に！

【コープの産地指定】

自然環境を大切に

【グリーン・プログラム】

産地ともっとつながる

【まるごと産直】

産地、生産者、生産・流通方法を明確にして「より安全」

「品質が良く」「おいしい」「環境に配慮した」水畜産物です。

「コープの産直」の中でも、化学合成

された農薬と肥料を削減して生産し

ている農産物です。

※肉・魚のグリーン・プログラム商品は、動物用
医薬品または飼料添加物の使用を削減した商品
です。

産地を応援する組合員と生産者の思

いをつなぎ、よりおいしく安心な産直の

輪を広げます。現在は３つの産地と

協定を結び、その産地の作物はすべて

「コープの産直」です。

JAS法の
有機栽培基準で栽培

ふらの
農業協同組合

花巻
農業協同組合

ながさき南部
生産組合

農林水産省の
特別栽培基準と
同等で栽培

生産者のくらしを応援！

【フェアトレード】

ニホンウナギを守ろう！

【うなぎぼきん】

食料自給率の向上をめざす

【飼料用米の給餌】

発展途上国で作られた農産物を公

正に取り引きすることが、生産者の自立

を支援します。例えばコープのフェアト

レードバナナは、１袋につき約４円が支

援金に。生産者のくらしの向上が世界

の食料供給の安定につながります。

絶滅危惧種に指定されたニホンウナ

ギと日本の食文化を守るため、完全養

殖を研究している「水産総合研究セン

ター※」を支援。うなぎの利用が高まる

時期に1パックにつき3円を寄付します。

輸入に頼っている家畜のえさに国産の

飼料用米を加えることで、飼料自給率

をアップし、食料自給率の向上につな

げる取り組みです。休耕田の活用が

日本の農業の応援にもつながります。

※水産庁所轄の国立研究開発法人。水産業に関する技術開発向上の研究を行っています。

（
商
品
は
一
例
で
す
。）
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商品ラインナップ
生鮮品からデイリー商品まで、
幅広いカテゴリーに展開しています。 グリーン・プログラム（有機栽培）

ベビーリーフミックス

中村果実グループの
シャインマスカットロザリオビアンコ 有機栽培野菜セット

シトラス２１のみかん

加納農場のじゃがいも
北海こがね

ながさき南部生産組合のトマト

やわらか干し芋（紅はるか種）
平切り

フェアトレードバナナ

日光丸で獲った
1 本釣りかつおたたき

掲載商品以外でも、このマークの
ついている農産物はすべて

ユーコープセレクションです。

掲載商品以外でも、このマークの
ついている精肉はすべて

ユーコープセレクションです。

掲載商品以外でも、このマークの
ついている鮮魚はすべて

ユーコープセレクションです。

静岡産うなぎ蒲焼 鹿児島・大隅産うなぎ蒲焼 チリ産塩銀鮭切身（甘口）

茶美豚で作ったロースハム 茶美豚で作ったベーコン

熟成あらびきポークウインナー 熟成ベーコン

熟成ロースハム
北海道産大豆で作った木綿

（ダブルパック）
北海道産大豆で作った絹

（ダブルパック）

静岡県産釜揚げしらす 鹿児島県産真鯛

小澤さんちのはこだて大沼牛 はぐくみ鶏 茶美豚

茶美豚で作った
あらびき生ウインナー
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産直にんじんの
おいしいジュース

北海道野菜のジュース
（すりおろし仕立て）

特別栽培米　岩手ひとめぼれ
( 無洗米 )

特別栽培米　岩手ひとめぼれ
( 胚芽精米 )

特別栽培米　岩手ひとめぼれ
( 普通米 )

静岡県産こだわりの純米大吟醸

国産米で作った特選純米酢 伊豆かつおぶし削り

コクのあるドリンクヨーグルト
北海道産大豆で作った

なめらか豆腐

味菜卵で作ったこだわりプリン

なめらかヨーグルト

味菜卵　赤玉味菜卵　白玉

国産素材で作ったとろろそば

味菜卵で作った
ゴールデンマヨネーズ

静岡県産紅ほっぺの苺ジャム

味菜卵で作った
こだわりカステラ

焙煎したて！ 鮮度が自慢のスペシャル
ブレンド（レギュラーコーヒー）

指定産地米と国産牛の
ライスバーガー（冷凍） 5 個入

指定産地米と国産牛の
ライスバーガー（冷凍） 2 個入

横浜大飯店監修の
おいしい肉まん（冷凍）

香ばしい皮のミニバゲット（冷凍）

ハイトースト 4 枚

ハイトースト 8 枚ハイトースト 6 枚 ハイトースト１．５斤

特別栽培米
岩手ひとめぼれごはん

※掲載商品は2016年2月現在のラインナップです。
※店舗と宅配でパッケージが異なる場合があります。

ユーコープセレクションBOOK

2016年3月10日	発行

発行者：生活協同組合ユーコープ　http://www.ucoop.or.jp/

宅配
のみ

宅配
のみ

店舗
のみ
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