
品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量 品　　　　　　名 容量

大豆 300ｇ 強力粉（スーパーキング） 1ｋｇ GABANパプリカ 50ｇ サフ　ドライイースト 500ｇ

小豆 300ｇ 薄力粉（バイオレット） 1ｋｇ S&Bカレー粉 100ｇ 顆粒ゼラチン 100ｇ 桜エビ

大正金時 300ｇ ☆黒米 300ｇ GABANシナモン 50ｇ 粉末ゼラチン 100ｇ ☆青さ海苔

北海道黒豆 300ｇ 稲庭手揉饂飩 200ｇ マスタード 50ｇ ☆粉寒天（3ｇ×5袋） 15ｇ ☆沖縄黒糖

ひよこ豆 300ｇ コーンフレーク 200ｇ 〇学園ケチャップ 370ｇ 粉寒天 50ｇ ☆マーマレード

青大豆ひたし豆 200ｇ オートミール 500ｇ 〇学園ピューレ 390ｇ パールアガー小袋 100ｇ ☆乾えび

〇花まめ（押し豆） 150ｇ さくら印　はちみつ 450ｇ ベーキングパウダー 50ｇ 赤えんどう豆

トーフミール 150ｇ 安曇野味噌 700ｇ 粉砂糖 150ｇ わらび粉

こうや豆腐味だし付 5個 重曹 200ｇ フルーツ漬けセット

国産こうや豆腐 4個 アーモンドスライス 100ｇ アンゼリカ

減塩ひとくちさん 53ｇ ほうじ茶 100ｇ アーモンドホール 200ｇ ドレンチェリー

☆ドライ白滝 250ｇ ☆ 薩摩紅茶（リーフ） 50ｇ ☆伊予灘産いりこ 200ｇ アーモンドプードル 100ｇ ☆たつくり

〇切干大根 40g ☆ 薩摩紅茶（パック） 15包 うまかだし厚削り 150ｇ カシューナッツ 100ｇ 丹波の黒豆

☆かんぴょう 50ｇ 東ティモールコーヒー（豆） 200ｇ 田舎味だしパック 80ｇ くるみ 200ｇ ☆干し柿

干し椎茸大 100ｇ 東ティモールコーヒー（粉） 200ｇ 無添加おだし かつお 30ｇ レーズン 300ｇ

きくらげ 20ｇ 〇花まめクッキー 12枚 ザ・スープ 130ｇ 種なしドライプラム 300ｇ ☆落花生

十三浜わかめ 200ｇ 上煎茶、抹茶入り玄米茶は当面休売マギーブイヨン 80ｇ クランベリー 100ｇ 手作り味噌セット　

☆十三浜茎わかめ 300ｇ します 干しいちじく 100ｇ 米こうじ

☆十三浜昆布 300ｇ USあんずチョイス 200ｇ 熟成酒粕

〇むし昆布 50ｇ クーベルチュールフレーク55 250ｇ 甘酒の素

〇とろろ昆布 50ｇ チョコチップ 100ｇ 桜餅セット

〇真崎カットわかめ 30ｇ ボーソー　米油 600ｇ ココア 100ｇ

☆三浦半島芽ひじき 100ｇ ふじりんごジャム 410ｇ ボーソー　米と紅花油 600ｇ きな粉 170ｇ

☆そふとひじき 80ｇ ピーナッツクリーム 200ｇ ボーソー　調合米油 1350g 白玉粉 100ｇ

☆三石だし昆布 100ｇ 紀州南高梅徳用梅干し 500ｇ ボーソーしその実油 170ｃｃ とびっきり片栗粉 560ｇ

すき昆布 2枚 ちょい足しデリサラダ 40g よつばバター　（加塩） 450ｇ 森永スキムミルク 175ｇ  配送サービス承ります

茎わかめ(三陸） 300ｇ オニオンスープ 1食分 よつばバター　（無塩） 450ｇ ラム酒　マイヤーズラム 150ｃｃ  ご希望の商品を宅急便または

はねだしのり 10枚 トマトスープ　 1食分 井村屋北海道こしあん 500ｇ  レターパックでお送りします

すりごま（黒） 85ｇ 野菜たっぷり卵スープ 1食分 井村屋北海道つぶあん 500ｇ  お支払いは販売室でも口座振替

すりごま（白） 85ｇ  でも結構です

ねり胡麻白 110ｇ TEL/FAX　03-3981-4462

十三浜わかめ、茎わかめ、昆布は Email:kyoudouk@vesta.ocn.ne.jp

完売しました ☆各地友の会協力商品

新物が６月入荷予定です 〇スコーレ　旧向中野学園協力商品

加工品

油脂

食品 穀類・麺類 調味料 菓子材料

嗜好品

☆干し芋　平干し/丸干し

季節品

だし・コンソメ

めぐりあえてうれしい逸品ぞろい

ご予約いただけます
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かね惣洋刀 6寸 小分け容器　小 180ｍｌ ☆友せっけん（5個） 570ｇ ふきん専用洗剤 300ｇ

かね惣ペティナイフ 小分け容器　大 360ｍｌ ☆友せっけん（1個） 117ｇ 無添加食器せっけん本体 370ml

☆ケーキナイフ ゼリーカップ90ｃｃ 10個 ☆ミセル無添加石けん 135ｇ 無添加食器せっけん詰替 350ml

リッターピーラー ステン ゼリーカップ200ｃｃ 10個 泡のハンドソープ詰替 300ｍｌ ◎無添加お肌のためのせっけん １ｋｇ

リッターピーラー はがね クックパーカップ（6-A） 50枚 泡のボディソープ詰替 450ｍｌ フリーマムランドリーソーダ 1.2ｋｇ

☆ピーラー クックパーカップ（7-A） 50枚 海藻クリームシャンプー 420ｇ CMC　箱入り 500ｇ

キッチンスクレーパー クックパーカップ（8-A） 50枚 海藻クリームリンス 400g CMC　小分け 50ｇ

あくとり クックパーカップ（12-A） 50枚 海藻海泥シャンプー詰替 380ｍｌ ピューラックス（S） 600ｃｃ

シリコンソフトスプーン 白 マフィンカップ 10枚 海藻海泥トリートメント詰替 380ｇ レモンオイル 473ｍｌ 讃美歌 普３版

シリコンソフトスプーン カラー アルミ箔マドレーヌ型 18枚 ヘアーエッセンス本体 75ｍｌ レモンオイル　小 115ml 讃美歌 大判

ドレッジ マドレーヌ敷紙　無地 40枚 ヘアーエッセンス詰替 70ｍｌ 自然にやさしい重曹 500ｇ

プレートトング ベーキングカップミニ 10枚 ◎カラートリートメント・ブラウン 180ｍｌ ◎自然にやさしいクエン酸 360g

ステンレスボール 27㎝φ ビニタイ（金）8㎝ 20本 自然にやさしい過炭酸ソーダ 360g

おろし金スクレーパー ビニタイ（銀）10㎝ 20本 重曹せっけん泡スプレー詰替 230ml はがき　 3枚組

まぜ卵 ☆パウンド袋 大 20枚 封筒 3枚組

◎ステンレス万能蒸し器 ☆パウンド袋 小 20枚

鬼すだれ ピュアパック　T11.5-10 100枚 ビオシャントール保湿ジェル 500g

クリスタルパックT9-10 100枚 ボーソーハンドクリーム 80ｇ

フリーザーバッグ　Ｓ 20枚 スモックエプロン

フリーザーバッグ　Ｓ 50枚 スモック袖なし

フリーザーバッグ　Ｍ　 15枚 スモック前開き　

スケッパー(ストレート） フリーザーバッグ　Ｍ　 40枚 歯ブラシ　ソフト 胸当てエプロン

スケッパー（波付） フリーザーバッグ　Ｌ 10枚 歯ブラシ　ミディアムソフト 鍋帽子

◎パウンド型（スリム） フリーザーバッグ　Ｌ 30枚 歯ブラシ 日東紡のふきん 42×71 ソーイングケース

◎めん棒（ホウの木） 30㎝ ポリ袋NO2（10×18㎝）  100枚 幼児歯ブラシ（0～6歳） がら紡ふきん　びわこ 32×35 晒帽子

マトファー　テリ刷毛　豚毛 3.5㎝巾 ポリ袋NO3(11.5×23㎝）  100枚 幼児歯ブラシ（5～9歳） ◎サラッシュ 三角巾

池商クッキングシート大 29×38.5 ポリ袋NO5(15×25㎝）  100枚 幼児歯ブラシ（8～12歳） クリンネル（M) 30×30 鍋つかみ

クックシート 24×26 ポリ袋NO7(20×28㎝）  100枚 アームカバー

ポリ袋NO7.5(23×33㎝）  100枚 小物入れ

ポリ袋NO8(25×38㎝）  100枚 立体マスク

フクレックス（NO. 9)  100枚 OXO計量カップ 250ｃｃ 手袋ニトリルMサイズ 100枚 マスクケース

池商のキッチンウエア フクレックス（NO. 10)  100枚 計量スプーン2本組 手袋ポリMサイズ 100枚 エコバック

棒温度計（100℃） 使い切りキャップ 10枚

大画面キッチンタイマー シャボン６

大画面キッチンタイマー シャボン10 ◎印在庫限り

調理器具 包材 雑貨　せっけん　シャンプー 衣類住まいのお手入れに

品　　　　　　名

◎婦人用加圧靴下セグレッタ140

ファイル（婦人之友スクラップ用）

スモックエプロン、鍋帽子は生地持ち込
みで仕立て可能です　詳細は衣生産
部にお問い合わせください

太陽光LEDライト　キャリーザーザン

書籍

衣生産

カタログから会員価格でご注文できます

共同購入部に閲覧用がございます

羽仁もと子著作集・選集　全巻

家計簿ほか婦人之友社出版物

工芸研究グループ

抗菌防臭パン・ケーキマット

スキンケア

口腔ケア

製菓用品

ふきん　

食品衛生計量器具

リニューアル お求めやすくなり

ました

フリーマムランドリー

ソーダ
原料：重曹 過炭酸塩
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