
　 2017年1月23日更新
　 ※（　）内の数字は税込価格です。注文番号順に表記しています。

OCR番号 商品名 変更区分 内容
508 国産粗糖 価格 380円（410円）→390円（421円）

価格 350円（378円）→450円（486円）
規格 700g→650g

514 ヴァージンソルト 終売
リニューアルのため、販売終了
（今後は「ポルトガル天日塩」に品名を変え、カタログ本紙で16年5月4回から不定期販売）

530 白だし 包材 ビン変更
533 マヨネーズ 価格 330円（356円）→340円（367円）

価格
包材
価格
包材
価格
包材

546 CO野菜たっぷり和風ドレッシング500 包材 パッケージ変更
548 圧搾一番しぼり　なたねサラダ油（大） 価格 920円（994円）→960円（1037円）
550 ごま油 価格 870円（940円）→990円（1069円）
552 エキストラバージンオリーブ油 価格 1980円（2138円）→2770円（2992円）
553 COオリーブオイル400g 価格 390円（421円）→520円（562円）
554 アルゼンチン産百花蜜はちみつ 価格 990円（1069円）→1080円（1166円）

価格 1300円（1404円）→1600円（1728円）
包材 ビン・ラベル変更

558 羅臼昆布 価格 480円（518）→595円(643円)
559 徳用利尻昆布カットタイプ 価格 400円（432円）→490円（529円）

560 昆布・椎茸入りだし削り 終売
リニューアルのため、販売終了
（今後は原材料と規格を変え、カタログ本紙で16年3月1回から不定期販売）

568 丸ごと食べられる割烹だし 価格 400円（432円）→440円（475円）
570 欠け葉干し椎茸（小さ目タイプ） 価格 380円（410円）→520円（562円）

その他

・商品名：CO味パックお料理だし 6袋入×5袋→CO味パック合わせだし 6袋入×5パック
・原材料：いわしのふし、あじのふし、かつおのふし、さばのふし、こんぶ、しいたけ
　　　　　→いわし煮干し、いわしぶし、あじ煮干し、かつおぶし、こんぶ、乾しいたけ
・産地説明：かつお（静岡県）→表示なし

包材 パッケージ変更
581 青大豆 価格 380円（410円）→630円（680円）
585 素干しばらのり 価格 250円（270円）→310円（335円）
586 三陸岩手のカットわかめ 価格 260円（281円）→270円（292円）
587 房州ひじき 価格 310円（335円）→450円（486円）

588 愛媛県産　芽ひじき 終売
リニューアルのため、販売終了
（今後は産地と「国産天然芽ひじき」に品名を変え、カタログ本紙で16年3月4回から不定期販売）

589 きざみ昆布 価格 250円（270円）→298円（322円）
594 田舎グルメ 価格 295円（319円）→330円（356円）
605 国産　金いり胡麻 休売 原料不足による製造休止のため、休売（再開時期未定）

価格 530円（572円）→500円（540円）
規格 230g→180g
包材 パッケージ変更
価格 350円（378円）→420円（454円）
規格 150g→145g
包材 パッケージ変更

その他 産地説明：ごま（タイ、他）→ごま(ミャンマー、他)
価格 598円（646円）→740円（799円）
規格 230g→210g

610 プルーン（種ぬき） 価格 330円（356円）→365円（394円）
611 価格 310円（335円）→400円（432円）

包材 パッケージ変更
612 むきくるみ（生） 価格 370円（400円）→445円（481円）

613 無茶々園マーマレード 終売
リニューアルのため、16年6月3回から販売終了
（今後は「無茶々園　甘夏と伊予柑のマーマレード」に品名を変え、カタログ本紙で16年6月4回から不定期
販売）

627 プロスパゲッティ（1.6mm） 価格
628 プロスパゲッティ（2.0mm） 価格
629 スクリューマカロニ 価格
630 エルボマカロニ 価格
631 ペンネマカロニ 価格
633 COスパゲッティ　1kg 価格 300円（324円）→380円（410円）

652 手づくり　ぱぱ寒天（粉末寒天） 終売
リニューアルのため、16年5月3回から販売終了
（今後は「お湯で溶ける粉末寒天」に品名を変え、カタログ本紙で16年5月2回から不定期販売）

価格 300円（324円）→290円（313円）
規格 180g（9皿分）→150g（7皿分）

その他
・賞味期限180日→300日
・アレルゲン「米・小」→「小」
・豚脂不使用

価格 310円（335円）→300円（324円）
規格 180g（9皿分）→150g（7皿分）

その他
・賞味期限180日→300日
・アレルゲン「米・大・小」→「大・小」
・豚脂不使用

665 たけのこドライパック缶 休売 シーズンパックのため、メーカーと生協の在庫がなくなり16年4月1回より休売（販売再開時期未定）
666 CO大豆ドライパック 包材 パッケージ変更

価格 165円（178円）→175円（189円）
包材 パッケージ変更

669 COゆであずき（北海道産） 包材 パッケージ変更
価格 350円（378円）→405円（437円）
規格 EO6号缶×3→205g×3（表記変更）

671 ＣＯみかん缶５号（３０５ｇ）×３ 価格 550円（594円）→570円（616円）
688 COザ・クラッカー 終売 製造終了のため、販売終了
709 ごま入り味付けいりこ 規格 3.5g×12→2.5g×12
711 匠の味　焼カシュー 規格 110g→98g

価格 440円（475円）→500円（540円）

包材 パッケージ変更

価格 370円（400円）→430円（464円）
包材 パッケージ変更
価格 470円（508円）→580円（626円）
包材 パッケージ変更
価格 420円（454円）→560円（605円）

その他 緑茶生産地：静岡県→静岡県、山口県
包材 パッケージ変更

719 抹茶入り玄米茶 包材 パッケージ変更
721 やぶ北茶　特上茶 包材 パッケージ変更

規格 150g→130g
包材 パッケージ変更

その他 焙煎度合変更　中煎り→中深煎り
包材 パッケージ変更

742 ＣＯミックスキャロット１２５ｍｌ≪ＡＢ≫ パッケージ変更

743 ＣＯミックスキャロット　ＡＢ２００ｍｌ
原材料の配合比を変更
9種類の果汁→7種類の果汁（りんご、温州みかん、オレンジ、白ぶどう、パイナップル、バナナ、レモン）に変

744 国産温州みかん100 価格
745 国産ふじりんご100 価格
746 おかべや　純豆乳　3パック 終売 製造終了のため、販売終了

748 造り酒屋の甘酒のもと（黒米使用） その他 メーカーに注文が集中して在庫が不安定なため、只今休止中。

750 フレッシュアセローラ 価格 1450円（1566円）→1490円（1609円）

754 COただの炭酸水 包材 パッケージ変更
773 自然郷 終売 終売
777 くみあい粉石けん 終売 製造終了のため販売終了
811 台所用粉石けん（詰替用） 終売 製造終了のため販売終了
803 洗濯槽クリーナー「ナチュア」 終売 製造終了のため販売終了
798 つけおき専科/詰替え用 終売 製造終了のため販売終了
799 安心生活食器洗浄機　専用洗剤 終売 製造終了のため販売終了
779 安心生活　洗濯用粉石けん1.25kg 終売 製造終了のため販売終了
781 パックスナチュロン粉石けん1.0kg 包材 パッケージ変更
822 固形せっけん　うてなちゃん 包材 パッケージ変更
859 パックスキャンディーソープLライム
860 パックスキャンディーソープRローズ
861 パックスキャンディーソープAアプリコット
888 かや生地折り重ね台ふきん 5枚組 価格 580円（626円）→665円（718円）

別冊カタログ変更のお知らせ
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280円（302円）→330円（356円）
パッケージ変更

国産（野菜･果実）中濃ソース

667

香るピーナッツクリーム
（スイートタイプ）
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パウリーニョコーヒー（粉）

緑茶くるみ
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ココア

715

740

1700円（1836円）→1750円（1890円）

324円（350円）→345円（373円）

105円（113円）→110円（119円）
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