
 

 
１１月１回（11/2～６）に配布される別冊カタログ「クリスマス特集号」に掲載される、クリ

スマス品目の取り組みスケジュールです。お気に入りの消費材や、長野単協消費委員会メンバー 

一押しの消費材などをチェックしてみて下さい！ 

 

No 消費材名 配達週 税込価格 温度帯 生産者名
通常取組の
ある品目

1 あまおう苺のタルト 12月3回 ¥1,944 冷凍 マルハニチロ株式会社

2 彩り野菜の菜園風ピッツァ 12月2回 ¥1,237 冷凍 全国農協食品（株）

3海老クリームソースのパイ包み 12月2回 ¥562 冷凍 マルハニチロ株式会社

4 えびフライ（大袋） 12月3回 ¥1,199 冷凍 （株）高橋徳治商店 12月3回

5 オイルいわし缶 12月3回 ¥562 常温 千葉県漁業協同組合連合会

6雄武産秋鮭バジルソテー用 12月2回 ¥430 冷凍 北海道漁業協同組合連合会東京支店

7かに甲羅クリームグラタン 12月3回 ¥894 冷凍 マルハニチロ株式会社 12月3回

8かに食べ比べセット（たらば・ずわい） 12月3回 ¥6,010 冷凍 （株）丸政水産

9 カニ爪クリーミーフライ 12月2回 ¥536 冷凍 マルハニチロ株式会社

10 カマンベールチーズ 12月3回 ¥762 冷蔵 雪印メグミルク（株） 12月3回

11殻付かきのコキール 12月2回 ¥1,382 冷凍 全国農協食品（株）

12 キャラメルショコラケーキ 12月3回 ¥1,404 冷凍 全国農協食品（株） 12月3回

13牛肉ランプ・ウチモモステーキ（２枚入）３００ｇ 12月3回 ¥1,663 冷蔵 北海道チクレン農業協同組合連合会 12月3回

14牛肉ランプ・ウチモモステーキ（３枚入）４５０ｇ 12月3回 ¥2,351 冷蔵 北海道チクレン農業協同組合連合会

15牛肉ローストビーフ用ランプ・ウチモモブロック５００ｇ 12月3回 ¥2,451 冷蔵 北海道チクレン農業協同組合連合会

16 クリスマスケーキ 12月3回 ¥2,052 冷凍 株式会社　丸きんまんじゅう

17具だくさんビーフシチュー缶 12月3回 ¥1,836 常温 全国農協食品（株）

18 コーヒー粉　クリスマスブレンド 12月3回 ¥998 常温 日東珈琲（株）

19サフラン 12月3回 ¥940 常温 和高スパイス（株）

20 シードル（りんごの発泡酒） 12月3回 ¥1,684 常温 （株）ルミエール

21 シャンメリー（ピーチ味） 12月2回 ¥324 常温 中部物産貿易（株） 12月3回

22 ジングルベルかまぼこ 12月3回 ¥581 冷蔵 伏見蒲鉾（株） 12月3回

23 スパークリングワイン（白） 12月3回 ¥1,349 常温 （株）プレス・オールターナティブ

24 スパークリングワイン・ガメイ（赤） 12月3回 ¥1,597 常温 （株）岡永

25 スパークリング甲州（白） 12月3回 ¥2,527 常温 （株）ルミエール

26 スパイス＆ガーリックソルト 12月3回 ¥394 常温 和高スパイス（株） 12月3回

27 スモークサーモン・スライスバラ（大袋） 12月3回 ¥1,080 冷凍 ぐるめ食品（株） 12月3回

28 チキンとほうれん草のキッシュ 12月3回 ¥1,256 冷凍 マルハニチロ株式会社 12月3回

29 チキンと野菜のグラタンパイ包み 12月2回 ¥518 冷凍 マルハニチロ株式会社

30 チョコケーキ台２枚（５号） 12月3回 ¥517 冷凍 株式会社　丸きんまんじゅう 12月3回

 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

31鶏肉丸どり 12月3回 ¥2,156 冷凍 総合ＤＣ商事（特殊消費材用生産者）

32 トリュフ＆マッシュルームピッツァ 12月2回 ¥1,129 冷凍 全国農協食品（株）

33パエリアセット 12月2回 ¥1,728 冷凍 マルハニチロ株式会社

34パエリア用シーフードセット 12月3回 ¥1,110 冷凍 三重県漁業協同組合連合会 12月3回

35バジルソース（４袋） 12月3回 ¥929 冷凍 全国農協食品（株） 12月3回

36バスクチーズケーキ（５号） 12月3回 ¥1,851 冷凍 株式会社　丸きんまんじゅう

37バルサミコ 12月3回 ¥2,257 常温 （株）ヴィボン 12月3回

38 フライドチキン 12月3回 ¥972 冷凍 （株）秋川牧園 12月3回

39 フライパンで５種串揚げセット 12月3回 ¥2,041 冷凍 全国農協食品（株）

40 プレーンケーキ台２枚（５号） 12月3回 ¥486 冷凍 株式会社　丸きんまんじゅう 12月3回

41 ベビーサラミボリュームパック 12月3回 ¥957 常温 （株）平牧工房

42 ボイルずわいがに棒肉・ハーフポーション 12月3回 ¥3,089 冷凍 （株）丸政水産

43北海海鮮スモークオリーブオイル漬 12月2回 ¥1,058 冷凍 北海道漁業協同組合連合会東京支店

44北海道産海鮮フライ３種セット 12月3回 ¥1,229 冷凍 北海道漁業協同組合連合会東京支店 12月3回

45北海道産ほたて貝柱（割れ・欠け）大袋 12月3回 ¥1,283 冷凍 北海道漁業協同組合連合会東京支店 12月3回

46骨付きモモ照り焼き 12月3回 ¥751 冷凍 （株）秋川牧園

47 ボルシチ缶 12月3回 ¥1,493 常温 全国農協食品（株） 12月3回

48 ボロニアソーセージ２種 12月3回 ¥1,620 冷蔵 （株）平牧工房 12月3回

49 ホワイトバルサミコ 12月3回 ¥3,009 常温 （株）ヴィボン

50 ミートパイ 12月2回 ¥1,285 冷凍 マルハニチロ株式会社

51 ミニシュトーレン 12月3回 ¥1,048 常温 全国農協食品（株）

52 ミュゼドゥヴァンブラッククイーンスパークリング（赤） 12月3回 ¥1,892 常温 （株）アルプス

53 無塩せき　生ハム７０ｇ 12月3回 ¥518 冷蔵 （株）平牧工房 12月3回

54冷凍牛肉ロースステーキ（２枚入）３４０ｇ 12月2回 ¥2,324 冷凍 北海道チクレン農業協同組合連合会 12月4回

55 ローストチキン（半身） 12月3回 ¥1,879 冷凍 （株）秋川牧園

56 ローストビーフ（タレ付き） 12月3回 ¥2,214 冷凍 北海道チクレン農業協同組合連合会 12月3回

※一部12月に通常取組のある品目もあります。詳しくはカタログでご確認下さい。
※取組・規格・価格等は、変更になる場合があります。


