
生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合

品質保証
レポート

2022年度

２０21年度の報告

生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合

発　行：生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合　品質保証部
発行日：2022年 6月



●コープＣＳネットの事業 ●品質保証部の業務

商
品
の

お届
け 組合員さ

ん
の
声

商品
の改

善
商
品
の
品

質
確認

ぼく、あらた！！コープCSネットのマス
コットキャラクターだヨ！！
この輪の中で品質保証部は「組合
員さんの声」と「商品の品質確認」に
大きくかかわっているんだネ！！
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組合員の声
寄せられた組合員の声を確認
し、おこたえしています。

商品仕様書点検
取り扱う商品が法律やコープCSネッ
トの自主基準を満たしているかを点
検しています。

予兆管理
重大案件を早期発見できる
よう情報監視をしています。

商品検査
検査により商品の品質
確認を行っています。

お申し出対応
商品に関するお申し出に対し
て、調査・回答をしています。

工場点検
安全な商品を製造できる
工程管理がなされているかを
点検しています。

商品安全政策 法令を把握し、リスクの評価をして
商品の安全政策を立案します。

チラシ媒体の作成、受注業務、仕入れや物流の共
同化、コールセンター業務を受託するなど、企画
から会員生協に商品を搬入するまでの一連の業
務を担っています。その他にも会員生協と連動し
た組合員活動の推進や商品検査の受託を行って
います。

品質保証部は商品安全政策、品質管理、商品検査の３つを行って
います。
●商品安全政策…法令監視、リスク評価
●�品質管理…お申し出対応・管理、商品仕様書点検、工場点
検、重大・多発お申し出対応、商品基準の作成・改廃、組合員
の声に対する回答の進捗管理

●�商品検査…新規取り扱い商品（食品）の事前検査、お届け商
品（共同購入配送時等）検査

コープCSネット（公式略称）は中国四国の地域購買生協を組合員とする連合会で、正式名称を
「生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合」といいます。
中国四国の地域購買生協（鳥取県生協、生協しまね、おかやまコープ、生協ひろしま、コープやま
ぐち、とくしま生協、コープかがわ、コープえひめ、こうち生協）が出資し2005年（平成17年）10
月3日に設立しました。
「組合員の心豊かなくらしと願いを実現する」ために9会員生協とともに事業を進めています。

コープCSネットについてコープCSネットについて



お申し出の
回答

調査報告

確認後の
回答を送付
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問合せ・
お申し出の申告

全国の生協と共通の基準に沿って情報を監視し、人体への危害性、他でも発生する可能性を考慮
し以下の事象を予兆として検出しています。

予 兆 管 理

お 申し出 対 応

予兆管理とお申し出の流れ

●日々の確認フロー

コープＣＳネット

会員生協

2021年度お申し出受付件数 お申し出の原因についての割合

問合せ内容の確認
（2021年度計20,963件
（1週当たり約411件））

「有症」、「異物混入」、
「異味異臭」の事象を検出

検出した事象を
情報共有し監視強化
（2021年度は289件）

内訳
※�2021年度は重大な案件に至ったものはありませ
んでした。

37%

37%

16%

10%

■有症	
■異味異臭　
■異物混入	
■その他

問合せにより監視を強化した事象の割合

お申し出品の回収や画像の共有など、会員生協と協力して対応を進めています。

組合員からのお申し出を受けて原因を調査し、調査結果の報告をしています。

2021年度 2020年度 前年度比
食品 2,190 2,191 100%

家庭用品 1,795 1,858 96%
合計 3,985 4,049 98%

食品および家庭用品
構成比

製造起因 35%
特定不能 35%
商品特性 8%
消費使用 8%
輸送保管 5%
設計起因 2%
その他 7%

組合員
有��症

例）��お肉を食べたら
� お腹が痛くなった。

（体調不良がうかがわれるもの）

異味異臭

例）��トマトを食べようとしたら
� 薬品の臭いがした。

（薬品臭）

異物混入

例）���商品から
� 針金が出てきた。

（金属）

予兆が検出されたからといっ
てただちにその商品に問題が
ある、と判断するわけではな
いヨ！ その商品に危害性があ
るかもしれない、他にも同様
のことが起こるかもしれない、
と考えて準備するために予兆
管理を行っているヨ！

1週あたり約80件の
お申し出があるんだネ！

有症、異物混入、
異味異臭の事象は
ないだろうか？

調査依頼

お申し出内容
の入力

取引先

お申し出

予兆管理

監視

監視



トレイ･ 
ふたシール

●名称: もめん豆腐 ●原材料名:大豆(国産) 
(分別生産流通管理済み) / 凝固剤(塩化Mg) 
●内容量:350g ●賞味期限:この面の左
上部に記載 ●保存方法:冷蔵(0℃～10℃) 
で保存 ●販売者:△△株式会社 
〒×××-×××× ◇◇県○○市××町1-1
●製造者：□□株式会社 
〒×××-×××× ◇◇県■■市1-1

サービスセンター
TEL：000-000-0000

栄養成分表示(100gあたり)/エネルギー:○○
kcal､たんぱく質: 〇〇g、脂質:〇〇g、炭水化物:
○○g、食塩相当量:○○ｇ 
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会員生協や組合員サービスセンターに寄せられた組合員の声をひとつひとつ読んでいます。
商品企画要望や、商品に関するお問合せなどについて、おこたえしています。

包材と商品仕様書とを照らし合わせ、食品表示法や食品衛生法などの関係法令、コープCSネット
自主基準との適合性を点検、確認し是正します。

組 合 員 の 声 商品仕様書点検

改善要望にこたえることができた一例
●点検内容について2021年度に商品について寄せられた

声の件数：12,147件

ご意見、企画要望などの組合員の声を傾向
分析し、関係部署と情報共有しています。

eふれんずのおすすめコメントに寄
せられた内容を確認し、サービス
および商品の改善・向上の参考に
しております。2021年度は3,104
件のコメントが寄せられました。

「遺伝子組換えでないものを分別」 
「遺伝子組換えでない」
　　　　　　　　等の表示が可能

「遺伝子組換えでない」 
「非遺伝子組換え」
　　　　　　等の表示が可能

これまで分別生産流通管理を行い、意図せざる混入を5％以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品について「遺伝子組
換えでない」等の表示が行われていました。
2023年4月1日より遺伝子組換え表示制度が改正され、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5％以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそ
れらを原材料とする加工食品については適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能となりました。また、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混
入がない（不検出）と認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品は「遺伝子組換えでない」の表示を行うことができます。

■商品企画要望� ■ご意見�
■改善要望� ■質問�
■良かった声　�

ご要望におこたえして、2021年9月1回よ
り縦×横のサイズを掲載するように改善し
ました。

2022年4月企画より塩分を掲載する
よう改善しました。

冷凍弁当のサイズ感がわかりづらいです。お弁当トレイ
の大きさ“縦×横×高さ（厚さ）”を掲載していただくと目
安になります。

基本情報

包材表示

声の内訳

原材料リスト

製造･品質

 商品名や規格、賞味(消費)期限、商品形態、
製造工場などの商品情報を確認します。 

包材に表示されている内容について、法的に必要とされる
表示がなされているか、不適切な表示がされていないかを
確認します。

原材料をひとつずつ確認します。産地・製造地、アレルギー
物質、遺伝子組換え情報、添加物などについて確認します。

製品の検査や包材の材質、アレルギー物質のコンタミ情
報、 品質保持剤の使用の有無について確認します。

原材料が入荷されてから、製品出荷までの製造工程を確認
します。加熱、冷却、金属探知、重量チェックなどの工程が
重要なポイントとなります。

商品仕様書の中の次の5つのページについて主に確認します。

2023年4月1日より遺伝子組換え表示制度が改正されます。

81%

12%

3%
2% 2%

HOYST

冷凍弁当 152022年
5月 4 回

総菜・弁当など総菜・弁当など

約2人前

衣を付けたイカとむきエビ、揚げなす、カットアスパラ
にテリヤキ風味たれをセット。　塩分：1.1ｇ／100ｇ　
91kcal ／100ｇ
アスパラガス（中国産）、アメリカオオアカイカ（チリ産）、
むきえび（インドネシア産）

2～3人前

真アジつみれがおいしい、しょうがのきいた食べ応えの
あるみそスープ。　塩分：8.2ｇ／1袋　356kcal ／1袋
つみれ（国内製造）

約2人前

ジューシーな鶏モモ肉と揚げなす、オクラに棒棒鶏風の
ソースが合います。　塩分：4.1ｇ／1袋　350kcal ／1袋
鶏肉加工品（タイ製造）

塩分：2ｇ／1食　378kcal ／1食
精白米（国産）

トレイサイズ（縦横）
約13.5㎝×約18㎝

五穀ご飯に、ほうれん草、人参、もやしのナムル、
卵、肉みそをのせたビビンバ。　塩分：2.6ｇ／1食　
349kcal ／1食
精白米（国産）

ペンネに口溶けの良いベシャメルソースを合わせ、エビ・
シュレッドチーズをトッピング。　塩分：1.8ｇ／1食　
272kcal ／1食
マカロニ（国内製造）

うすく味付けした油揚げにごま入りの寿司飯を詰めた
一口サイズのいなり寿司。　塩分：1.2ｇ／100ｇ　
198kcal ／100ｇ
精白米（国産）、油揚げ（国産）、いなり揚げ（果糖ぶどう
糖液糖）（国産）

塩分：1.4ｇ／190ｇ　227kcal ／190ｇ
鶏唐揚げ（国内製造）

塩分：1.6ｇ／1パック204ｇ　202kcal ／1パック204ｇ
ホキ（ニュージーランド）

トレイサイズ（直径）
約15.8㎝

野菜がたっぷり100ｇ入った、五穀ご飯と食べるカレー。
　塩分：2.2ｇ／1食　486kcal ／1食
米（国産）、黒米（国産）、発芽玄米（国産）

塩分：2ｇ／1食　358kcal ／1食
精白米（国産）

（税込8%429円）
398円290ｇ（1人前）・・・・・・・・・

枝豆入りひじきごはん＆
鶏肉の甘辛煮セット

アスカフーズ

140 凍 レンジ

08250935【国内加工品】

チャーハン仕立てのご飯の上に蟹肉入りのあんをかけたトレイ入りチャーハン。
　塩分：2.3ｇ／1食　367kcal ／1食
米（国産）

380円
（税込8%410円）

08267144

【国内加工品】

1食（280ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪王将　蟹あんかけチャーハン
大阪王将

138 凍 レンジ

栄養成分表示
エネ ルギー kcal
たん ぱく質 g

g
脂質 g

塩分

555
29.9
26.9

炭 水 化 物 48.2

1袋当たり

4.1ｇ

約2人前

ピーマンを加える　国産若鶏とカシューナッツ炒め/【唐揚げ】鶏肉（国産）、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、砂糖、卵白（卵を含む）、香辛料、しょうが／加工でん粉、増粘多糖類、着色料（クチナシ黄色素）、乳化剤【たれ】糖類（砂糖、水あめ）、たん白加水分解物（小麦を含む）、りんご果汁、にんにく、たまねぎ、
でん粉、野菜エキス（大豆・鶏肉を含む）、レモン果汁、豆板醤、酵母エキス、ごま油、香辛料、魚介エキス（いかを含む）／酸味料、香料【カシューナッツ】カシューナッツ
原材料

若鶏の唐揚げとカシューナッツにたれをセットしまし
た。ピーマンを加えて完成です。
鶏肉（国産）

398円
（税込8%429円）

08276067

【国内加工品】

215ｇ
次回6月4回予定448円（税抜）

・

ピーマンを加える　国産若鶏とカシューナッツ炒め
ウェルファムフーズ

147 凍 フライパン 次回 
6月4回

（税込8%537円）
498円210ｇ（具材180ｇ、たれ30ｇ）
・

なすとアスパラガスと海鮮の照り焼き炒めセット
阪神低温

149 凍 フライパン 次回 
6月4回

398円
（税込8%429円）

08264397【国内加工品】

340ｇ
4月4回458円（税抜）・・・・・・
真あじのふんわりつみれ汁（生姜香る味噌仕立て）
ニチレイフーズ

150 凍 次回 
6月4回

398円
（税込8%429円）

08264010【国内加工品】

320ｇ
4月4回458円（税抜）・・・・・・
レンジで！鶏もも肉と茄子オクラの棒棒鶏風
ニチレイフーズ

148 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%429円）
398円

08246636【国内加工品】

1人前（190ｇ）・・・・・・・・・

1／3日分の野菜　
チキン南蛮セット

フードテック

144 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.8㎝×約18.0㎝

398円
08250931【国内加工品】

（税込8%429円）
294ｇ（1人前）・・・・・・・・・

鶏ごぼうごはん＆
牛すき煮セット

アスカフーズ

139 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.5㎝×約18.0㎝

トレイサイズ（縦・横）
約17.5㎝×約18㎝

（税込8%429円）
398円

08259619【国内加工品】

320ｇ（1人前）・・・・・・・・・
五穀ごはんと野菜を食べるカレー
ニップン

142 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%429円）
398円

08270425【国内加工品】

204ｇ（1人前）・・・・・・・・・

1／3日分の野菜　
白身魚の和風甘酢
あんかけセット

フードテック

143 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.8㎝×約18㎝

（税込8%321円）
298円

08242282【国内加工品】

270ｇ（1人前）・・・・・・・・・
彩り野菜と五穀ごはんのビビンバ

ファーストフーズ名古屋

141 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%321円）
298円

08267555【国内加工品】

200ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海老とチーズのグラタン
ヤヨイサンフーズ

145 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約19.6㎝×約13.1㎝

（税込8%537円）
498円

08236624【国内加工品】

390ｇ（15個）・・・・・・・・・・
プチいなり寿司
ポストごはんの里

146 凍 レンジ 次回 
6月4回

08244915【国内加工品】

冷蔵でお届け あると安心・便利な

レンジで
手間なし！

ストック
OK！

ヘルシーで
おいしい！

冷凍でお届け あると安心・便利な

レンジなどで
手間なし！

ストック
OK！

ヘルシーで
おいしい！

・白身魚の和風甘酢あんかけ　 
・ブロッコリーと蒸し鶏の和え物　・かぼちゃの煮物
セット内容

・鶏ごぼうごはん　・牛すき煮　 
・もやしとほうれん草のおかか和え
セット内容

・チキン南蛮　・トマトと豚肉ミンチ入り
揚げなすミートソース　・ブロッコリーのバター醤油
セット内容

・枝豆入りひじきごはん　・鶏肉の甘辛煮　 
・野菜と大豆のかつお煮
セット内容

便利なミールキット

焼飯にカニ肉入りのあんを
かけました。

HI202205415.indd   1 2022/04/21   9:25:45
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冷凍弁当 152022年
5月 4 回

総菜・弁当など総菜・弁当など

約2人前

衣を付けたイカとむきエビ、揚げなす、カットアスパラ
にテリヤキ風味たれをセット。　塩分：1.1ｇ／100ｇ　
91kcal ／100ｇ
アスパラガス（中国産）、アメリカオオアカイカ（チリ産）、
むきえび（インドネシア産）

2～3人前

真アジつみれがおいしい、しょうがのきいた食べ応えの
あるみそスープ。　塩分：8.2ｇ／1袋　356kcal ／1袋
つみれ（国内製造）

約2人前

ジューシーな鶏モモ肉と揚げなす、オクラに棒棒鶏風の
ソースが合います。　塩分：4.1ｇ／1袋　350kcal ／1袋
鶏肉加工品（タイ製造）

塩分：2ｇ／1食　378kcal ／1食
精白米（国産）

トレイサイズ（縦横）
約13.5㎝×約18㎝

五穀ご飯に、ほうれん草、人参、もやしのナムル、
卵、肉みそをのせたビビンバ。　塩分：2.6ｇ／1食　
349kcal ／1食
精白米（国産）

ペンネに口溶けの良いベシャメルソースを合わせ、エビ・
シュレッドチーズをトッピング。　塩分：1.8ｇ／1食　
272kcal ／1食
マカロニ（国内製造）

うすく味付けした油揚げにごま入りの寿司飯を詰めた
一口サイズのいなり寿司。　塩分：1.2ｇ／100ｇ　
198kcal ／100ｇ
精白米（国産）、油揚げ（国産）、いなり揚げ（果糖ぶどう
糖液糖）（国産）

塩分：1.4ｇ／190ｇ　227kcal ／190ｇ
鶏唐揚げ（国内製造）

塩分：1.6ｇ／1パック204ｇ　202kcal ／1パック204ｇ
ホキ（ニュージーランド）

トレイサイズ（直径）
約15.8㎝

野菜がたっぷり100ｇ入った、五穀ご飯と食べるカレー。
　塩分：2.2ｇ／1食　486kcal ／1食
米（国産）、黒米（国産）、発芽玄米（国産）

塩分：2ｇ／1食　358kcal ／1食
精白米（国産）

（税込8%429円）
398円290ｇ（1人前）・・・・・・・・・

枝豆入りひじきごはん＆
鶏肉の甘辛煮セット

アスカフーズ

140 凍 レンジ

08250935【国内加工品】

チャーハン仕立てのご飯の上に蟹肉入りのあんをかけたトレイ入りチャーハン。
　塩分：2.3ｇ／1食　367kcal ／1食
米（国産）

380円
（税込8%410円）

08267144

【国内加工品】

1食（280ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪王将　蟹あんかけチャーハン
大阪王将

138 凍 レンジ

栄養成分表示
エネルギー kcal
たんぱく質 g

g
脂質 g

塩分

555
29.9
26.9

炭 水 化 物 48.2

1袋当たり

4.1ｇ

約2人前

ピーマンを加える　国産若鶏とカシューナッツ炒め/【唐揚げ】鶏肉（国産）、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、砂糖、卵白（卵を含む）、香辛料、しょうが／加工でん粉、増粘多糖類、着色料（クチナシ黄色素）、乳化剤【たれ】糖類（砂糖、水あめ）、たん白加水分解物（小麦を含む）、りんご果汁、にんにく、たまねぎ、
でん粉、野菜エキス（大豆・鶏肉を含む）、レモン果汁、豆板醤、酵母エキス、ごま油、香辛料、魚介エキス（いかを含む）／酸味料、香料【カシューナッツ】カシューナッツ
原材料

若鶏の唐揚げとカシューナッツにたれをセットしまし
た。ピーマンを加えて完成です。
鶏肉（国産）

398円
（税込8%429円）

08276067

【国内加工品】

215ｇ
次回6月4回予定448円（税抜）

・

ピーマンを加える　国産若鶏とカシューナッツ炒め
ウェルファムフーズ

147 凍 フライパン 次回 
6月4回

（税込8%537円）
498円210ｇ（具材180ｇ、たれ30ｇ）
・

なすとアスパラガスと海鮮の照り焼き炒めセット
阪神低温

149 凍 フライパン 次回 
6月4回

398円
（税込8%429円）

08264397【国内加工品】

340ｇ
4月4回458円（税抜）・・・・・・
真あじのふんわりつみれ汁（生姜香る味噌仕立て）
ニチレイフーズ

150 凍 次回 
6月4回

398円
（税込8%429円）

08264010【国内加工品】

320ｇ
4月4回458円（税抜）・・・・・・
レンジで！鶏もも肉と茄子オクラの棒棒鶏風
ニチレイフーズ

148 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%429円）
398円

08246636【国内加工品】

1人前（190ｇ）・・・・・・・・・

1／3日分の野菜　
チキン南蛮セット

フードテック

144 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.8㎝×約18.0㎝

398円
08250931【国内加工品】

（税込8%429円）
294ｇ（1人前）・・・・・・・・・

鶏ごぼうごはん＆
牛すき煮セット

アスカフーズ

139 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.5㎝×約18.0㎝

トレイサイズ（縦・横）
約17.5㎝×約18㎝

（税込8%429円）
398円

08259619【国内加工品】

320ｇ（1人前）・・・・・・・・・
五穀ごはんと野菜を食べるカレー
ニップン

142 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%429円）
398円

08270425【国内加工品】

204ｇ（1人前）・・・・・・・・・

1／3日分の野菜　
白身魚の和風甘酢
あんかけセット

フードテック

143 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約17.8㎝×約18㎝

（税込8%321円）
298円

08242282【国内加工品】

270ｇ（1人前）・・・・・・・・・
彩り野菜と五穀ごはんのビビンバ

ファーストフーズ名古屋

141 凍 レンジ 次回 
6月4回

（税込8%321円）
298円

08267555【国内加工品】

200ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海老とチーズのグラタン
ヤヨイサンフーズ

145 凍 レンジ 次回 
6月4回

トレイサイズ（縦・横）
約19.6㎝×約13.1㎝

（税込8%537円）
498円

08236624【国内加工品】

390ｇ（15個）・・・・・・・・・・
プチいなり寿司
ポストごはんの里

146 凍 レンジ 次回 
6月4回

08244915【国内加工品】

冷蔵でお届け あると安心・便利な

レンジで
手間なし！

ストック
OK！

ヘルシーで
おいしい！

冷凍でお届け あると安心・便利な

レンジなどで
手間なし！

ストック
OK！

ヘルシーで
おいしい！

・白身魚の和風甘酢あんかけ　 
・ブロッコリーと蒸し鶏の和え物　・かぼちゃの煮物
セット内容

・鶏ごぼうごはん　・牛すき煮　 
・もやしとほうれん草のおかか和え
セット内容

・チキン南蛮　・トマトと豚肉ミンチ入り
揚げなすミートソース　・ブロッコリーのバター醤油
セット内容

・枝豆入りひじきごはん　・鶏肉の甘辛煮　 
・野菜と大豆のかつお煮
セット内容

便利なミールキット

焼飯にカニ肉入りのあんを
かけました。
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商品企画要望がとっても
多いんだネ！

隔週で発行している「ふぁみ～ゆ」（子育て世代を中心に
やさしい暮らしを応援するカタログ）について、毎週発行
にしてほしいという声が多く寄せられ、声の改善委員会で
も取り上げました。関係部署と調整し、2022年6月1回か
ら毎週企画を実現できました。

声の改善委員会に挙げられ企画が実現した事例

声の
改善委員会

eふれんずの
おすすめ
コメント

HOYST

キット商品の外包装及び中包装のパッケージデザイン等が変更になる場合があります。予め、ご了承ください。 チルドキット総菜 132022年
5月 4 回

総菜・弁当など総菜・弁当など

280ｇ（約2人前）

国産牛肉と3種類のきのこをXO醤ソースで仕上げます。　塩分：
0.9ｇ／100ｇ　112kcal ／100ｇ
たまねぎ（国産）

バター醤油風味のたれで味付けした豚肉とじゃが芋、2種野菜のセット。　塩
分：0.8ｇ／100ｇ　135kcal ／100ｇ
じゃがいも（国産）

コチュジャンベースのたれを絡めて調理して下さい。チーズの風味とよく合
います。　塩分：1.3ｇ／100ｇ　146kcal ／100ｇ
キャベツ（国産）

（税込8%699円）
648円

08216725【国内加工品】

350ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チーズタッカルビ
日本畜産

124 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

国産豚の細切り肉で作る麻婆茄子。　塩分：0.9ｇ／100ｇ　136kcal ／100ｇ
なす（国産）

国産のれんこんとごぼうを使用したおかず金平。　塩分：1.6ｇ／100ｇ　
131kcal ／100ｇ
ごぼう（国産）

（税込8%861円）
798円

08211558【国内加工品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国産蓮根とごぼうのおかず金平
全農ミートフーズ広島

121 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

大阪「ぼてぢゅう」の味をご家庭で。焼きそば（かんすい使用）と具材セット。
　塩分：1.04ｇ／100ｇ　114kcal ／100ｇ
めん（国内製造）、キャベツ（国産）

和風のたれで作るやさしい味のうま煮。　塩分：0.7ｇ／100ｇ　110kcal ／100ｇ
大豆（アメリカ又はカナダ）

（税込8%861円）
798円

08211367【国内加工品】

1セット（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
うずら卵と豆腐のうま煮
全農ミートフーズ広島

123 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

水戻し要らずで簡単に作れるひじき煮。ひじき2袋入り。　塩分：1.9ｇ／
100ｇ　81kcal ／100ｇ
鶏ムネ肉（国産）

（税込8%861円）
798円

08211636【国内加工品】

310ｇ（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
牛肉と3種きのこのXO醤炒め
全農ミートフーズ広島

119 蔵 フライパン 次回 
7月3回

Yお届け日 
翌日迄

鶏モモ肉の唐揚げと野菜をごま油をきかせたカツオ風味のみぞれあんで仕上
げます。　塩分：1.3ｇ／100ｇ　130kcal ／100ｇ
みぞれあん（国内製造）

（税込8%753円）
698円

08274565【国内加工品】

450ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏唐揚げのみぞれ餡
日本畜産

127 蔵 フライパン 次回 
6月4回

Yお届け日 
翌日迄

（税込8%699円）
648円

08199025【国内加工品】

360ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
豚肉とじゃがいもの炒め物（バター醤油風味）
日本畜産

125 蔵 フライパン 次回 
6月4回

Yお届け日 
翌日迄

まるごとたまごのチキン南蛮セット/鶏唐揚げ（タイ製造）、ゆで卵、キャベツ、玉葱、半固体状ドレッシング、レタス、紫キャベツ、人参、ピクルス、砂糖、りんご酢、醤油、分離液状ドレッシング、鶏卵加工品、食塩、麦芽糖調整品／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Na、増粘多糖類、着色料（カ
ラメル、カロチノイド）、香辛料抽出物、香料、pH調整剤、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む）
原材料

丸ごと卵をつぶして作るタルタルソースがポイントのチキン南蛮セット。
鶏唐揚げ（タイ製造）

（税込8%861円）
798円

08277576【国内加工品】

1セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まるごとたまごのチキン南蛮セット
ハンシンデリカ

128 蔵 次回 
6月5回

Yお届け日 
翌日迄

栄養成分表示
エネルギー kcal
たんぱく質 g

g
脂質 g

塩分

629
26.2
43.1

炭 水 化 物 30.5

1包装当たり

3.9ｇ

（税込8%861円）
798円

08211593【国内加工品】

360ｇ（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻婆茄子
全農ミートフーズ広島

120 蔵 フライパン 次回 
7月4回

Yお届け日 
翌日迄

（税込8%626円）
580円

08138880【国内加工品】

570ｇ（2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぼてぢゅう総本家焼そば
北山食品

126 蔵 次回 
6月5回

Yお届け日 
翌々日迄

（税込8%861円）
798円

08211368【国内加工品】

1セット（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
盛り盛り　手間なし簡単芽ひじき
全農ミートフーズ広島

122 蔵 フライパン 次回 
7月4回

Yお届け日 
翌日迄

※調理器具や
食器は付いて
いません。

開ける１ 味付け32 煮るor
炒める作り方は

カンタン ! !

お届け
パッケージ例
一部異なる商品
パッケージで
お届けする
場合があります。

ラ
クック トキッ

無駄なし！手間なし！味もよし！

カット＆下ごしらえ
済みの材料とタレ、
レシピをセット。

2人分
2人分

2人分

2人分 2人分 2人分

2人分 2人分

2人分
約8分
調理時間

約3分
調理時間

約15分

調理時間

約15分

調理時間

約25分
調理時間

約10分
調理時間

約10分
調理時間

約10分
調理時間

鶏肉の唐揚げ１００ｇ、玉ねぎ９０ｇ、ぶなしめじ２０ｇ、人参２０ｇ、
ブロッコリー２０ｇ、みぞれあん１袋

セット内容

油、水ご家庭で用意するもの

味付け鶏肉１４０ｇ、水戻しひじき６０ｇ×２、たれ５０㎖、
人参６０ｇ、さやいんげん２０ｇ

セット内容

油、水ご家庭で用意するもの

充てん絹ごし豆腐３００ｇ、うずら卵水煮６個、豚肉８０ｇ、
たれ５０ｇ、チンゲン菜４０ｇ、人参２０ｇ

セット内容

水、水溶き片栗粉、油ご家庭で用意するもの

麺、キャベツ、ソース、豚肉、しょうが、カツオ節、青のり　各２袋セット内容

油ご家庭で用意するもの

なす１４０ｇ、豚肉８０ｇ、たれ６０ｇ、玉ねぎ５０ｇ、ピーマン３０ｇセット内容

油ご家庭で用意するもの

切りごぼう（加工野菜）１００ｇ、牛肉７０ｇ、たれ６０ｇ、れんこん（加工野菜）５０ｇセット内容

油、水ご家庭で用意するもの

鶏肉８０ｇ、キャベツ・玉ねぎ・人参１７０ｇ、にら２０ｇ、チーズ３０ｇ、タレ１Ｐセット内容

油ご家庭で用意するもの

豚肉（タレ入り）１１０ｇ、じゃが芋２００ｇ、ぶなしめじとアスパラ５０ｇセット内容

油ご家庭で用意するもの

約5分

調理時間

玉ねぎ８０ｇ、牛肉７０ｇ、たれ６０ｇ、エリンギ２０ｇ、ぶなしめじ２０ｇ、
まいたけ２０ｇ、人参２０ｇ、ピーマン２０ｇ

セット内容

油ご家庭で用意するもの

2人分

チキン唐揚げ１７０ｇ、南蛮ソース２０ｇ、生野菜サラダ７５ｇ、
卵入りタルタルソース１１５ｇ

セット内容
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HOYST

キット商品の外包装及び中包装のパッケージデザイン等が変更になる場合があります。予め、ご了承ください。 チルドキット総菜 132022年
5月 4 回

総菜・弁当など総菜・弁当など

280ｇ（約2人前）

国産牛肉と3種類のきのこをXO醤ソースで仕上げます。　塩分：
0.9ｇ／100ｇ　112kcal ／100ｇ
たまねぎ（国産）

バター醤油風味のたれで味付けした豚肉とじゃが芋、2種野菜のセット。　塩
分：0.8ｇ／100ｇ　135kcal ／100ｇ
じゃがいも（国産）

コチュジャンベースのたれを絡めて調理して下さい。チーズの風味とよく合
います。　塩分：1.3ｇ／100ｇ　146kcal ／100ｇ
キャベツ（国産）

（税込8%699円）
648円

08216725【国内加工品】

350ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チーズタッカルビ
日本畜産

124 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

国産豚の細切り肉で作る麻婆茄子。　塩分：0.9ｇ／100ｇ　136kcal ／100ｇ
なす（国産）

国産のれんこんとごぼうを使用したおかず金平。　塩分：1.6ｇ／100ｇ　
131kcal ／100ｇ
ごぼう（国産）

（税込8%861円）
798円

08211558【国内加工品】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国産蓮根とごぼうのおかず金平
全農ミートフーズ広島

121 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

大阪「ぼてぢゅう」の味をご家庭で。焼きそば（かんすい使用）と具材セット。
　塩分：1.04ｇ／100ｇ　114kcal ／100ｇ
めん（国内製造）、キャベツ（国産）

和風のたれで作るやさしい味のうま煮。　塩分：0.7ｇ／100ｇ　110kcal ／100ｇ
大豆（アメリカ又はカナダ）

（税込8%861円）
798円

08211367【国内加工品】

1セット（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
うずら卵と豆腐のうま煮
全農ミートフーズ広島

123 蔵 フライパン Yお届け日 
翌日迄

水戻し要らずで簡単に作れるひじき煮。ひじき2袋入り。　塩分：1.9ｇ／
100ｇ　81kcal ／100ｇ
鶏ムネ肉（国産）

（税込8%861円）
798円

08211636【国内加工品】

310ｇ（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
牛肉と3種きのこのXO醤炒め
全農ミートフーズ広島

119 蔵 フライパン 次回 
7月3回

Yお届け日 
翌日迄

鶏モモ肉の唐揚げと野菜をごま油をきかせたカツオ風味のみぞれあんで仕上
げます。　塩分：1.3ｇ／100ｇ　130kcal ／100ｇ
みぞれあん（国内製造）

（税込8%753円）
698円

08274565【国内加工品】

450ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏唐揚げのみぞれ餡
日本畜産

127 蔵 フライパン 次回 
6月4回

Yお届け日 
翌日迄

（税込8%699円）
648円

08199025【国内加工品】

360ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
豚肉とじゃがいもの炒め物（バター醤油風味）
日本畜産

125 蔵 フライパン 次回 
6月4回

Yお届け日 
翌日迄

まるごとたまごのチキン南蛮セット/鶏唐揚げ（タイ製造）、ゆで卵、キャベツ、玉葱、半固体状ドレッシング、レタス、紫キャベツ、人参、ピクルス、砂糖、りんご酢、醤油、分離液状ドレッシング、鶏卵加工品、食塩、麦芽糖調整品／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ポリリン酸Na、増粘多糖類、着色料（カ
ラメル、カロチノイド）、香辛料抽出物、香料、pH調整剤、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む）
原材料

丸ごと卵をつぶして作るタルタルソースがポイントのチキン南蛮セット。
鶏唐揚げ（タイ製造）

（税込8%861円）
798円

08277576【国内加工品】

1セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まるごとたまごのチキン南蛮セット
ハンシンデリカ

128 蔵 次回 
6月5回

Yお届け日 
翌日迄

栄養成分表示
エネルギー kcal
たんぱく質 g

g
脂質 g

塩分

629
26.2
43.1

炭 水 化 物 30.5

1包装当たり

3.9ｇ

（税込8%861円）
798円

08211593【国内加工品】

360ｇ（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻婆茄子
全農ミートフーズ広島

120 蔵 フライパン 次回 
7月4回

Yお届け日 
翌日迄

（税込8%626円）
580円

08138880【国内加工品】

570ｇ（2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぼてぢゅう総本家焼そば
北山食品

126 蔵 次回 
6月5回

Yお届け日 
翌々日迄

（税込8%861円）
798円

08211368【国内加工品】

1セット（約2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
盛り盛り　手間なし簡単芽ひじき
全農ミートフーズ広島

122 蔵 フライパン 次回 
7月4回

Yお届け日 
翌日迄

※調理器具や
食器は付いて
いません。

開ける１ 味付け32 煮るor
炒める作り方は

カンタン ! !

お届け
パッケージ例
一部異なる商品
パッケージで
お届けする
場合があります。

ラ
クック トキッ

無駄なし！手間なし！味もよし！

カット＆下ごしらえ
済みの材料とタレ、
レシピをセット。

2人分
2人分

2人分

2人分 2人分 2人分

2人分 2人分

2人分
約8分
調理時間

約3分
調理時間

約15分

調理時間

約15分

調理時間

約25分
調理時間

約10分
調理時間

約10分
調理時間

約10分
調理時間

鶏肉の唐揚げ１００ｇ、玉ねぎ９０ｇ、ぶなしめじ２０ｇ、人参２０ｇ、
ブロッコリー２０ｇ、みぞれあん１袋

セット内容

油、水ご家庭で用意するもの

味付け鶏肉１４０ｇ、水戻しひじき６０ｇ×２、たれ５０㎖、
人参６０ｇ、さやいんげん２０ｇ

セット内容

油、水ご家庭で用意するもの

充てん絹ごし豆腐３００ｇ、うずら卵水煮６個、豚肉８０ｇ、
たれ５０ｇ、チンゲン菜４０ｇ、人参２０ｇ

セット内容

水、水溶き片栗粉、油ご家庭で用意するもの

麺、キャベツ、ソース、豚肉、しょうが、カツオ節、青のり　各２袋セット内容

油ご家庭で用意するもの

なす１４０ｇ、豚肉８０ｇ、たれ６０ｇ、玉ねぎ５０ｇ、ピーマン３０ｇセット内容

油ご家庭で用意するもの

切りごぼう（加工野菜）１００ｇ、牛肉７０ｇ、たれ６０ｇ、れんこん（加工野菜）５０ｇセット内容

油、水ご家庭で用意するもの

鶏肉８０ｇ、キャベツ・玉ねぎ・人参１７０ｇ、にら２０ｇ、チーズ３０ｇ、タレ１Ｐセット内容

油ご家庭で用意するもの

豚肉（タレ入り）１１０ｇ、じゃが芋２００ｇ、ぶなしめじとアスパラ５０ｇセット内容

油ご家庭で用意するもの

約5分

調理時間

玉ねぎ８０ｇ、牛肉７０ｇ、たれ６０ｇ、エリンギ２０ｇ、ぶなしめじ２０ｇ、
まいたけ２０ｇ、人参２０ｇ、ピーマン２０ｇ

セット内容

油ご家庭で用意するもの

2人分

チキン唐揚げ１７０ｇ、南蛮ソース２０ｇ、生野菜サラダ７５ｇ、
卵入りタルタルソース１１５ｇ

セット内容

HI202205413.indd   1 2022/04/21   9:17:22

様々な方法で組合員の声
を品質保証やサービス・商
品の改善に活かそうとして
いるんだネ！

商品ひとつひとつには、使用す
る原材料の取り決めや表示、
製造工程などの決まりごとが
あるよ。それが書かれているの
が商品仕様書だヨ！！

「楽クックｋキット」のページに塩分を載せてほしい。塩分
の制限を受けているので、表示があるとありがたいで
す。

原
料
入
荷

浸
　漬

加
　熱

冷
　却

凝
　固

カ
ッ
ト

包
　装

金
属
探
知

重
量
チ
ェッ
ク

加
熱
殺
菌

出
　荷

製造工程一例

トピック

（遺伝子組換え表示制度改正について）
出典：「知っていますか？遺伝子組換え表示制度」（消費者庁）

（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/）を加工して作成。

現
行
制
度

新
制
度

分別生産流通管理をして、意図せざる混入
を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこ
し並びにそれらを原材料とする加工食品

分別生産流通管理をして、意図せざる混入
を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこ
し並びにそれらを原材料とする加工食品

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの
混入がないと認められる大豆及びとうもろこ
し並びにそれらを原材料とする加工食品

適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能
〈表示例〉
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入
を防ぐため分別生産流通管理を行っています。」

「大豆（分別生産流通管理済み）」
「大豆（遺伝子組換え混入防止管理済）」等
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工場の
施設と設備
の点検

原材料の入荷から加工、出荷までの工程を製造現場や記録で点検しています。

原材料入荷 原料混合、捏ね
分割、丸め

圧延

成型型入れ焼成

冷まし
スライス、包装、印字 重量、金属チェック 検品、箱詰め、出荷

発酵

工 場 点 検 安全性を確認した商品をお届け
するために、工場の衛生管理や各
工程の管理について点検をして
いるヨ。点検、評価、改善を繰り返
し、衛生管理や工程の管理、品質
の向上に努めているんだヨ！

新型コロナウイルス感染予
防のため工場へ訪問できな
い場合もあったんだ
でも、インターネットを通じた
点検を取り入れたヨ

虫が入ってこれないように
なっているかな？

工程ごとの
管理状態の
点検

作業するのに十分な
明るさかな？

機器のメンテナンスは日常
的に行われているかな？

正常に作動することがきちんと
確かめられているかな？

冷ます部屋の空気は
キレイかな？

床や壁、天井はキレイに
清掃されているかな？

スライサーの刃こぼれがない
ことを確認されているかな？

適切に温度を計ることが
できる温度計かな？

産地や重量、種類などは
間違いないかな？

焼く時間と温度はキ
チンと守られている
かな？

しっかりと記録
はとられている
かな？

期限印字は漏れなく
されているかな？

金属の混入や重量不足
を適切に対策できてい
るかな？

異物などの付着は
なく、適切な包装状
態かな？

十分に混ざり、適切に
捏ね上げられたかな？

1個当たりの重量は
基準通りかな？

きちんと延ばされて
成型されているかな？

正しく型の中に
入ったかな？

適切な温度・時間で発酵
されたかな？

作業着はきちんと着用
されているかな？

上から異物が入る
ことはないかな？

型にコゲなどはなく、
ピカピカかな？

℃

12

39

6

ギョーザSp
or
ts

コロッケ

℃

決められた時間内に決
められた温度以下に冷
やせているかな？
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取り扱っている商品の品質が保たれているかどうかを調査しています。
2021年6月より原則としてすべての食
品等事業者（食品の製造・加工・調理・販
売等を行うすべての事業者）に「HACCP
に沿った衛生管理の実施」が義務付けら
れました。HACCPとは工程上で重大な
危害を起こすかもしれないポイントを洗
いだして、その危害が起きないよう常に
チェックして、出荷される製品が安全であ
ることを担保するしくみのことです。

開発商品の取引先向けに品質管理研修会を開催し
ています。2021年度はオンラインで開催し、検査
部門からはコープＣＳネットの商品検査の取り組み
について紹介しました。

品質管理担当者や新任バイヤー向けの内部学習会を行っています。

生協の店舗でも、それまで
もあった衛生管理のしくみを
「HACCPの考え方を取り入
れた管理」に沿うように整理し
なおしています。コープCSネッ
トでは委託を受け、会員生協
のサポートをしています。

商 品 検 査

微生物検査 理化学検査
食品に付着している微生物を検査し、
衛生面での問題がないかを調べます。

食品に残留している農薬や動物用
医薬品などを分析し、適正に使用さ
れているかを調べます。

2021年度検査数

微生物 4,220
残留農薬 442
動物用医薬品 20
食品添加物 11
アレルゲン 120
品種判別 14
ヒスタミン 44
残留放射能 4
官能 18
その他 23
総合計 4,916

●実施項目と検査数

●検査内容

●ＨＡＣＣＰへの取り組み

●スキルアップに励んでいます

●開発商品・品質管理研修会で商品検査について報告しました

〇ＰＢ商品
コープＣＳネットや会員生協の開発商品（プライベートブランド：
ＰＢ）は、新規開発やリニューアルを行う際に、リスクに応じて試
作段階や初回生産時に検査を実施しています。
商品発売後も年間計画を立てて定期的に検査を行い、安全性
や品質が維持されていることを確認しています。

〇産直品
産直農産品について計画的に残留農薬検査を行い、取り決め
通りに農薬の管理・使用がされているかを確認しています。

〇宅配��新規取り扱い商品
宅配事業（共同購入・個配）で新たに取り扱う商品は、事前に検
査をしています。

〇宅配��お届け商品
組合員にお届けしている商品の品質を確認するため、実際に
検査室から商品を注文し、同じ流通経路を通った商品につい
て、抜き取り検査を実施しています。

〇店舗、配食事業
店舗の製造品や取り扱い品、配食事業（宅配弁当など）の商品
について、検査しています。

MILK

MILK

MILK

MILK

店舗　点検風景

▲「カタラーゼテストの学習会」
　動物の体内の酵素反応
で、混入した異物の加熱の
有無を調べるしくみについ
て学習しました。虫や髪など
食品への異物混入の場合、
加熱される前か後か混入の
段階を推定するために活用
されています。

▲「嗅覚トレーニング」
　「何か変なにおいがする」といっ
たにおいに関するお申し出につ
いて、具体的に「腐敗臭」「消毒臭」

「発酵臭」「酸化（油の劣化）臭」な
どに分類できるようにトレーニン
グしています。「何か変」を具体的
にとらえることで、スムーズな原
因の究明を目指しています。

10℃

10℃

ＨＡＣＣＰ方式

従来方式

工
程
例
原
料

入
荷

保
管

加
熱

冷
却

包
装

出
荷
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コロッケ抜取検査

継続的な監視・記録
温度・時間の管理 異物の検出

出典：「ご存じですか？HACCP」（厚生労働省）
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161543.html）を加工して作成


