2020年8月
組合員の皆様へ
【商品の代替品のお届けおよび欠品のお詫びとお知らせ】
日頃よりコープ商品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
今週（8月1回）お届け予定の以下東洋食品製造商品につきまして、製造委託先メーカーの都合によりお届けが出来なくなりました。代替品のお届けと欠品商品がございます。尚、８月２回以降のお届けについて
も以下東洋食品製造商品は同様の代替商品をお届けいたします。代替商品について返品をご希望の方は、お手数ですが配達担当者または組合員サービスセンターまでお申し付けください。たいへんご迷惑をお掛
けしますこと深くお詫び申し上げます。
「CO国産フクユタカ１００％絹とうふ３３０ｇ」代替商品情報
現行品
商品名
ＣＯ国産フクユタカ１００％絹とうふ
ＪＡＮｺｰﾄﾞ
4902220006267
規格
330g
取引先
日本生活協同組合連合会
製造工場
株式会社東洋食品

代替品
国産大豆絹
4974168100963
３５０ｇ
相模屋食料株式会社
匠屋株式会社

デザイン

原材料

商品特徴

大豆（国産）（遺伝子組換えでない）
／凝固剤（塩化Ｍｇ）

６日
「国産フクユタカ」を１００％使用し
た大豆の風味豊かな絹豆腐。消泡剤不
使用

「CO国産大豆１００％絹あげ」代替商品情報
※月曜日お届けの組合員様は欠品とさせていただきます。
現行品
商品名
CO国産大豆１００％絹厚あげ
ＪＡＮｺｰﾄﾞ
4902220006328
規格
３個入
取引先
日本生活協同組合連合会
製造工場
株式会社東洋食品

大豆（国産）（遺伝子組換えでな
い）、食塩／凝固剤（硫酸Ca、塩化
Mg）、消泡剤（グリセリン脂肪酸エ
ステル、炭酸Ca）

原材料

エネルギー 59ｋａｌ たんぱく質
5.1ｇ 脂質 3.3ｇ 炭水化物 2.4ｇ
塩分相当量 0.06ｇ

栄養成分（100ｇあたり）

大豆

栄養成分（1個あたり）
アレルゲン
※チラシ表記義務の7大アレ
ルゲンについては変更あり
ません。

アレルゲン
※チラシ表記義務の7大アレ
ルゲンについては変更あり
ません。

１５日

賞味期間

国産大豆使用の絹豆腐。冷奴や湯豆
腐に。消泡剤使用

商品特徴

代替品
ＣＯ国産大豆の絹厚あげ
4902220078790
４個入
日本生活協同組合連合会
さとの雪食品株式会社

デザイン

原材料

代替品
国産大豆木綿
4974168100956
３５０ｇ
相模屋食料株式会社
匠屋株式会社

デザイン

エネルギー 65ｋａｌ たんぱく質
栄養成分（100ｇあたり） 5.5ｇ 脂質 3.8ｇ 炭水化物 2.2
ｇ 食塩相当量 0.02ｇ
アレルゲン
※チラシ表記義務の7大アレ
ルゲンについては変更あり
大豆
ません。
賞味期間

CO国産フクユタカ１００％木綿とうふ３３０ｇ」代替商品情報
現行品
商品名
ＣＯ国産フクユタカ１００％木綿とうふ
ＪＡＮｺｰﾄﾞ
4902220006250
規格
３３０ｇ
取引先
日本生活協同組合連合会
製造工場
株式会社東洋食品

大豆（国産）（遺伝子組換えでな
大豆（国産）（遺伝子組換えでない）／ い）、食塩／凝固剤（硫酸Ca、塩化
Mg）、消泡剤（グリセリン脂肪酸エ
凝固剤（塩化Ｍｇ）
ステル、炭酸Ca
エネルギー 87ｋａｌ たんぱく質
エネルギー 75ｋａｌ たんぱく質
8.8ｇ 脂質 4.6ｇ 炭水化物 2.5ｇ
7.2ｇ 脂質 4.6ｇ 炭水化物
食塩相当量 0.02ｇ
1.7ｇ 塩分相当量 0.06ｇ
大豆

大豆

６日
「国産フクユタカ」を１００％使用した
大豆の風味豊かな木綿豆腐。消泡剤不使
用。

１５日

「CO国産大豆１００％木綿厚あげ」代替商品情報
※月曜日～火曜日お届けの組合員様は欠品とさせていただきます。
現行品
商品名
CO国産大豆１００％木綿厚あげ
ＪＡＮｺｰﾄﾞ
4902220006311
規格
２個入
取引先
日本生活協同組合連合会
製造工場
株式会社東洋食品

国産大豆使用の絹豆腐。冷奴や湯豆腐
に。消泡剤使用。

代替品
手づくり生揚げ
4971102500186
１枚
石見食品株式会社
石見食品株式会社

デザイン

大豆（国産）（遺伝子組換えでな
い）、植物油脂（なたね：遺伝子組換
え不分別）／凝固剤（塩化Ｍｇ）
エネルギー 119ｋａｌ たんぱく質
6.3ｇ 脂質 9.9ｇ 炭水化物 1.2ｇ
食塩相当量 0.03ｇ

大豆（国産）（遺伝子組換えでな
い）、植物油脂（なたね：遺伝子組
換え不分別）／凝固剤（塩化Ｍｇ）
エネルギー 67ｋａｌ たんぱく質
4.0ｇ 脂質 5.0ｇ 炭水化物
1.4ｇ 塩分相当量 0ｇ

大豆

大豆

賞味期間

５日

10日

商品特徴

国産大豆を１００％使用した大豆の風
味豊かな絹厚あげ。消泡剤不使用。

国産大豆を使用した短冊タイプの４
個入絹厚あげ。消泡剤不使用。

原材料

大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、
植物油脂（なたね：遺伝子組換え不分
別）／凝固剤（塩化Ｍｇ）

栄養成分

エネルギー 147ｋａｌ たんぱく
エネルギー 193ｋａｌ たんぱく質
質 10.9ｇ 脂質 8.1ｇ 炭水化
13.3ｇ 脂質 13.3ｇ 炭水化物 5.0
物 3.9ｇ 塩分相当量 0.03ｇ
ｇ 食塩相当量 0.03ｇ/１個あたり
/100ｇあたり

アレルゲン
※チラシ表記義務の7大アレ
ルゲンについては変更あり
ません。

大豆（国産）、食用植物油／凝固剤
（塩化マグネシウム（にがり））

大豆

大豆

賞味期間

5日

5日

商品特徴

国産大豆を１００％使用した大豆の風味
豊かな木綿厚あげです。消泡剤不使用。

国産大豆を100％使用した木綿生地
の厚揚げです。消泡剤使用。

「FA広島県産大豆油あげ」代替商品情報
※月曜日～火曜日お届けの組合員様は欠品とさせていただきます。
現行品
商品名
FA広島県産大豆油あげ
ＪＡＮｺｰﾄﾞ
4975052009690
規格
２枚
取引先
株式会社東洋食品
製造工場
株式会社東洋食品

代替品
島根県産大豆使用 うす揚げ
4971102200581
２枚
石見食品株式会社
石見食品株式会社

デザイン

原材料
栄養成分（1枚あたり）
アレルゲン
※チラシ表記義務の7大アレ
ルゲンについては変更あり
ません。

大豆（広島県）（遺伝子組換えでな
い）、植物油脂（なたね：遺伝子組換
え不分別）／凝固剤（塩化マグネシウ
エネルギー 119ｋａｌ たんぱく質
6.3ｇ 脂質 9.9ｇ 炭水化物 1.2ｇ
食塩相当量 0.03ｇ

大豆（島根県）（遺伝子組み換えで
ない）、なたね油（遺伝子組換え不
分別）／凝固剤（塩化マグネシウ
エネルギー 90.5ｋａｌ たんぱく
質 5.6ｇ 脂質 7.4ｇ 炭水化物
0.2ｇ 塩分相当量 0.01ｇ

大豆

大豆

賞味期間

7日

商品特徴

広島県産大豆を使用。厚みのあるふっ
くらとした油あげ。消泡剤不使用。

6日
島根県産の大豆を１００％使用し柔
らかくふっくら揚げた油揚げです。
消泡剤使用。

本来お届けする予定でした商品と代替品としてお届けする商品に差額が発生する商品がございます。
8月2回お届け表兼請求書にて差額返金をさせていただきます。
組合員の皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜
りますよう、お願い申し上げます。
鳥取県生協 生協しまね おかやまコープ 生協ひろしま
生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合

