
あつあつのご飯に、食べやすくカットしたさんまの蒲焼をのせてお召
し上がりください。食べやすいように中骨を除去しています。放射能検
査を行い、結果は「検出限界値未満」を確認しています。ba fdCQ  

445 .20円(本体価格424円)
180g(3尾)
さんま蒲焼(冷凍)

４週後196

037930*
エコシュリンプを使用したエビフライです。
放射能検査を行い、結果は「検出限界値未満」を
確認しています。ba fcACI  feQ  

801 .15円(本体価格763円)
180g(6尾)
えびフライ

４週後351

032279*

どんな味付けにも良く合います。春・夏はソテーやフライ、
秋・冬は蒸し料理や鍋などアレンジ自在の真だらです。
放射能検査を行い、結果は「検出限界値未満」を確認しています。

572 .25円(本体価格545円)
240g(3切)
スキンレスたら切身ソテー用

次４月200

037928*

豆腐と魚肉すり身の独特の食感と旨みを
お楽しみください。放射能検査を行い、
結果は「検出限界値未満」を確認しています。
ba fcQ  fiABCIK  

299 .25円(本体価格285円)
175g(5個)
おとうふ揚げ(冷凍)

隔週273

032126*

どんな味付けにも良く合います。春・夏はソテーやフライ、
秋・冬は蒸し料理や鍋などアレンジ自在の真だらです。
放射能検査を行い、結果は「検出限界値未満」を確認しています。

549 .15円(本体価格523円)
240g(3切)
真だら切身(うす塩味)

次４月199

037927*

東日本大震災
第三次復興支援募金

のお願い
次週50号、51号で１口500円
の募金の取り組みを行います。
あの悲惨な災害を風化させる
こと無く、被災地で頑張ってい
らっしゃる方 を々応援していき
ましょう。

宮城県石巻市
宮城県石巻市

宮城県塩釡市

グリーンコープは被災地で頑張っている
生産者・メーカーを応援します！

ヤママサの「たら」について
高たんぱく低脂肪のヘルシーな白身魚、真だら。ベーリン

グ海で1尾1尾釣り上げた肉厚でぷっくりとした上質の釣りも
のです。真だらは水分が多い魚なので、塩で身を締めること
でおいしさが際立ち、料理もひと手間省けます。淡白でふっく
らとした食感で、鍋料理はもちろん、ソテーやフライ、スープ、
蒸し料理など様々な料理に重宝する素材です。

宮城県石巻市にある弊社は、東日本大震災で大きな被害を受け、工場は津波に流され
て復旧は困難でした。一時は社員全員を解雇せざるを得ませんでしたが、震災から8ヵ月後

」イラフびえ「」げ揚ふうとお「てし用雇再を名０２、し旧復がンイラ造製の物げ揚くやうよに
の製造を再開することができました。これからもご利用をよろしく願いします。

㈱髙橋徳治商店　代表取締役　髙橋 英雄さん

全員無事の確認は本当に安心しました。
2011年3月11日午後2時46分、経験したことのない大きな揺れが続

きました。作業の途中でしたが、社長の誘導に従い、着の身着のままで、近
くの高台に駆け上がり避難しました。雪の中、寒さに震えながら皆で身を
寄せ合い、しばらくしてから海沿いの道を避けてそれぞれ自宅へ戻りまし
た。その後、連絡の手段が途切れ、全員の安否が確認されたのは10日
経ってからでした。工場から300m手前まで津波が来ていたので全員無
事の確認は本当に安心しました。
お陰様で現在は営業を再開し、社屋の補修も完了いたしました。不幸
な出来事ではありましたが、この震災により当たり前の生活の尊さと有難
さを身を持って知り、社員一同、改めて仕事に真剣に向き合っております。
震災から約一年経った現在もなお不便な生活を送られている方々は多
く、全体の復興には長い時間がかかりそうですが、一日も早い復興に向
け祈るばかりです。弊社も微力ながら地域の活性化に向け貢献したいと
思います。

㈱ヤママサ　営業部長　今野 圭一さん

㈱髙橋徳治商店

山田水産㈱

㈱ヤママサ

東日本大震災
復興応援企画

グリーンコープは、商品を企画し、利用することで、被災地で
頑張っている皆さんを応援します。ぜひご利用ください。

うなぎの蒲焼（鹿児島産）のお取引先である山田
水産の石巻工場が東日本大震災で被災に遭われ
困っているとの話を聞き応援することにしました。

グリーンコープでは、東日本大震災で被災されたメーカーや、風評被害に遭
われたメーカーを応援する取り組みをしてきました。今回は、宮城県塩釡市
にある㈱ヤママサというメーカーのたらの切身を取り扱うことにしました。震
災前、フィレ加工（塩蔵たら）では国内一の生産を誇っていた㈱ヤママサは
津波の被害はありませんでしたが、地震の影響で工場に大きな亀裂が入る
などして休業を余儀なくされました。今は工場の修復も終わり、被災地の一
日も早い復興に向け元気に頑張っているメーカーです。

宮城

岩手

青森

秋田

福島

山形

新潟

栃木

茨城

千葉

山田水産㈱

㈱ヤママサ

㈱髙橋徳治商店

東日本大震災で
被害に遭われた生産者や
お取引先で製造された
商品をこのマークで
ご案内しています。
利用を通して被災地の
復興を応援しましょう。

▲㈱ヤママサのみなさん

みんなで
応援しよう！

東日本大震災から、やがて一年が
経とうとしています。私たちは、これま
でも、これからも被災地で頑張って
いる方を応援していきます！

原材料 真鱈[アメリカ（ベーリング海）]、食塩 原材料 真鱈[アメリカ（ベーリング海）]、食塩

従業員が一丸となって復興に向けて頑張りました。
3月11日の東日本大震災から約半年が経った9月1日よ

り、弊社石巻事業所は再稼働することができました。再稼働に
向け、従業員が一丸となり、ヘドロ掃除や、解けてしまった冷凍
の原料、製品の廃棄などの作業に携わりました。本当に大変
な作業でしたが、現在、皆で「ものを作る喜び」を感じながら、
日々、生産をしております。私たちが作った製品を組合員の皆
様に食べていただくことが、私をはじめ、従業員のなによりの
喜びです。宮城で獲れた安心・安全でおいしいさんまを使った
「さんま蒲焼」、ぜひご賞味ください。
山田水産㈱　石巻事業所　常務取締役　岡田 賢二さん

▲山田水産㈱のみなさん

▲㈱髙橋徳治商店のみなさん

さんま（国産）、たれ（しょうゆ、水あめ、砂糖、みりん、発酵調味料、ぶどう糖果糖液
増、粉澱工加（、剤粘増、素色ルメラカ、精酒、粉澱、油豆大用食、）塩食、酒実果、糖

）む含を豆大、麦小に部一の料材原（、）類糖多粘料
材
原

原料のさんまは、2010年に漁獲されたものです。

原料のたらは、2011年ベーリング海で漁獲されたものです。

震災直後の石巻市内のようす

※スキンレスとは、
　皮むき処理したもので
　手をかけずに
　いろいろな料理に
　使えます。

C M Y K

2/27 28 29 23/1 3
3/5 106 7 8 9配　達　日

申込書提出日
月 火 水 木 金 土20 12年3月 商品に表示してい

る価格は個配価格
を案内しています。
班配達をご利用の
方は表示価格より
3％安くなります。

49号別  紙

2012.3

放射能検査を行い、結果は「検出限界値未満」を確認しています。 チャックシール袋
458 .85円(本体価格437円)
30g
1 三陸産カットわかめ

４週後529

032154*

２０１２年１月に放射能検査を行い、結果
は「検出限界値未満」を確認しています。

403 .20円(本体価格384円)
120g
干しいも(角切り)

スポット590

034749*

ごま・えび・あおさの3つの味の大判せんべい。
2012年2月に放射能検査を行い、結果は「検
出限界値未満」を確認しています。ba feI  

202 .65円(本体価格193円)
110g
揚芭蕉

４週後592

035830*

2010年に北海道道東沖から三陸沖で漁獲されたさんまの徳用パックです。
放射能検査を行い、結果は「検出限界値未満」を確認しています。

454 .65円(本体価格433円)
5尾(550g)
1 塩さんま(気仙沼産)徳用

隔週197

037929*

1尾当り
91円

国産もち米と北海道産小豆を使用した一口サイズのおはぎです。
404 .25円(本体価格385円)
200g(8個)
ミニおはぎ

スポット586

033505*

鳥取県境港で水揚げされた真いわしを、独自の製
法でやわらかく煮ました。放射能検査を行い、結果
は「検出限界値未満」を確認しています。
ba fcQ  feC  

312 .90円(本体価格298円)
120g

骨ごと食べられる
いわしみそ煮

隔週379

037772*

津軽海峡近海で獲れた生いかを使用。しょうゆ味
です。2012年1月に 放射能検査を行い、結果は
「検出限界値未満」を確認しています。
ba fcG  feCQ  fiB  

399 .00円(本体価格380円)
73g
黄金さきいか

次４月585

031597*
米沢郷牧場稲作生産部会

2625 .00円(本体価格2 50 0円)
5kg

1 産直赤とんぼB
米沢郷(こしひかり)

4週後763

018537*

32.0

米沢郷牧場稲作生産部会
2583 .00円(本体価格2460円)
5kg

1 産直赤とんぼB
無洗米米沢郷

毎週772

023821*

32.0

宮城

岩手

青森

秋田

福島

山形

新潟

栃木

茨城

千葉

農事組合法人
マルツボ
加工センター

㈲渡辺水産

蔵王米菓㈱

㈱かわむら

マルゴ産業㈱

岩手阿部製粉㈱

阿部長商店

米沢郷牧場

青森県むつ市 ㈲渡辺水産

千葉県銚子市 マルゴ産業㈱

▲岩手阿部製粉㈱のみなさん

▲大震災から 9ヵ月で
　再建した工場。

▲震災直後の様子

2011年産の
コシヒカリ
100％です。

2011年産
ひとめぼれ
100％です。

宮城県気仙沼市

宮城県気仙沼市

山形県村山市
茨城県かすみがうら市

岩手県花巻市

山形県
復興にはまだまだ時間がかかりそうです。
現在、三陸地区は瓦礫の撤去がやっと一段落ついた状態ですが、地盤も沈んだままですし、道路

も荒れたままの状態で復興にはまだまだ時間がかかる状況です。その中で私たちは海を恨むので
はなく、海の恵みとご支援いただいた全国の方に感謝の気持ちを一緒にお届けしたいと存じており
ます。皆さんの喜ぶ姿が、私たちの復興への力となります。

気仙沼工場サンマセンター長　長牛 雄樹さん

品質の良いわかめの水揚げが期待できそうです。
２０１２年度産の三陸わかめは、例年の５０％程の生産量になる見込みです。わかめの養殖に
必要な資材はまだまだ不足していますが、復興を目指す生産者の方々のご苦労によって、徐々に
養殖施設の再建を進めることができました。２０１２年２月現在、三陸わかめの生育は順調に進み
今春、品質の良いわかめの水揚げが期待できそうです。

㈱かわむら　営業部係長　藤代 敬さん

国産原料にこだわったおいしい
お煎餅づくりを目指しています。
当社では、老若男女どなたでも安心してお召し上

がりいただけるよう、添加物の使用を極力避け、国
産原料にこだわったおいしいお煎餅づくりを目指し
て日々の生産を続けております。それはグリーンコー
プの理念とも共通するところが多く、そのため長年に
わたり多くのアイテムの製造委託をいただけている
のだと考えております。なかなか大手のような大量生
産ができずにご迷惑をお掛け致しますが、ていねい
に手間をかけた分おいしく仕上がっております。
ぜひ、ご利用のほどお願いいたします。
蔵王米菓(株)　品質管理部　村川 尚彦さん

お子さんのおやつにもぴったりです。
蒸したさつまいもを皮むきし、スティック状にカットして干しあげた角切り干しいもは、手軽に持っ

て食べられますので、お子さんのおやつにもピッタリです。
太陽の恵みいっぱいの角切り干しいもをどうぞお召し上がりください。

農事組合法人マルツボ加工センター　坪井 香織さん

震災の影響で燃料が手に入らなかったり、水路が駄目になったりと、作付けに間に合
うかどうか、とても心配でしたが、なんとか作付けも間に合い収穫できました。
私たち米沢郷牧場は東北にあるため放射能の心配もありましたが、私たちで独自に検

査をし、グリーンコープの検査でも、検出限界値未満でした。
ぜひ、私たちの作ったお米を利用してください。

米沢郷牧場　浅野 厚司さん

阿部長商店

㈱かわむら

蔵王米菓㈱
農事組合法人マルツボ加工センター

岩手阿部製粉㈱

米沢郷牧場

昨年、風評被害で困っていた阿部長商店の塩さんまを
お徳用規格としてお届けします。

震災から9ヵ月、全壊した工場を再建し、復旧が実現しました。 

ようやく震災前の状況に戻り、問題なく製造が
行えるようになりましたが、注文数量が減っています。

震災前に比べ、注文数量が激減しています。

小豆本来の風味が生きた、上質な味わいのあんに仕上がっています。

山形県米沢郷牧場で栽培された
2011年産のお米です。

被災地で頑張っているお取引先の商品を利用して復興の取り組みを応援しましょう！ぜひ、ご利用ください。

▲蔵王米菓㈱
　生産管理
　桑原 知之さん

自社製造の国産無漂白道明寺粉を使用。 
ミニおはぎの上品な食感の理由は道明寺粉にあります。もち米を一度蒸し
た後、乾燥させて粗く砕く工程を経た自社製で漂白や着色も行っていません。
原料の質が命である和菓子作りにとってこれほどの強みはありません。
25ｇのひとくちサイズで食べやすい、味と伝統重視の

おはぎをぜひご賞味ください。
岩手阿部製粉㈱　営業主任　及川 健二さん

原材料 さんま（気仙沼産）、食塩

原料のさんまは、2010年に漁獲されたものです。

原料のわかめは、2010年3～5月に宮城県、岩手県で採れたものです。

原料の米は2010年に岩手県で収穫されたものです。

原料には2011年産の国産米を使用しています。
原料のいもは、2010年10～12月に茨城県でとれたものです。

原料のいかは2011年9月以降に
津軽海峡近海で漁獲されたものです。

原料のいわしは、2011年4～6月に
鳥取県境港で水揚げされたものです。

数量
限定

5 ,900 個　1人1個
共同購入抽選システムで当選
された方のみお届けします。

げ
上
値

（旧税込価格 2331. 0 0 円）


