
わが家流 アイデアレシピ
コープ商品をつかった“わが家のアイデアレシピ”を組合員に聞きました！

小松菜を少しの油で炒め、さばの味噌煮缶を汁ごと入れて

絡めたら完成。味付け不要のスピードメニュー！しかも栄養

満点！　　　　　　　　　　　　（多治見市 きなこさん）

溶けやすく使いやすいので、わが家では冷凍むきあさりを入

れてクラムチャウダーにしています。美味しいですよ！

（各務原市 かかさん）

小松菜のさば味噌炒め あさりのクラムチャウダー

うまい! さば味噌煮
（国内水揚げ）
150ｇ（固形量100g）
本体価格 218円
税込価格 235円
次回予定 2月3週

クリームシチュー
（顆粒タイプ）
120ｇ（6皿分）×3
本体価格 288円
税込価格 311円
次回予定 2月3週

あなたの　　　　　　　　　　をおしえてください！オススメの一品
Let'sarrange!!

レンコンをスライスしてさっと湯がき、カニカマとコーンを加

えてマヨネーズで和えます。コーンの甘みがマッチして美味

しいです。　　　　　　　　　　　　（岐南町 ののさん）

葉付きの大根を見つけたら必ず作ります。細かく刻んで油揚

げと一緒にごま油で炒め、だし醤油で味付けするだけ。ご飯

が進みます！　　　　　　　 （関市 あいなめちゃんさん）

レンコンサラダ 大根葉の炒め物

洗いれんこん
    300ｇ
本体価格 298円
税込価格 321円
次回予定 毎週

だし
しょうゆ
1L
本体価格 380円
税込価格 410円
次回予定 2月2週

商品検査
センターから 今月のテーマ

生協の安全安心を支える品質管理について

　生協商品の安全安心は、品質管理された商品を皆さんにお届けすることが基本です。
検査センターの取り組みをお知らせするこのコーナーで、検査の様子は度々お知らせして
いますが、生協の品質管理は検査だけではありません。検査以外でも、皆さんのお手元に
届く商品が安全であることを確認するために、様々な活動をしています。

　「仕様書」とは、その商品がどのような「仕様」で製造されるも
のか、が記載されています。一つ一つの商品ごとに、製造者や製
造場所、製造方法、原材料、包材、表示など、ほかにも様々な事項
が記載されていて、この「仕様書」通りに製造することが生協と取
引先との約束事となっています。
　生協の基準を満たしている商品をお届けできるように、生協で
定めた「不使用添加物」が使われていないか、アレルギー表示を
含め適切な表示がされているかどうかなど、取り扱い前に仕様
書を確認しています。
また、包材が法律の基
準を満たしていないも
のなどを、取り扱い前
に修正してもらうこと
もあります。

　毎年取引先評価を実施し、必要に応じて点検を行います。工
場点検は商品が仕様書通りに製造されているかどうか、工場
が衛生的に保たれているかなどを実際に現地で確認します。

仕様書の点検

産地・工場点検

お申し出の対応

また産地点検として、農産物や畜水産物の産地で栽培や飼育方
法の確認も行います。
　工場や産地に直接
出向いて商品を生産さ
れている方とお話しす
ることで、商品の安全
を確認すると共に、お
互いの信頼関係（安心
できる関係）を築いて
います。

　組合員さんから生協に寄せられるお申し出から、原因を調査
し対策を講じて再発防止に努めています。
　お申し出内容は毎日チェックし、大きな商品事故が隠れていな
いか確認しており、被害の拡大を未然に防ぐようにしています。
　お申し出に対応することも、生協の商品を良くするきっかけに
なります。お申し出の原因を取引先とともに調査することで商品
の改善ポイントを見つけ、より良い商品づくりにつなげています。

　こうして様々な側面から品質管理された商品を、商品の検査
で客観的に評価しています。このような活動を有効に組み合わせ
ながら、皆さんにお届けする商品の安全安心を確かめています。

開
発
改
善

彩果菜園が3月2週に

●21種の野菜と4種の果実を使用した野菜果実ジュースです。
●1本（125ml）あたり1食分の野菜118ｇを使用しています。
●今回のリニューアルでは、果実汁の中のりんご果汁を増やす
　ことで、フルーティーで飲みやすく仕上げました。

りんご果汁
の

配合率UP
で、

よりフルー
ティーで

飲みやすく
なりました！

彩果菜園
フルーティーアップル
125ml 1本
本体価格 58円
税込価格 62円

リニューアル！
彩果菜園の特徴

～ミルクプリン編～ 岐阜市 木村さんの投稿より

　 100g×3個
本体価格 185円
税込価格 199円

蔵

蔵

せいきょう
ミルクプリン

数年前の生協の試食会で… 生協で注文してみると

子どもたちも大喜び！！

３個入りなので、子どもたちと

私とで分けて食べました♪

夫には
ナイショ

ミルク
プリンの
試食です

この味 なんだか
懐かしい～

小さい頃に
食べたことが
あるかも…！

ミルクプリン
おいしい！

おいしー

おいしそう！
1 2 3 4

仕様書管
理の様子

工場点検
の様子

家に買い置きしてある食材だけで鍋をした時、蓮根餅を入れたら美味しかったです。
すり下ろした蓮根と片栗粉少々をよく混ぜ、油をひいたフライパンで小さいハンバーグ位の大きさで焼きます。

（瑞穂市 はるふみさん）

わたしの
ひとこと

全国的に牛乳の消費が減っているとのこと。
普段はチーズとヨーグルトを食べていますが、先日は牛乳を購入しました。
（瑞穂市 福井さん）

わたしの
ひとこと
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