ＪＡ愛知北ポイントサービス
交換商品カタログ（平成30年度版）

平成３０年度
地産地消の商品
JA愛知北管内産農作物を使用しています。

まるで果実のようなフルーツジャム

ＪＡ愛知北のオリジナル商品

JA愛知北管内で栽培された果物を使用。添加物不使用で果
物のおいしさをそのまま活かし、まるで果物そのものを食べて
いるかのような味わいをお楽しみいただけます。6種類からお
好きなものを1点お選びください。

地元酒米使用

■内容量/まるで果実のようなフルーツジャム１瓶（150g）

夢吟香 / 夢吟香さくら

※この商品は取扱店舗（P.7）にて交換となります。

（いちご、桃、いちじく、梨、キウイ、みかん から選択）

※なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

JA愛知北管内で栽培されている
酒米を使用した上品質な日本酒です。

六条大麦茶
大口町と扶桑町で収穫された
六条大麦を使用した麦茶です。

うどん
JA愛知北管内産小麦「きぬあかり」を100％使用しています。
めんの色が明るくつるつるで、もっちりとした食感の美味しいうどんです。

■内容量/720ml
※この商品は取扱店舗（P.7）にて交換となります。
※なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

■内容量/500ml×24本【1ケース】
※この商品は取扱店舗（P.7）にて交換となります。

■内容量/うどん1袋（240g）×10袋
※この商品は取扱店舗（P.7）にて交換となります。
※なくなり次第終了となりますのでご了承ください。
アレルゲン：小麦

夢吟香 商品番号4002
交換ポイント 1,500Pt

商品番号4001
交換ポイント2,000Pt

商品番号4009 交換ポイント 2,000Pt

夢吟香さくら
商品番号4003
交換ポイント 1,800Pt
夢吟香

玄米

夢吟香さくら

愛知県内のJAで利用できる商品券です。

あいちのかおり 玄米 内容量10㎏ / 白米 内容量5㎏

ふれあい商品券〈1000円券〉

JA愛知北管内で収穫されたお米『あいちのかおり』を玄米のまま低温
倉庫に保管しているので、良品質で安心です。白米は配達時に玄米を
精米してお届けします。

ふれあい商品券ご利用可能場所
●購買店舗●産直センター（扶桑店・岩倉店）
●ふれあいプラザ●旅行センター

※毎月中旬発送（前月末申込締切）
ただし、10月中旬発送のみ受け付けておりませんので、ご了承ください。
※9月中旬発送分までは平成29年産米を、11月中旬発送分からは平成30年産米をお届けします。
なお、平成30年産米の交換ポイントは、市場価格により変更する場合があります。
※お届け先はJA愛知北管内に限らせていただきます。
※収穫されたお米の在庫がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※この商品は取扱店舗（ P.7 ）にて交換となります。

玄米
商品番号4004
交換ポイント 3,200Pt

商品番号4008
交換ポイント 698Pt

商品番号1001

白米
商品番号4005
交換ポイント 1,900Pt

見本

交換ポイント 1,000Pt

選べるカタログギフト

～選ぶ楽しさ満載！魅力いっぱいのカタログを揃えました～

※お届け先は愛知県内に限らせていただきます。カタログよりお好みの商品をお選びいただき注文ハガキにご記入の上、ご投函ください 。

白米

※掲載点数はWEB掲載を含みます。

こってりねぎみそだれ / さっぱりねぎドレッシング
JA愛知北と愛知江南短期大学こども健康学科栄養専攻の共同開発。
江南市産の越津ねぎをたっぷり使いました。こってりとしたみそだれと
さっぱり味のドレッシングです。
■内容量/こってりねぎみそだれ（450g）/さっぱりねぎドレッシング（300ml）
※この商品は取扱店舗（P.7）にて交換となります。
※なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

こってりねぎみそだれ
交換ポイント 640Pt

商品番号4006

さっぱりねぎドレッシング
交換ポイント 500Pt

商品番号4007
こってり
ねぎみそだれ

さっぱり
ねぎドレッシング

1

カタログ名
マーガレット
ピースローズ
ジャスミン
ブーゲンビリア

掲載点数
約1,599点
約3,038点
約3,440点
約3,437点

ラベンダー
シクラメン
カメリア
グルメカタログ
エピナ

約2,307点
約1,725点
約1,105点

商品番号
3001
3002
3003

交換ポイント
2,800Pt
3,800Pt
4,800Pt

3004
3005
3006
3007

5,800Pt
10,800Pt
20,800Pt
30,800Pt

3008

3,000Pt

食料品のみの掲載

約340点

2

平成３０年度

シーズンそれぞれの美味しさを

愛知の季節商品

月ごとに選べる

◎お届け先は愛知県内に限らせていただきます。

7月
お届け

碧南 朝どり「ピクニックコーン」
碧南市産の朝どりの新鮮なとうもろこしを
収穫した日にお届けします。
■内容量/約250g×15本■産地/愛知県

商品番号5002

キャロット＆フルーツ

6月
お届け
5月10日締切

冷蔵

交換ポイント4,000Pt

鳳来牛（黒毛和牛）焼肉用

6月8日締切

碧南市特産の冬ニンジン「へきなん美人」と国産果汁
をミックスした飲みやすい人気のドリンクです。
■内容量/160ｇ×30本
■加工地/長野県

商品番号5003

交換ポイント4,080Pt

ＪＡの直営店「こんたく長篠」の鳳来牛を
ご自宅でご賞味ください。

商品番号5007

お届け
7月10日締切

冷蔵

■内容量/約2㎏（4～6房）
■産地/愛知県

商品番号5004

（お盆過ぎ）

交換ポイント4,000Pt

12月
天狗の森のおいしいトマトジュース

お届け
11月9日締切

とれたて果汁100％津具高原の太陽と
石清水が育てた旬の味。
冷凍

■内容量/1リットル×2本■加工地/愛知県

商品番号5008

交換ポイント2,640Pt

12月

2月

お届け

8月10日締切

温暖な知多半島より有機肥料を
使った甘みの強い種あり巨峰です。

10月10日締切

交換ポイント6,160Pt

9月

8月

お届け

■内容量/（肩ロース80g、バラ150g）1パック・
（カタ100g、モモ130g）1パック 合計460g（牛脂付）
■加工地/愛知県

お届け

知多の巨峰（種あり）

11月

お届け

12月7日締切

1月10日締切

変わり種えびせん是蔵 えびせん6種セット

あまみっこ

豊川エコポーク豚ロース（トンカツ用）

是蔵の素材は、豊かな海の幸や丹精込めて作られた
農産物など素材本来の風味を引出し作り上げてい
ます。

「あまみっこ」は水分制限を行ったみかんです。
コクと甘みが強く、果実も赤い「あまみっこ」をご賞味
ください。

食品工場から出る余剰食材を再生し、
栄養管理された飼料で育てた豊川ポーク。
オレイン酸の高い上質な豚肉です。

■内容量/約5㎏ 段ボール入■産地/愛知県

■内容量/130g×6枚■産地/愛知県

■内容量/とまとせんべい・ごぼうせんべい・あかしゃ海老せんべい・川売の梅せんべい・
たまねぎせんべい・わさびせんべい各40ｇ×1■加工地/愛知県
アレルゲン：えび

商品番号5005

商品番号5009

交換ポイント2,990Pt

地元のおいしい
商品がいろいろ！

交換ポイント3,520Pt

商品番号5010

冷蔵

交換ポイント2,990Pt

4月
お届け
3月8日締切

3月
お届け
2月8日締切

幸田町特産 筆柿
大玉の甘柿だけを選びました。
濃厚な甘みが特徴です。

キャベコロ
キャベコロはジャガイモを使わず、愛知県産キャベツ
と豚ひき肉をたっぷりと使用しています。キャベツの
甘みが際立つおいしさです。

10月
お届け
9月10日締切

冷凍

■内容量/約3㎏（23～25玉）
■産地/愛知県

商品番号5006

■内容量/カレー味（50g×5)×2・プレーン味（50g×5)×2
■加工地/愛知県
アレルゲン：小麦

交換ポイント3,890Pt

商品番号5011
3

交換ポイント3,240Pt

とよたのいちごシャーベット
ＪＡあいち豊田産のいちごをたっぷりと使いました。
甘酸っぱく爽やかな味のシャーベットです。
■内容量/120ml×8個
■加工地/愛知県

商品番号5012

アレルゲン：乳

冷凍

交換ポイント4,000Pt
4

◎こちらの商品はいつでもお選びいただけます。

特選グルメ＆生活グッツ

平成３０年度

◎お届け先は愛知県内に限らせていただきます。
◎お届けには約４週間かかります。

輪島の朝干物セット

デンパーク安城ハム【碧海の大地】セット
安城デンパークからこだわりのソーセージをお届け
します。愛知県産原料を使用し本場ドイツの製法で
丹念に造りました。
冷蔵

■内容量/あらびき110ｇ・ゆずソーセージ110ｇ・レモン＆パセリ110ｇ・
スパイシーカレー135ｇ・ベーコンブロック150g・プレスハム380ｇ・熟成ベーコン80ｇ
アレルゲン：乳

商品番号5013

交換ポイント3,570Pt

昭和＆やま磯 バラエティギフト
キャノーラ油や、かつおパック、味付けのりなどバラエ
ティ豊かな食品アソートセットです。
■内容量/やま磯味のり（8切8枚×2）・マルトモかつおソフト削り（1.5g×4）・
マルトモ純だしパック（3g×2×3）・伯方の塩焼塩（20g×2）・昭和キャノーラ油300g・
昭和天ぷら粉300g
ハコ約46×25.5×7cm・重量＝約1.3㎏
アレルゲン：小麦・卵・えび

商品番号6001

交換ポイント 3,240Pt

国産原料を
使用し塩のみで
味付けし、
干し上げた
干物セットです。

愛知県産金ごま海苔詰め合わせ
有明海の良質な海苔を風味原料だしで仕上げた根古谷
老舗の海苔屋自慢の海苔です。

■内容量/するめいか開干160g×1・連子鯛開干80g×1・赤かれい干80g×2・
真あじ開干60g×3

■内容量/味付海苔治助10切100枚(全型10枚分)×2本・焼き海苔極磯全型8枚・
金ごま海苔10切30枚(全形3枚分)×2本

商品番号5014

冷凍

交換ポイント4,430Pt

商品番号6005

交換ポイント4,320Pt

菰田欣也監修 乾焼蝦仁（えびチリソース）

7種の具材を使った海鮮松前漬

香味野菜と1年未満熟成の若い色の綺麗な豆板醤を
使用しました。仕上げにふんわり卵とトマトを加えた、
マイルドなエビチリです。

７種類の海鮮具材を盛り付けた松前漬けです。
お酒のおともにぴったりです。

■内容量/乾焼蝦仁（えびチリソース）150g×4
アレルゲン：小麦・卵・乳・えび

商品番号6002

■内容量/海鮮松前漬け（帆立、ヒラメ、ホッキ貝、ズワイガニむき身、タコ、味付数の子、
いくら醤油漬け入り）300g
アレルゲン：小麦・乳・かに
冷凍

冷凍

商品番号6007

交換ポイント 3,240Pt

交換ポイント5,400Pt

宝幸＆京和風 バラエティギフト
使いやすくほぐされた紅ずわいがに缶と鮭ほぐし他、
調味料の入った食卓に彩りを添えるギフトセットです。
■内容量/宝幸紅ずわいがにほぐし身50g×1・宝幸牛肉大和煮70g×2・
オルソン鮭ほぐし35g×2・京都洙樂庵昆布だし（8g×4）・京都洙樂庵お味噌汁（9.8g×4）・
日清キャノーラ油380g×各1
ハコ約41.6×25.8×7.3cm・重量＝約1.7㎏
アレルゲン：小麦・かに

商品番号6006 交換ポイント 4,320Pt
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アタック＆ピュアスタイルギフト
■内容/花王アタックジェル抗菌EX900g・花王キュキュットクリア除菌240ml・重曹クリー
ナースプレー250ml・キッチンペーパー10枚入・ハンディクロス5枚入・キッチンクリーナー20
枚入・メッシュクリーナー/日本製（メッシュクリーナー＝中国製）
ハコ約25×10.5×24.5cm・重量＝約2㎏

商品番号6009 交換ポイント 3,240Pt

銀座鹿鳴春 中華三昧セット
芸能人も多く利用する中華のお店銀座鹿鳴春から
黒豚を使った餃子と人気のもっちり春巻きチーズ味と
肉焼売と肉汁あふれる小龍包をお届けします。

定温熟成 九州ラーメンセット
九州の三大ラーメンどころ、久留米、鹿児島、熊本の
スープと、ノンフライ麺をセットに。家族みんなで食べ
比べて、グルメ旅行気分を味わってみては。
■内容量/麺80g×7・久留米スープ38g×3・鹿児島スープ35g×2・熊本スープ40g×2・
ラーメンふりかけ×7
アレルゲン：小麦・乳

商品番号6003

交換ポイント 3,240Pt

やまや北海道産原料使用 辛子明太子
北海道産原料のたらこを使用し、やまや独自の調味
液で味付けした辛子明太子です。
■内容量/辛子明太子165g
アレルゲン：小麦

■内容量/黒豚餃子22g×12・チーズ春巻き35g×4・肉焼売28g×4・小龍包25g×4
アレルゲン：小麦・卵・乳・えび

冷蔵

冷凍

商品番号6004 交換ポイント 3,240Pt

商品番号6008 交換ポイント 5,400Pt
5

6

平成３０年度

商品交換取扱店舗のご案内

ご注意

支店
■①江南支店

江南市古知野町熱田72

（0587）55-2271

■②布袋支店

江南市中奈良町熊野275-2

（0587）55-6121

③江南北支店

江南市勝佐町東郷16

（0587）56-2245

④草井支店

江南市小杁町明土1

（0587）57-8324

1.商品交換のお申込みは、必ずポイントカードをご提示してください。
（カードのご提示がないと商品交換のお手続きはできません。）
2.商品交換に必要なポイントは、カード1枚のポイント残高以内とします。
複数のカードのポイントを合算することはできません。
3.商品交換の際、一部足りないポイント分を現金等でお支払いいただく
ことはできません。
4.受渡し方法は商品によって異なりますので、窓口にてご確認ください。

⑤宮田支店

江南市後飛保町新開1

（0587）58-7206

■⑥犬山南部支店

犬山市字若宮82

（0568）67-0666

■⑦羽黒支店

犬山市大字羽黒字前川原47-2

（0568）67-0777

■⑧犬山支店

犬山市塔野地西4-1

（0568）62-5111

⑨犬山西支店

犬山市上坂町五丁目58

（0568）61-0040

■⑩大口支店

丹羽郡大口町丸2-13

（0587）95-2121

■⑪扶桑支店

丹羽郡扶桑町大字高雄字天道322

（0587）93-2211

⑫柏森支店

丹羽郡扶桑町大字柏森字寺裏136

（0587）93-0436

岩倉市本町神明西11-2

（0587）37-3111

岩倉市大地町西町畑5

（0587）38-3302

■⑬岩倉支店
⑭岩倉西支店

5.お届け時期は商品によって異なりますので、お申込み窓口にてご確認
ください。
6.お客様のご都合による返品・その他商品への交換等はできません。
ただし、商品の不良等の場合は、返品・交換を致しますので、お申込み
窓口までご連絡ください。
7.商品交換のお申込みに関わる個人情報は、商品のお届けや今後の商品
情報のご提供に利用いたします。
8.このカタログに掲載している写真はすべてイメージです。写真の中の器、
小道具、内容記載以外の付け合せ等は商品に含まれません。
9.産地・加工地等の天候・災害等でやむを得ず、お届け時期、取扱い産地、
規格等を変更させていただくことがございますのでご了承願います。
10.万一、ご希望の商品が製造中止等の理由で取扱いができない場合は、
同等の代替商品をお送りすることがあります。

ご 案 内
ポイント残高を、ご自宅のパソコンで確認いただけます。
「JA愛知北ホームページ」（http://www.ja-aichikita.or.jp/）
内の「ポイントサービスについて（ポイント残高照会）」をご利用ください。

■印は、購買店舗の併設店舗です。
※上記の支店にて、商品交換のお手続きができます 。

7

8

