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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

表

紙 

006 

007 

夏野菜のドライカレ

ー(コールスローサラ

ダ・味噌汁用具材) 

半熟卵（国内製造）、キャベツ、トマトソース、揚げなす、人
参、スイートコーン、鶏肉、わかめ、粒状大豆たんぱく、オク
ラ、ヤングコーン、枝豆、玉葱、マヨネーズ、油揚げ、醤油、
胡瓜、チョップドハム、植物油脂、カレー粉、砂糖、乳化液状
ドレッシング、にんにく、チキンブイヨン、調味液、かつお風
味調味料、食塩、胡椒、唐辛子／増粘剤（加工でん粉、増
粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、加工でん粉、
グリシン、ミョウバン、塩化Ｃａ、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（カラメ
ル、コチニール）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、酵素、香辛料抽出
物、寒天、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、くん液、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介類）・ゼラチン
を含む） 

 

表

紙 

008 国産野菜ときのこが

入った煮込みハンバ

ーグ 

ハンバーグ・具材[ハンバーグ（食肉（牛肉、豚肉）、玉ねぎ、
つなぎ（パン粉、卵たん白）、豚脂、粒状大豆たん白、粉末
状大豆たん白、砂糖、食塩、香辛料、液体調味料、酵母エ
キス、揚げ油（大豆油））（国内製造）、ポテト（じゃがいも、揚
げ油（パーム油））、人参、ぶなしめじ／調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、酸味
料]、タレ[砂糖、トマトケチャップ、水あめ、トマトペースト、醤
油、食塩、ポークエキス、食用植物油脂、酵母エキス、小麦
粉、ビーフエキス、野菜エキス、香辛料／増粘剤（加工でん
粉）、酒精、調味料（アミノ酸）、カラメル色素]、（一部に小
麦・乳成分・卵・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

2 031 ぶどうバー ぶどう果汁(ぶどう(アメリカ))、砂糖、果糖ぶどう糖液糖／安
定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 

 

3 036 愛知県産天然むき

えび 

えび（愛知県）、食塩 

 

9 104 

3184 

チキンカツの和風お

ろし煮 (ごぼうサラ

ダ・味噌汁用具材) 

チキンカツ（国内製造）、ごぼうサラダ（ごぼう、マヨネーズ、
れんこん、人参、乳化液状ドレッシング、その他）、玉葱、添
付和風調味料（しょうゆ、砂糖、水あめ、本みりん、その他）、
添付大根おろし、わかめ、ほうれんそう、人参、れんこん、油
揚げ、調味液、かつお風味調味料／加工でん粉、ｐＨ調整
剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、香辛料抽出物、糊料（キ
サンタンガム）、乳化剤、酵素、甘味料（ステビア）、寒天、漂
白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・さば・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

9 108 空心菜と鶏肉のとろ

とろ玉子とじ 

【野菜】玉葱（国産）、人参、空心菜【鶏肉】鶏肉、（一部に鶏
肉を含む）【煮物用八方だし】醤油、砂糖、みりん、発酵調味
料、かつお節調味料、昆布調味料、酵母エキス、食塩、（一
部に小麦・大豆を含む） 

 

2022年 
7月2週 

（28号） 
コープぎふ・コープあいち・コープみえ 

※カタログ作成時点での情報ですので、変更となる場合がございます。 



 

 － 2 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

10 109 おうちで手作り♪ふ

わモチ生地のマル

ゲリータ風ピザ 

【ピザクラスト（国内製造）】小麦粉、植物油脂、イースト、食
塩、砂糖、麦芽粉末、（一部に小麦を含む）【ベーコン】豚バ
ラ肉、糖類（水あめ、砂糖）、食塩、卵たん白、乳たん白、大
豆たん白／リン酸塩（Na）、カゼイン Na、増粘剤（増粘多糖
類）、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸 K）、酸化防
止剤（ビタミン C）、発色剤（亜硝酸 Na、硝酸 K）、着色料（コ
チニール）、（一部に卵・乳成分・豚肉・大豆を含む）【ナチュ
ラルチーズ】ナチュラルチーズ／セルロース、（一部に乳成
分を含む）【バジルソース】マルトデキストリン、発酵調味料、
植物油脂、バジルペースト（バジル、なたね油、食塩）、ニン
ニク、オリーブオイル、しょうゆ、食塩、香辛料、粉末ガラスー
プ／増粘剤（加工でん粉）、酒精、調味料（アミノ酸等）、グリ
シン、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）【野菜】ミ
ニトマト 

 

10 110 おうちで手作り♪ポ

ークカレー 

【野菜】じゃが芋（国産）、玉葱、人参【豚肉】豚肉、（一部に
豚肉を含む）【ベーシックカレー】小麦粉、植物油脂（パーム
油、菜種油、ごま油）、カレー粉、食塩、砂糖、ポークペース
ト、トマトペースト、コーンスターチ、にんにく加工品、クリーミ
ングパウダー、リンゴペースト、しょうが加工品、魚醤、オニオ
ンエキスパウダー、ウスターソース、酵母エキス、醤油、香辛
料／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・ご
ま・大豆・豚肉・りんごを含む） 

 

10 112 チーズとろけるハッ

シュドポテト風 

じゃがいも（国産）、プロセスチーズ、ベーコン、マヨネーズ、
チキンブイヨン、こしょう／セルロース、ｐＨ調整剤、調味料
（アミノ酸等）、糊料（増粘多糖類）、グリシン、乳化剤、リン酸
塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、くん液、酵素、
香辛料抽出物、寒天、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、着色料（コチニ
ール、紅麹）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を
含む） 

 

11 120 いかホタテと彩り野

菜のオイスターソー

ス炒め 

具材(ブロッコリー(エクアドル産)、アメリカオオアカイカ(ペル
ー産)、ボイルホタテ(国内製造)、赤ピーマン(トルコ産)、馬鈴
薯でん粉、コーンスターチ)、添付ソース(水飴、醤油、オイス
ターエキス、砂糖、植物油、味噌、おろし生姜、醸造酢、お
ろしにんにく、小麦発酵調味料、豆板醤、乳酸発酵調味料、
酵母エキス、香辛料、コショウ末)／増粘剤(加工デンプン、
キサンタン)、カラメル色素、(一部にイカ・小麦・ごま・大豆を
含む) 

 

11 121 若鶏と彩り野菜の甘

酢あん 

具材：鶏肉（国産）、赤ピーマン、アスパラガス、（一部に鶏肉
を含む）添付ダレ：しょうゆ、砂糖、醸造酢、りんごピューレ、
パイン果汁、トマトピューレ、ポークエキス、ごま油／増粘剤
（加工デンプン）、酒精、調味料（アミノ酸）、香料、（一部に
小麦・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む）  

11 122 牛肉のビビンバ炒飯 牛肉(カナダ産）、こまつな（国産）、にんじん（国産）、（一部
に牛肉を含む） 【添付たれ】醤油、ぶどう糖果糖液糖、砂
糖、味噌、おろしにんにく、コチュジャン調味料、香辛料、醸
造酢、たまねぎエキス／増粘剤（加工デンプン、キサンタ
ン）、調味料（アミノ酸）、パプリカ色素、香料、（一部に小麦・
大豆を含む） 
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11 123 豚肉とエビの旨塩炒

め 

具材：豚肉（スペイン産）、グリルパプリカ（赤パプリカ、黄パ
プリカ）、むきえび（えび、食塩）、きくらげ、（一部にえび・豚
肉を含む）添付ダレ：しょうゆ、発酵調味料、醸造酢、にんに
く、ごま油、食塩、香辛料、ごま／ソルビット、調味料(アミノ酸
等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、(一部に小
麦・大豆・ごまを含む) 

 

11 124 たらと野菜の甘酢あ

ん 

【具材】たらフリッター（しろいとだら（ノルウェー）、大豆油、天
ぷら粉（小麦粉、でん粉）、小麦粉、しょうゆ、みりん、砂糖、
清酒）、揚げなす（なす、植物油脂）、たけのこ、にんじん、い
んげん【添付たれ】しょうゆ（大豆・小麦を含む）、糖類（砂
糖、果糖ぶどう糖液糖、水あめ）、発酵調味液、たまねぎ、醸
造酢（りんごを含む）、アミノ酸液／増粘剤（キサンタンガ
ム）、ビタミンＢ１ 

 

11 125 えびとブロッコリー

のバジルバターペン

ネ 

【具材】ペンネ（国内製造）、むきえび（インドネシア産）、ブロ
ッコリー（エクアドル産）、フライドポテト（ベルギー製造）、食
塩／調味料（無機塩等）、加工でん粉、アルギン酸エステ
ル、ピロリン酸Ｎａ、（一部に小麦・えびを含む）、【添付ソー
ス】米発酵調味料、水あめ、おろしにんにく、マーガリン、ぶ
どう発酵調味料、食塩、乳加工品、にんにく末、バター、コシ
ョウ末、パセリ、バジル／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味
料、増粘剤（キサンタン）、香料、カロチノイド色素、（一部に
乳成分・大豆を含む） 

 

11 126 フライパンで!赤魚と

芝エビと彩り野菜の

パエリア 

【具材】アカウオ（アメリカ）、エビ（国産）、ピ－マン（ポルトガ
ル ） 、 イ カ （ ペ ル － ） 、 ト マ ト （ ト ル コ ）                                            
【パエリアソ－ス】蝦醤、食塩、おろしにんにく、砂糖、たまね
ぎエキス、植物油、ぶどう発酵調味料、パプリカ、あさりエキ
ス、濃縮レモン果汁、にんにくエキス、ウコン末、コショウ末、
ローレル、セロリパウダー／アナトー色素、調味料（アミノ酸
等）、紅花色素、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽出物、（一
部にえびを含む） 

 

12 135 おくらのお浸し おくら（国産）、液体和風だし（うるめ節、さば節、かつお節、
その他）、砂糖、食塩、かつお節／酢酸Ｎａ、グリシン、（一部
にさばを含む）  

14 165 酸味まろやかスライ

スしめさば 

さば（国産）、醸造酢（小麦を含む）、果糖ぶどう糖液糖、砂
糖、食塩、こんぶエキス、こんぶだし  

17 200 広島とんこつ醤油ラ

ーメン 

めん［小麦粉（国内製造）、小麦たん白、でん粉、卵白粉、食
塩／かんすい、焼成カルシウム、（一部に卵・小麦を含
む）］、スープ［しょうゆ、動物油脂、ポークエキス、たん白加
水分解物、ガラスープ、水あめ、食塩、オニオンエキス、でん
粉、ガーリックエキス、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、ア
ルコール、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）、香料、酸
化防止剤（ビタミン E）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま
を含む）］、具［野菜（もやし、ねぎ）、チャーシュー／着色料
（カラメル、チコリ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ロー
ズマリー抽出物）、ビタミン B1、（一部に乳成分・小麦・大豆・
鶏肉・豚肉を含む）］ 

 

17 201 チャンピオンカレー

監修ドライカレー 

精白米（国産）、野菜（レタス、たまねぎ）、牛肉、食用油脂、
トマトケチャップ、カレー粉、チキンエキス、バター、砂糖、ラ
ード、ウスターソース、食塩、酵母エキス、ジンジャーパウダ
ー、ガーリックパウダー／着色料（カラメル、カロチノイド）、乳
化剤、（一部に乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む） 
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18 209 いろどり出雲(夏) ①＜出雲＞砂糖（国内製造）、小豆、水あめ、寒天②＜夏出
雲＞砂糖（国内製造）、小豆、寒天、水あめ、生餡（白インゲ
ン豆）／着色料（紅麹）③＜出雲柚子＞砂糖（国内製造）、
柚子加工品（柚子皮、砂糖）、柚子、寒天 

 

27 407 どっさり果実とヨーグ

ルト 

生乳（国産）、もも果肉、砂糖、乳製品、みかんさのうシラップ
漬け、果糖ぶどう糖液糖、バナナ果汁、デキストリン、ゼラチ
ン、乳たんぱく／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香
料、酸味料 

 

29 467 マーブルブレッド(チ

ョコレート) 

小麦粉(国内製造)、チョコレート風味フラワーペースト、砂
糖、卵、マーガリン、パン酵母、小麦グルテン、食塩、脱脂粉
乳／加工澱粉、乳化剤、香料、増粘多糖類、ビタミン C、着
色料（カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン
を含む） 

 

29 474 カリフォルニアレー

ズンスコーン 

小麦粉（国内製造）、レーズン、マーガリン、砂糖、レーズン
ラム酒漬け、液卵、オリゴ糖、バター、ミックス粉（砂糖、小麦
粉、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦たん白、植物油脂）、ミ
ックス粉（小麦粉、小麦たん白、植物油脂）、食塩、小麦粉調
製品／膨張剤、増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、香料、カ
ロチン色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

32 523 のどぐろ開き 赤むつ（山口県産）、食塩／酸化防止剤(V C) 

 

33 538 かにのとろ丼 紅ずわいがに（国産）、魚肉練製品［魚肉（しろがねだら（卵
を含む）、たら、ほき）、砂糖、食塩、卵白粉（卵を含む）、発
酵調味料、かにエキス（えびを含む）、還元水あめ、植物油
脂］、ショートニング、かにエキス、砂糖、食塩、酵母エキス／
加工澱粉（小麦由来）、安定剤（加工澱粉、増粘多糖類）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、増粘剤（キサンタンガム）、調味料
（アミノ酸等）、乳化剤たれ：水あめ、しょうゆ（大豆・小麦を含
む）、砂糖、食塩、こんぶだし、発酵調味料／酒精のり 

 

33 552 北海道産クリームチ

ーズを使ったサーモ

ンクリームチーズ 

ギンザケ（チリ産）、玉ねぎ（国産）、半固体状ドレッシング、
ナチュラルチーズ、生クリーム、砂糖、レモン果汁、食塩、香
辛料、乳等を主要原料とする食品、ぶどう糖果糖液糖、しょ
うゆ、魚介エキス／調味料（アミノ酸等）、トレハロース、ｐＨ調
整剤、グリシン、酸味料、加工デンプン、増粘剤（増粘多糖
類、アルギン酸Ｎａ）、くん液、乳化剤、膨脹剤、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ、カテキン）、Ｖ．Ｂ１、酵素、香料、（一部に卵・乳成
分・小麦・えび・かに・さけ・大豆・りんご・ゼラチンを含む） 

 

34 557 山田のフラヰさばカ

ツ(骨取り) 

さば（国産）、たれ（しょうゆ、砂糖、水あめ、発酵調味料、玉
ねぎ、醸造酢（りんごを含む）、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液
（大豆を含む））、衣（パン粉（小麦粉、イースト、その他）、ミッ
クス粉（小麦粉、食用植物油脂、その他））、でん粉、食塩、
揚げ油（食用なたね油）／増粘剤（加工でん粉、グァーガ
ム、キサンタンガム）、酒精、カラメル色素、加工でん粉、トレ
ハロース 

 

37 602 ビッグチキンカツ 鶏肉（国産）、発酵調味料、食塩、香辛料、砂糖、衣（パン
粉、鶏卵、コーンフラワー、小麦粉、植物油脂、でん粉、デキ
ストリン、粉末状植物性たん白、卵白粉、発酵調味料、しょう
ゆ、香辛料、食物繊維、たん白加水分解物、酵母エキス、魚
介エキス、小麦グルテン分解物、食塩）／調味料（アミノ酸

 



 

 － 5 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

等）、膨張剤、乳化剤、（一部に小麦・卵・鶏肉・大豆・さけを
含む） 

38 634 国産牛やわらか焼

肉(成型加工肉) 

牛肉（国産）、牛脂、食物繊維、食塩、乳たんぱく質分解物、
大豆たんぱく、植物油脂/調味料（有機酸等）、加工でん
粉、増粘多糖類、pH調整剤、乳化剤  

38 636 国産若鶏ハツの柚

子こしょう焼き 

鶏心臓（国産）、柚子こしょう、コーンスターチ、柚子皮ペー
スト、食塩、植物油脂 

 

39 639 信州軽井沢熟成あ

らびき×3 種のハー

ブ&レモン(ポークウ

インナー) 

豚肉（輸入又は国産（5％未満））、豚脂肪、糖類（粉末水あ
め、砂糖）、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸等）、リン酸塩
（Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎ
ａ）、香辛料抽出物、（一部に豚肉を含む） 

 

42 696 5種の濃厚チーズ揚

げ 

皮（小麦粉（国内製造）、粉末油脂、植物油脂、粉末水あ
め、ショートニング、粉末状植物性たん白）、プロセスチー
ズ、植物油脂、でん粉、食塩、揚げ油（パーム油、大豆油）
／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
香料、カロチノイド色素、炭酸Ｎａ、（一部に小麦・乳成分・大
豆を含む） 

 

45 735 松本一本ねぎ餃子 野菜（キャベツ（国産）、ねぎ(国産）、にら(国産）、しょうが(国
産））、鶏肉（国産）、豚脂(国産）、大豆たん白、砂糖、しょう
ゆ、食塩、植物油脂、香辛料、皮（小麦粉、ブドウ糖、植物
油、醗酵調味料、食塩）/加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、
（一部に小麦・鶏肉・豚肉・大豆を含む） 

 

45 747 肉じゃがはるさめ はるさめ（でん粉）（タイ製造）、じゃがいも、たまねぎ、砂糖、
植物油脂、さやいんげん、豚肉、しょうゆ、にんじん、食塩、
ごま、チキンエキス、野菜エキス、かつおぶしエキス、ポーク
エキス、濃縮しょうゆ、こんぶエキス、酵母エキス／調味料
（アミノ酸等）、乳化剤、（一部に小麦・ごま・さば・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

 

48 793 CoCo 壱番屋監修カ

レーまぜそば 

めん〔小麦粉(国内製造)、食塩／酒精、かんすい、乳酸 Na、
トレハロース、リン酸Ca、酸味料、焼成Ca、(一部に小麦を含
む)〕うち粉〔加工でん粉〕添付調味料〔植物油脂、カレール
ウ、砂糖、食塩、水あめ、しょうゆ、カレー粉、にんにく、ウス
ターソース、ポークエキス調味料、ポークエキス、シーズニン
グパウダー、ねぎエキス、山椒パウダー、クミン、酵母エキス
パウダー、こしょう／調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味
料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)〕 

 

51 838 加賀揚  増量 (ごぼ

う) 

魚肉（国産）、ごぼう、味付ごぼう（ごぼう、砂糖、清酒、その
他）、植物油、砂糖、植物たん白（小麦・大豆を含む）、でん
粉、食塩、風味調味料、魚介エキス、清酒、みりん、しょう
油、発酵調味液、卵白（卵を含む）／加工でん粉、pH 調整
剤、調味料（アミノ酸等）、炭酸 Ca 

 

52 860 夏野菜山形のだし

(浅漬) 

胡瓜、茄子、昆布、ねぎ、みょうが、青じそ、漬け原材料〔食
塩、糖類（砂糖、ぶどう糖）〕／酸味料、香料、調味料（アミノ
酸等）、酒精、酸化防止剤（ビタミンＣ）、増粘多糖類、ビタミ
ンＢ１、（一部に大豆を含む） 
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53 878 のせるだけ魯肉飯 たまねぎ、植物性たんぱく、しょうゆ、焼豚、食用植物油脂、
醸造酢、オイスターエキス、砂糖、発酵調味料、食塩、ガーリ
ックペースト、ジンジャーペースト、香辛料／増粘剤（加工デ
ンプン、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、グリシン、酢酸
Na、着色料（カラメル、紅麹、カロチノイド）、加工デンプン、ｐ
Ｈ調整剤、酸味料、リン酸塩（Ｎａ）、（一部に小麦・乳成分・
ごま・大豆・豚肉を含む） 

 

57 942 ごちレピライスガパ

オソース(中辛) 

食用油脂（牛脂豚脂混合油（国内製造）、パーム油）、でん
ぷん、小麦粉、食塩、デキストリン、砂糖、香辛料、粉末しょう
油、オイスターソース、脱脂大豆、香味野菜風味パウダー、
カレーパウダー、豆腐発酵調味料、焙煎フェヌグリーク、焙
煎コリアンダー、かつお風味調味料、酒粕粉末、ホエイパウ
ダー、ポークエキス、チキンエキス／調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、カラメル色素、乳化
剤、酸味料、香料、香辛料抽出物、（一部に乳成分・小麦・
大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

57 950 赤からもやし炒めの

素 

しょうゆ（国内製造）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、みそ、はち
みつ、コチュジャン、米発酵調味料、唐辛子、豆板醤、食
塩、にんにく、かつおエキス、昆布エキス、オイスターソー
ス、煮干粉末／調味料（アミノ酸等）、アルコール、増粘剤
（加工でん粉、増粘多糖類）、パプリカ色素、（一部に小麦・
大豆を含む） 

 

60 3264 ザクザク食べるオリ

ーブオイル 

オリーブオイル（イタリア製造）、アーモンド、乾燥たまねぎ、
ブラックオリーブ水煮、フライドオニオン、ナチュラルチーズ、
食塩、還元水あめ、乾燥バジル、小麦粉、チキンコンソメ、魚
肉エキス、黒こしょう／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ、Ｖ．Ｅ）、カラメル色素、グルコン酸鉄、（一部に乳成
分・小麦・アーモンド・大豆・鶏肉を含む） 

 

64 998 

3343 

調製豆乳(ノンコレス

テロール) 

大豆（カナダ）、食塩/乳酸カルシウム、香料、甘味料（アセス
ルファムカリウム、スクラロース） 

 

65 3347 アクエリアス塩分補

給タブレット (スポー

ツドリンク味) 

ぶどう糖（国内製造）、食塩／酸味料、ステアリン酸 Ca、香
料、甘味料（スクラロース）、塩化Ｋ、乳酸 Ca、硫酸 Mg、ロイ
シン、バリン、イソロイシン 

 

66 3371 香ばし玄米かりんと

う 

小麦粉（国内製造）、上白糖、植物油脂（米油）、ロースト玄
米（うるち米（国産））、白ざら糖、水飴、ぶどう糖、イースト（パ
ン酵母）、食塩 

 

68 3420 マイヤーレモンケー

キ 

砂糖（国内製造）、小麦粉、全卵、植物油脂、レモンピューレ
（三重県産マイヤーレモン 100％使用）、ブドウ糖、食塩/加
工澱粉、ベーキングパウダー、乳化剤、増粘剤（キサンタン
ガム）、香料、（一部に小麦・卵・大豆を含む） 

 

68 3423 牛乳と卵のエクレア 牛乳（国内製造）、乳等を主要原料とする食品、液全卵、砂
糖、準チョコレート、小麦粉、液卵黄、ファットスプレッド、マ
ーガリン、チョコレート、洋酒、食塩／カゼインＮａ、乳化剤、
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香料、膨脹剤、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆を含む） 

70 3489 燻工房ロースハム

切り落とし(スライス) 

豚ロース肉（輸入又は国産（５％未満））、糖類（水あめ、砂
糖）、食塩／リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤
（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部に豚肉を含む）  

70 3493 羽根付きチーズ餃

子 

皮（小麦粉（国内製造）、大豆粉、食塩、乳化油脂）、野菜
（キャベツ、玉ねぎ、しょうが）、食肉（豚肉、鶏肉）、プロセス
チーズ、卵白液、でん粉、小麦粉、粒状植物性たん白、ポテ
トフレーク、パン粉、しょう油、酒、食塩、チキンエキス調味
料、白湯スープ、ラード、オイスターソース、牛乳、中華調味
料、ゼラチン、かつお節エキス調味料、こんぶ調味液、植物
油、かつお節調味液、砂糖、ポークエキス、ＸＯ醤／加工デ
ンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、増粘
多糖類）、香料、着色料（カラメル、カロテノイド）、酸化防止
剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）【羽根の素】植物油、米粉、ナ
チュラルチーズ、乳化油脂、酵母エキス、小麦粉、卵白末／
増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一
部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3649 チーズ入りカレー風

味ドレッシング 

食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、砂糖、食塩、レモン果
汁、香辛料、プロセスチーズ（乳成分を含む）、みそ、卵黄
（卵を含む）、チキンエキス、チーズフード（乳成分を含む）、
ソテーガーリック／増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、調
味料（アミノ酸等）、酸味料、カロテン色素、乳化剤、セルロ
ース、香辛料抽出物  

チ

ラ

シ 

3651 木曽路すき焼き割

下 

砂糖（国内製造、タイ製造）、しょうゆ、みりん、ぶどう糖果糖
液糖、食塩、鰹節（粗砕）、昆布／アルコール、（一部に小
麦・大豆を含む） 

 

 

 


