2017 年
2 月3 週
（07 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。

頁

注文
番号

商品名

1

014

五島軒函館港町カレ

2

029

2

031

2

032

6

063

6

067

6

068

一括表示原材料名

魚肉（海老、アサリ、いか）、カレールー（小麦粉、食用油脂、
食塩、カレー粉、砂糖、その他（大豆・バナナ・りんごを含
ー(中辛)
む））、水煮マッシュルーム、野菜（玉葱、にんにく）、ベイシッ
クトマト（トマト、玉葱、その他）、バター、小麦粉、マンゴチャツ
ネ、チキンブイヨン、白ワイン、オイスターソース、カレー粉、ウ
スターソース、ビーフパウダー、/着色料（カラメル）、調味料
（アミノ酸等）、酸味料
ジョリ・クレールはこ 卵、砂糖、生クリーム、ヨーグルト、小麦粉、苺、蜂蜜、アーモ
ンドプードル、レモン果汁、ゼラチン、澱粉、寒天、香料
だて恋苺ロール

国 産 鶏 肉 桜 姫 使 用 鶏肉、でん粉、しょう油、卵白液、小麦粉、清酒、粉末しょう
油、にんにく、こんぶエキス、しょうが、塩麹、砂糖、濃縮りんご
から揚げ(しょう油味) 果汁、食塩、香辛料、大豆たん白、全卵末、脱脂粉乳、揚げ
油（植物油）、加工デンプン、調味料（有機酸等）、カラメル色
素、酸化防止剤（ビタミンＥ）
ごろごろベーコンとポ 野菜(ばれいしょ(遺伝子組換えでない)、たまねぎ)、ベーコ
ン、マーガリン、ベーコンシーズニング、食塩、香辛料、衣(パ
テトのコロッケ(北海 ン粉、小麦粉、なたね油、でん粉) ／ 調味料(アミノ酸等)、リ
道産じゃがいも使用) ン酸塩(Na)、香料、増粘多糖類、くん液、酸化防止剤(V.C)、
発色剤(亜硝酸 Na)、着色料(コチニール、アナトー)、(一部に
小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)
マヨネーズ(全卵タイ 食用植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、コーン油
（遺伝子組換え不分別）、大豆油（遺伝子組換え不分別））、
プ)
卵、醸造酢、水あめ、食塩、
調味料（アミノ酸）、レモン果汁、香辛料

鶏肉、のり、衣（小麦粉、しょうゆ、砂糖、白こしょう、しょうが、
脱脂粉乳、食塩、チキンシーズニング、にんにく）、揚げ油（大
豆油）、調味料（アミノ酸、核酸）、ｐＨ調整剤（炭酸水素Ｎａ）、
クエン酸Ｎａ、着色料（パプリカ色素）、膨張剤（炭酸水素Ｎａ
等）
たっぷり野菜と海藻 みそ：野菜のおみそ汁（米みそ（大豆：遺伝子組換えでな
い）、こんぶエキス、かつお節粉末、かつおエキス、食塩、発
の おみそ 汁 (生 みそ 酵調整剤（アルコール）、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸））、
タイプ)
海藻のおみそ汁（米みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、豆み
そ（大豆：遺伝子組換えでない）、みりん、しょうゆ（大豆・小麦
を含む）、かつおエキス、かつお節粉末、酵母エキス、発酵調
整剤（アルコール）、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸））具材：
野菜の具（チンゲン菜、わかめ、キャベツ、しいたけ、にんじ
ん、ぶどう糖、膨張剤（炭酸水素Ｎａ等）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ））、海藻の具（わかめ、とうふ（大豆：遺伝子組換えでな
和風のり巻きチキン
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

8

087

い）、白ごま、めかぶ、つのまた、寒天、ねぎ、ぶどう糖、凝固
剤（硫酸Ｃａ））
濃厚 旨から (鶏唐 揚 鶏肉、しょうゆ、香辛料、清酒、オニオンペースト、食塩、りん
ごピューレ、衣（でん粉）、揚げ油（大豆油、パーム油）、乳化
げ)
剤、（その他 小麦由来原材料を含む）

8

090

玄米グラノラ

9

100

10

105

シリアルパフ（玄米粉・小麦粉・米粉・砂糖・麦芽粉・食塩）、玄
米フレーク（玄米・精米・グラニュー糖・小麦・ぶどう糖果糖液
糖・米糠・黒糖・大豆粉・食塩）、全粒オーツ麦、植物油脂、砂
糖、ドライフルーツ（あんず）、シリアルフレーク（精米・全粒小
麦・砂糖・小麦グルテン・脱脂粉乳・麦芽粉・食塩）、小麦粉、
水あめ、黒大豆、ぶどう糖果糖液糖、黒蜜（転化糖・砂糖）、か
ぼちゃの種、アマランサス、蜂蜜、乾燥小豆、ぶどう糖、食塩、
デキストリン、キャラメル、炭酸 Ca、リン酸 Ca、香料、ビタミン
C、トコフェロール酢酸エステル、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイ
アシン、酸化防止剤（ビタミン E）、鉄、ビタミン D、ビタミン A、
ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン B1、酸味料、葉酸
チーズと野菜の香草 鶏肉（国産）、にんじん（国産）、いんげん（タイ産）、プロセス
チーズ、衣〔パン粉、食塩、乾燥にんにく、オニオンパウダー、
焼き(国産若鶏使用) パセリ、とうがらし〕、でん粉、酵母エキス、食塩、乳化剤、酵
素、（原材料の一部に小麦、乳、大豆、ゼラチンを含む）
北海道産サーモン甘 カラフトマス(北海道産)、食塩
塩味(輪切)

10

109

ホールコーン(北海道 とうもろこし（遺伝子組換えでない）
産)

11

116

11

127

12

132

CoCo 壱番屋キーマ 豚肉、カレールウ、オニオンソテー、粒状植物性たん白、ガラ
ムマサラソース、トマトペースト、野菜香味調味料、にんにく、
カレー
しょうが、胡椒、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、カラメ
ル色素、酸味料、香料、香辛料抽出物、（一部に乳成分・小
麦・落花生・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）
ど う ま い !! 浜 松 餃 子 野菜（キャベツ、たまねぎ、生姜、ニラ、ニンニク）、豚肉、豚
脂、粒状植物性蛋白、砂糖、発酵調味料、食塩、ごま油、澱
(肉餃子)
粉、香辛料、ホタテエキス、皮（小麦粉、植物油脂、食塩）、調
味料（アミノ酸等）、(原材料の一部に小麦、大豆を含む）
串揚げバラエテ ィセ 〔ポテトバター串〕じゃがいも、乳等を主要原料とする食品、パ
ン粉、ポテトフレーク、食塩、衣（パン粉、小麦粉、米粉、食
ット
塩、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ショートニング、卵白粉、こしょう）
／加 工 でん 粉、 （一 部 に小 麦・ 卵・ 乳 成分 ・大 豆を 含む ）
〔ごまかぼちゃ串〕かぼちゃ、衣（パン粉、小麦粉、ごま、米
粉、食塩、ショートニング、糖類（砂糖、ぶどう糖）、卵白粉、こ
しょう）／加工でん粉、（一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む）
〔枝豆入りえびカツ串〕衣（パン粉、小麦粉、米粉、食塩、卵白
粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ショートニング、こしょう）、えび、野
菜（たまねぎ、えだまめ）、でん粉、パン粉、卵白粉、砂糖、ポ
テトフレーク、食塩、えびエキスパウダー、こしょう／加工でん
粉、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹）、（一部にえび・小麦・卵・大豆
を含む） 〔たこクランキー串〕衣（小麦粉、米粉、食塩、卵白
粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ショートニング、大豆油、こしょ
う）、たこ、キャベツ、いとよりすりみ、小麦粉、しょうが、鶏卵、
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頁

12

注文
番号

133

商品名

骨とりシルバーの竜
田揚げ

12

135

21

329

21

330

21

331

21

332

21

352

23

411

27

487

一括表示原材料名
コーンフラワー、しょうゆ、食塩、えびエキスパウダー、粉末状
植物性たん白、ショートニング、かつお節粉末、砂糖、こしょう
／加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、ｐＨ調整剤、着
色料（紅麹）、（一部にえび・小麦・卵・大豆を含む） 〔白身
タルタル串〕衣（パン粉、小麦粉、米粉、食塩、糖類（砂糖、ぶ
どう糖）、ショートニング、卵白粉、こしょう）、イズミダイ、半固体
状ドレッシング、ピクルス、たまねぎ、大豆油、食塩／加工で
ん粉、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、香辛料抽出物、（一
部に小麦・卵・大豆を含む）
シルバー、しょうゆ、清酒、はっ酵調味料、おろししょうが、衣
（でん粉、小麦粉）／トレハロース、酸味料、（一部に小麦・大
豆を含む）

チーズフライ(北海道 チーズフード、濃縮乳、パーム油、カマンベールチーズ、プロ
セスチーズ、乾燥マッシュポテト、砂糖、食塩、デキストリン、
カマンベール入り)
酵母エキス、チーズ加工品、衣（パン粉、なたね油、小麦粉、
還元水あめ、粉末状植物性たん白、でん粉、オリゴ糖）、揚げ
油（なたね油）／加工でん粉、安定剤（加工でん粉、増粘多糖
類、ＨＰＭＣ、セルロース）、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、
乳化剤、グリシン、香料、カロチノイド色素、（一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む）
テオブロマショコラプ 生乳、砂糖、チョコレート、ココアパウダー、乳製品、寒天、デ
キストリン／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、香料、（一部に
リン
乳成分・大豆を含む）
ホイップクリーム（植物油脂、乳製品、乳糖、乳たんぱく）、卵
白バラ牛乳ロール
白加工品（卵白）、クリーム、砂糖、加糖卵黄、小麦粉、卵、牛
乳、マーガリン、食用加工油脂、還元水あめ、ゼラチン、トレハ
ロース、乳化剤、膨張剤、香料、ｐＨ調整剤、着色料（カロチノ
イド）
白バラコーヒ ーロ ー ホイップクリーム（植物油脂、乳製品、乳糖、乳たんぱく）、卵
白加工品（卵白）、クリーム、砂糖、加糖卵黄、小麦粉、卵、乳
ル
飲料、マーガリン、コーヒー抽出液、クリーミングパウダー、食
用加工油脂、還元水あめ、ゼラチン、トレハロース、乳化剤、
膨張剤、香料、ｐＨ調整剤、着色料（カロチノイド）
白 バ ラ よ ー ぐ る と ロ 卵白加工品（卵白）、砂糖、クリーム(乳製品）、加糖卵黄、小
麦粉、ホイップクリーム（植物油脂、乳糖、その他）、乳製品乳
ール
酸菌飲料(殺菌)、卵、ヨーグルト、マーガリン、食用加工油脂、
還元麦芽糖水あめ、ゼラチン、膨張剤、香料、乳化剤、糊料
（増粘多糖類）、加工でん粉、着色料（カロチノイド）
贅沢３層仕立ての濃 ナチュラルチーズ、粉飴、バター、ホエイパウダー、乳たんぱ
く質、寒天、食塩、乳化剤、安定剤（ローカストビーンガム）、カ
厚クリーミーチーズ
ロチノイド色素、酸味料
小麦粉、マーガリン、バター、小麦たん白、食塩、砂糖、ショー
塩バターパン
トニング、パン酵母、醸造酢、モルト、発酵風味料、ホエイパウ
ダー、脱脂粉乳、香料、ビタミンＣ、カロチン色素
北海道サーモン冷風 カラフトマス（北海道産）、食塩
一夜干し

27

488

利尻産真ほっけ開き

真ほっけ（利尻産）、食塩

干し
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頁

注文
番号

29

537

29

558

30

559

30

581

37

707

37

724

38

725

38

726

38

744

商品名

一括表示原材料名

陸奥湾産ほたての天 ほたて(青森県)、衣(小麦粉、でん粉、パン粉、食塩、香辛料、
粉末醤油、砂糖、酵母エキス、卵黄粉、大豆粉)、揚げ油(パ
ぷら
ーム油) ／ ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)、着色
料(V.B2、カロチン)、（一部に小麦・卵・大豆を含む）
え び タル タ ル ソテ ー えび、半固体状ドレッシング、ピクルス（きゅうり）、たまねぎ、大
豆油、食塩、衣〔パン粉、小麦粉、食塩、糖類（砂糖、ぶどう
(タルタルのせフライ) 糖）、ショートニング、卵白粉、でん粉、こしょう〕、加工でん粉、
増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、ｐH 調整剤、（原材料の一
部に卵を含む）
国産若鶏のスティッ 鶏肉（国産）、プロセスチーズ、粉末状植物性たんぱく(大豆を
含む)、食塩、砂糖、チキンエキス調味料、香辛料、たんぱく
クチキン(チーズ)
加水分解物、衣(パン粉、小麦粉、でんぷん、粉末油脂、米
粉、食塩、粉末状植物性たんぱく、クラッカー粉、コーンフラワ
ー、チキンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、香辛料、砂
糖、植物油脂、粉末しょうゆ)、揚げ油(なたね油、パーム油)／
加工デンプン、乳化剤、酸味料、粉末セルロース、重曹、糊
料(増粘多糖類)、着色料(カロチノイド)、膨脹剤
野菜と一緒に！豚プ 豚肉(国産)、たれ【砂糖、醤油、濃縮洋梨果汁、ソテーオニオ
ン、ぶどう糖果糖液糖、玉ねぎ、ごま、果糖ぶどう糖液糖、食
ルコギ用(味付豚肉) 塩、蛋白加水分解物、コショウ末、ねぎエキス、にんにく末】、
増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラ
メル色素、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、ごまを含む)
豚ひれかつ(加工肉) 豚ヒレ肉、でん粉、油脂加工品、卵白粉末、食塩、植物性た
ん白加水分解物、衣（パン粉、粉末状植物性たん白）、加工
デンプン、酢酸Ｎａ、調味料（無機塩等）、増粘剤（タマリンドシ
ードガム、グァーガム）、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、
大豆、豚肉を含む）
紅ずわいガニのカニ 牛乳、かに、小麦粉、植物油脂、たまねぎ、カニ風味かまぼ
こ、水あめ、乳等を主要原料とする食品、ゼラチン、カニエキ
クリームコロッケ
ス、砂糖、チキンエキス調味料、食塩、香辛料、衣（パン粉、
小麦粉、デキストリン、植物油脂、粉末油脂、でん粉）、加工
デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（ＨＰＭＣ、増粘多糖
類）、乳化剤、ベーキングパウダー、カロチノイド色素、香料、
（原材料の一部に卵、えび、大豆、魚醤（魚介類）を含む）
植物油、粒状植物性たん白、チーズ、小麦粉、マッシュルー
春巻(チーズ入り)
ム、たまねぎ、チーズフード、ショートニング、でん粉、乳又は
乳製品を主要原料とする食品、無塩せきベーコン、砂糖、豚
脂、食塩、にんにくペースト、たん白加水分解物、香辛料、乾
燥パセリ、皮（小麦粉、植物油、還元水あめ、ショートニング、
粉あめ、でん粉、食塩、グルテン）、ソルビトール、乳化剤、香
料、増粘剤（キサンタンガム）、リン酸塩（Na）、安定剤（増粘多
糖類、アルギン酸 Na）、（原材料の一部に卵、大豆を含む）
ス タ ミ ナ 肉 餃 子 ( 皮 野菜（キャベツ、にんにく、たまねぎ、にら）、食肉（鶏肉、豚
肉）、豚脂、粒状大豆たん白、ごま油、しょうゆ、砂糖、食塩、
厚)
チキンエキス、日本酒、香辛料、ゼラチン、オイスターソース、
皮（小麦粉、なたね油、でん粉、食塩、しょうゆ、大豆粉、卵白
粉）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、カゼインＮａ、レシチ
ン、キシロース、（その他 乳成分由来原材料を含む）
海老と三つ葉のとろ えび、魚肉すり身（魚肉、砂糖）、やまいも、なたね油、三つ
葉、調製豆乳、乾しいたけ、たけのこ、粉末状大豆たん白、砂
ろ蒸し
糖、食塩、コンブエキス、こく味調味料、米発酵調味料、しょう
油（小麦を含む）、カツオブシエキス、エビエキス、調製豆乳
粉末、揚げ油（なたね油）、安定剤（加工デンプン）
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頁

注文
番号

39

747

41

791

41

800

商品名

一括表示原材料名

ふ っく ら お あ げの 関 めん｛小麦粉、食塩、小麦たん白、加工デンプン｝、具｛油揚
げ（大豆、なたね油）、糖類（砂糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液
西風きつねうどん
糖）、しょうゆ、みりん風調味料、豆腐用凝固剤、（原材料の一
部に小麦を含む）｝、つゆ｛しょうゆ、糖類（砂糖、ぶどう糖）、食
塩、かつおエキス、魚介エキス、さばぶし、いわしぶし、かつ
おぶしだし、こんぶエキス、さばぶしだし、しいたけエキス、調
味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦・魚介類を含む）｝
北海道産かぼちゃク 野菜〔かぼちゃ（北海道）、たまねぎ〕、小麦粉、砂糖、かぼち
ゃペースト（かぼちゃ：北海道）、牛乳、植物油脂、バター、乳
リームコロッケ
等を主要原料とする食品、オニオンソテー、ゼラチン、粉末卵
白、クリーム、ブイヨン、食塩、ワイン、ミルポアペースト、ミルク
風味パウダー、酵母エキスパウダー、香辛料、かにエキス、え
びエキス、衣（パン粉、小麦粉、ファットスプレッド、卵白、デキ
ストリン、粉末状植物性たん白、食塩、大豆粉、植物油脂）、
揚げ油（パーム油）／加工でん粉、トレハロース、調味料（アミ
ノ酸等）、香料、乳化剤、カロチノイド色素、カゼインＮａ、酸味
料、香辛料抽出物、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・大
豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
いばらきえだまめ(茶 枝豆（大豆：非遺伝子組換え）、食塩
豆風味)

42

826

5 種のチーズグラタ
ン

44

853

白湯スープ餃子

44

854

デミハンバーグ

ペンネ、牛乳、たまねぎ、ナチュラルチーズ（ゴーダ、モッツァ
レラ、グラナパダーノ、パルメザン、チェダー）、プロセスチー
ズ、ホワイトソース（クリーム、牛乳、小麦粉、バター、砂糖、食
塩、香辛料）、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、小麦
粉、バター、食塩、オニオンソテー、ワイン、砂糖、チキンコン
ソメ、油脂加工品、パン粉、ゼラチン、おろしにんにく、パセリ、
香辛料、ミルポアペースト、ミルク風味パウダー／増粘剤（加
工でん粉）、ｐＨ調整剤、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、香料、
加工でん粉、カロチノイド色素、香辛料抽出物、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
皮（小麦粉、粉末状小麦たん白、乳化油脂、食塩、大豆粉、
醸造酢）、野菜（キャベツ、ねぎ、にら、しょうが）、食肉（鶏肉、
豚肉）、粒状大豆たん白、オイスターソース、卵白液、粉末状
小麦たん白、ポーク・チキンエキス調味料、食塩、清酒、砂
糖、しょう油、ごま油、脱脂粉乳、ＸＯ醤、加工デンプン、トレハ
ロース、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、卵殻Ｃａ、フルボ酸、（原材料の一部にえびを含む）
【濃縮スープ】牛乳、食塩、ラード、しょう油、チキンブイヨン、
砂糖、白湯スープ、ポーク・チキンエキス調味料、ポークエキ
ス、にんにく、しょうが、香辛料、卵白末、増粘剤（加工デンプ
ン）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）
ハンバーグ（牛肉、たまねぎ、牛脂、その他）、野菜（じゃがい
も、にんじん）、デミグラスソース、ソテーオニオン、トマトペース
ト、なたね油、赤ワイン、小麦粉、砂糖、すりにんにく、ビーフ
エキス調味料、エキス（オニオン、酵母）、ミルポワペースト、ロ
ーストベジタブルペースト、ゼラチン、香味油、食塩、糖加工
品、香辛料、バルサミコソース／加工でん粉、増粘剤（加工で
ん粉）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、グリシン、ｐＨ調整
剤、香辛料抽出物、香料、グリセリン脂肪酸エステル、（一部
に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
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頁

注文
番号

48

911

50

921

50

922

52

3414

54

944

55

950

商品名

一括表示原材料名

焼いておいしい！ね 油揚：丸大豆（遺伝子組み換えでない）、食用植物油、凝固
剤調理味噌：米味噌、合成清酒、砂糖、米発酵調味料、マヨ
ぎ味噌漬油揚げ(味 ネーズ、豆板醤、ねぎ、食塩、風味調味料、調味料（アミノ酸
付け油揚)
等）、香辛料抽出物、酸味料（原材料の一部に大豆、小麦、
卵、乳成分を含む）
麺ニッポン信州味噌 めん（小麦粉、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、チキンエキ
ス、醤油、卵粉）、スープ（味噌、植物油脂、ポークエキス、香
ラーメン(野沢菜入り) 味油、豚脂、香辛料、糖類、たん白加水分解物、小麦粉、コ
ーンパウダー、食塩、デキストリン、リンゴペースト、ポーク調味
油）、かやく（ねぎ、味付肉そぼろ、野沢菜、赤唐辛子）、加工
でん粉、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ
酸等）、かんすい、カラメル色素、炭酸Ｃａ、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ、ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、乳化剤、セルロース、
香料、トレハロース、カロチノイド色素、ビタミンＢ２、ビタミンＢ
１、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分、ごま、ゼラチン
を含む）
麺ニッポン尾道ラー めん（小麦粉、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、チキンエキ
ス、醤油、卵粉）、スープ（醤油、動物油脂（豚、鶏）、糖類、ポ
メン
ークエキス、食塩、香味油、いりこ粉末（瀬戸内産）、魚介調味
油、香辛料）、かやく（チャーシュー、ねぎ、味付メンマ）、加工
でん粉、調味料（アミノ酸等）、かんすい、増粘多糖類、炭酸Ｃ
ａ、酒精、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香
料、カロチノイド色素、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、香辛料抽出
物、（原材料の一部に乳成分を含む）
鶏ムネチキン南蛮の チキン南蛮の素：小麦粉、食塩、ぶどう糖、香辛料、調味料
(アミノ酸)、膨脹剤、二酸化ケイ素、（原材料の一部に小麦を
素(3～4 人前)
含む）南蛮のたれ：砂糖、醤油、醸造酢（りんご酢、黒酢）、食
塩、はちみつ、香辛料、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（キサンタン）、（原材料の一部に小麦、大豆、りんごを
含む）タルタルソースの素：砂糖、玉ねぎ、ピクルス、食塩、卵
黄粉末、香辛料、増粘剤(加工澱粉)、調味料（アミノ酸等）、
酸味料、香辛料抽出物、（原材料の一部に卵を含む）
サルサソース(トマト トマト、たまねぎ、砂糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、ピーマ
ン、醸造酢（りんごを含む）、ハラペーニョ、食塩、香辛料（大
ソース)
豆を含む）、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、クエン酸、
調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物

国産ひじきとにんじ
んとれんこん(乾燥野

れんこん（山口県産）、にんじん（熊本県産）、ひじき（九州
産）、ぶどう糖

菜ミックス)
55

951

国産スープとみそ汁 キャベツ(九州産)、にんじん(熊本県産)、ほうれん草（九州
産）、えのき茸（九州産）、ぶなしめじ（九州産）、ぶどう糖
の具(乾燥野菜とき
のこ)
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頁

注文
番号

56

956

強力小麦粉

57

968

59

975

い・ろ・は・す(山梨県 ナチュラルミネラルウォーター、糖類（果糖、砂糖）、塩化 Na、
モモエキス、酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビ
産ももエキス入り)
タミン C）
ビターチョコレート(贅 カカオマス、砂糖、オレンジピール、ココアバター、リキュール
(グランマルニエ１００％使用)、乳化剤、酸味料、香料、(原材
沢オランジェ)
料の一部に乳成分、大豆を含む)

60

983

チョコ棒カステラ

60

986

ガリガリ君リッチ(ミル 乳製品、砂糖、水飴、異性化液糖、植物油脂、卵黄、還元水
飴、安定剤（ペクチン）、乳化剤、カゼインＮａ、香料、甘味料
クミルク)
（スクラロース、アセスルファムＫ）、紅花色素、（原材料の一部
に卵白を含む）

61

3585

こうや豆腐(徳用)

61

3589

韓流ごはん純豆腐チ

62

3601

商品名

一括表示原材料名
小麦

鶏卵、小麦粉、砂糖、チョコレート(乳、大豆由来)、ショートニ
ング、膨脹剤、香料

大豆（遺伝子組換えでない）／凝固剤、炭酸水素Ｎａ

●濃縮スープ：アサリエキス、アミノ酸液、アミエビ塩辛ペース
ト、砂糖、食塩、唐辛子、グリシン、香料、酸味料、ビタミン
ゲの素
B1、調味料（核酸）、（原材料の一部に乳、えび、かに、大豆
を含む）●炒めコク出しだれ：しょうゆ（本醸造）、にんにく、砂
糖、たまねぎ、食塩、みそ、ごま油、唐辛子、醸造酢、ラー油、
アンチョビー、生姜、オイスターエキス、酵母エキス、デキストリ
ン、パプリカ粉末、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん
粉、キサンタン、ペクチン）、ベニコウジ色素、唐辛子色素、香
辛料抽出物、ビタミン B1、酒精、カラメル色素、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）
北海道コーン茶(ティ とうもろこし
ーバッグ)
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頁

注文
番号

62

3603

うまい！堅焼き(だし うるち米（国産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、だし（か
つお、こんぶ、にぼし、しいたけ）、でんぷん、醗酵調味液、た
醤油味)
ん白加水分解物、醸造酢、食塩、はちみつ、調味料（アミノ酸
等）、加工でんぷん、着色料（カロチノイド、カラメル、ベニコウ
ジ）

62

3607

明治プロビ オヨーグ 生乳、乳製品、砂糖、乳たんぱく質

商品名

一括表示原材料名

ルト R-1(低脂肪)

63

3610

人 形 町 今 半 牛 炊 き 発酵調味料、しょうゆ、牛肉、野菜（ごぼう、人参）、砂糖、牛
脂、しいたけ、昆布、酵母エキスパウダー、食塩、（原材料の
込みご飯の素 (2 合 一部に小麦、牛肉、大豆を含む。）
用)

63

3611

63

3617

人 形 町 今 半 牛 玉 子 鶏卵、すき焼割下（醤油、みりん、砂糖、清酒）、牛肉、デキス
トリン、三つ葉、澱粉、ビーフエキス、白菜エキス、昆布エキ
丼の素(フリーズドラ ス、ラード、ゼラチン、砂糖、酵母エキスパウダー、酸化防止
イ)
剤（ビタミン E）、ｐH 調整剤、カロチン色素（原材料の一部に
小麦を含む）
小川珈琲パウンドケ マーガリン、液鶏卵、砂糖、小麦粉、甘夏ピューレ（甘夏柑
皮、砂糖、還元水飴）、アーモンドパウダー、液卵黄、甘夏柑
ーキ(甘夏、柚子と瀬 スライス（甘夏柑皮、砂糖、還元水飴）、甘夏柑ミンス（甘夏柑
戸内レモン)
皮、砂糖）、柚子皮ダイス（柚子皮、砂糖、還元水飴）、柚子ピ
ューレ（柚子果汁、砂糖）、強力粉、転化糖、蜂蜜、レモン果
汁、膨脹剤、酸味料、増粘剤（ペクチン）、香料、（原料の一部
に乳成分、大豆を含む）

64

3653

焼きししゃも(カラフト カラフトシシャモ、食塩、調味料（有機酸等)、ｐＨ調整剤
ししゃも使用)

裏
表

988

北海道パルメザンチ

ナチュラルチーズ（生乳、食塩）、セルロース

ーズ

紙
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