2017 年
6 月1 週
（22 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

ぱくっと食べられる

一括表示原材料名
からふとししゃも（アイスランド産又はノルウェー産）、食塩

子持ちからふとししゃ
も(頭取り)

3

037

カットパインアイス
(沖縄県産パイン果

砂糖、パインアップル果汁、果糖、安定剤（増粘多糖類）、酸
味料、香料、クチナシ色素

汁 5%使用)
3

038

8

084

15

223

17

254

19

311

19

333

＜グレープ＞砂糖、ぶどう果汁、水あめ、植物油脂、乳製品、
デキストリン／加工デンプン、香料、安定剤（増粘多糖類）、酸
ー(グレープ・ストロベ 味料、乳化剤、アカキャベツ色素、クチナシ青色素、甘味料
リー)
（スクラロース） ＜ストロベリー＞砂糖、ストロベリー果汁、水あ
め、植物油脂、乳製品、デキストリン／加工デンプン、安定剤
（増粘多糖類）、酸味料、香料、乳化剤、アカキャベツ色素、
甘味料（スクラロース）
彩 り キ ッ チ ン ロ ー ス 豚ロース肉、還元水あめ、卵たん白、大豆たん白、食塩、乳た
ん白、豚コラーゲン、ポークエキス／調味料（有機酸等）、リン
ハム
酸塩（Na）、増粘多糖類、カゼインＮａ、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、コチニール色素、香辛料、（一部に
卵・乳成分・大豆・豚肉を含む）
トムヤムクンセット(え えび（養殖バナメイエビ（原料原産地：枠外表面に記載））【ス
ープの素】ココナッツミルク、コチジャン、果糖ぶどう糖液糖、
びスープセット)
魚醤、食用大豆油、砂糖、食塩、レモン果汁、玉ねぎ、醸造
酢、唐辛子、にんにく、生姜、レモングラス、タイム/酒精、増
粘剤（加工でんぷん）、酸味料、調味料（アミノ酸）、（一部に
大豆を含む）
ホームスムージー(い いちご果肉、砂糖、デキストリン、粉末水あめ/酸味料、香料、
甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
ちご)
ハイチ ュウア イスバ

生乳、加糖れん乳、クリーム（乳製品）、いちごピューレ（いち
ご（北海道産）、砂糖）、ゼラチン、寒天／ゲル化剤（加工デン
プン、増粘多糖類）、ｐH 調整剤、乳化剤、香料、ベニコウジ色
素
十勝スマートチーズ ナチュラルチーズ、乳化剤
れん乳プリン(いちご)

(うまみ濃厚チェダー
ブレンド)
19

334

十勝スマートチーズ ナチュラルチーズ、乳化剤
(かおり濃香パルメザ
ンブレンド)
－ 1 －
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商品名

22

412

蔵王高原農園フルー

一括表示原材料名
砂糖、キウイフルーツ、洋酒、寒天

ツソース(キウイ)

23

420

下関産のどぐろ漬け 赤ムツ（山口県下関漁港）、醤油、みりん風醸造調味料、醸造
酢、砂糖、食塩、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
丼用(赤ムツタレ漬
け)

25

469

ふっくらと焼きあげた
骨取り明太さば

26

491

愛知産しらすやわら
か煮(佃煮)

27

536

31

609

33

674

フライパンでできるあ あじ（国産）、小麦粉、デキストリン、ぶどう糖、レモンパウダ
ー、柑橘抽出物、食塩、酸味料、香料（原材料の一部に大豆
じ の さ っ ぱ り ソ テ ー を含む）
(瀬戸内レモン風味)
ドイツ屋台の味焼き 豚肉（豚肩肉、豚もも肉）、豚脂肪、食塩、香辛料、調味料（有
機酸等）、ソルビトール、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミン
ソーセージ(ドイツの Ｃ）、ｐＨ調整剤、香辛料抽出物
塩使用)
ほうれん草のおひた
し

35

697

36

718

36

736

さば（ノルウェー産）、すけとうたらの卵、粉末水飴、醤油（大
豆・小麦を含む）、発酵調味料、清酒、食塩、唐辛子、魚介エ
キス、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)
釜あげしらす（いわしの稚魚（愛知産）、食塩）、調味液（醤
油、砂糖、みりん、水飴、魚介エキス、蜂蜜、昆布エキス）、還
元水飴、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

ほうれん草、油揚げ〔大豆（遺伝子組換えでない）、植物油〕、
人参、和風調味料〔醤油（小麦を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖
液糖、その他〕、鰹節エキス、麦芽糖、醸造酢、寒天、酢酸
Na、増粘多糖類、乳化剤

めん［小麦粉、食塩、加工デンプン］、具材［ちくわ天ぷら｛ちく
わ、衣（小麦粉、コーンフラワー、卵黄粉、あおさ、食塩、植物
油脂）、揚げ油（なたね油）}、わかめ、ねぎ、安定剤（加工デン
プン）、膨張剤、乳化剤、着色料（カロチン色素、ビタミンＢ
２）、（原材料の一部に大豆を含む）］、つゆ［しょうゆ（本醸
造）、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、食塩、混合だし（かつ
お節、さば節）、煮干し粉末、酵母エキス、（原材料の一部に
小麦を含む）］
野沢菜しらすごはん 米（国産）、野沢菜塩漬（野沢菜、食塩）、大麦、鶏卵、鶏肉、
植物油脂、しらす、にんじん、食塩、ゆず皮、しょうゆ、ごま、米
(国産ゆず皮入り)
発酵調味料、かつおエキス調味料、香辛料／調味料（アミノ
酸）、安定剤（加工でん粉）、酸味料、香料、カロチノイド色
素、（一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む）
ふわとろチーズオム 米（国産）、全卵、野菜（たまねぎ、コーン、にんじん）、トマトペ
ースト、プロセスチーズ、粉末水あめ、鶏肉、植物油脂、トマト
ライス(完熟トマトの ケチャップ、還元水あめ、牛乳、ベーコン、食塩、砂糖、ワイ
ソース)
ン、加工油脂、粉末卵白、卵加工品、チキンブイヨン、チキン
コンソメ、ゼラチン、ナチュラルチーズ、たまねぎパウダー、乳
－ 2 －
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頁

注文
番号

37

744

38

762

38

767

39

794

40

809

40

819

40

827

40

828

商品名

一括表示原材料名

等を主要原料とする食品、大豆多糖類、香辛料、ミルク風味
パウダー、酵母エキスパウダー、パセリ／増粘剤（加工でん
粉、キサンタン）、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
着色料（カロチノイド、カラメル）、香料、ｐＨ調整剤、酸味料、
加工でん粉、酢酸（Ｎａ）、貝Ｃａ、香辛料抽出物、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
魚肉（えび、すけとうだら）、たまねぎ、つなぎ（ばれいしょでん
えびしゅうまい
粉（遺伝子組換え不分別）、ゼラチン、卵白（卵を含む）、粉末
状植物性たん白）、豚脂、粒状植物性たん白（大豆：遺伝子
組換え不分別）、砂糖、食塩、たん白加水分解物、香辛料、
えびエキス、皮（小麦粉、大豆粉、粉末状植物性たん白）／加
工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、ｐＨ調整剤
銘店伝説ラーメン来 めん（小麦粉､小麦たん白､食塩､植物油脂、卵黄､デキストリ
ン、乳たん白／加工澱粉､酒精､かんすい､乳酸ナトリウム､トレ
来亭 冷麺(醤油味)
ハロース､クチナシ色素、（一部に小麦・卵・乳成分を含む））
添付調味料（砂糖､醤油､マヨネーズ（食用植物油脂、水あ
め、卵、その他）､醸造酢､還元水飴､チキンエキス､昆布エキ
ス､食塩､果汁パウダー（レモン濃縮果汁、デキストリン、澱
粉）､酵母エキス／増粘剤(加工澱粉)､カラメル色素､乳化剤､
調味料(アミノ酸等)､(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)）
ねりからし（植物油脂、からし、澱粉、還元水飴、乳糖、食塩／
増粘剤（加工澱粉）、セルロース、酸味料、着色料（ウコン）、ミ
ョウバン、香料、（一部に乳成分を含む））
冷た い中 華そ ば ( 芳 めん（（小麦粉、食塩、小麦たん白、卵白、酒精、かんすい、
乳酸ナトリウム、トレハロース、卵殻カルシウム、クチナシ色
醇鯛だし塩)
素）、打粉（加工でん粉））、添付調味料（鯛エキス、植物油、
食塩、みりん、かつおぶしエキス、煮干しエキス、砂糖、さば
ぶしエキス、昆布エキス、酵母エキス、しいたけエキス、香辛
料、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘多糖類、ゆず香料、（原
材料の一部に大豆を含む））
和らぎ抹茶豆乳プリ 牛乳、鶏卵、砂糖、豆乳〔大豆（遺伝子組換えでない）〕、生ク
リーム、抹茶、ゼラチン、ラム酒
ン
うすくて大きなさつま 魚肉、小麦粉、植物性たん白、食塩、発酵調味料、でん粉、
砂糖、植物油、乾燥卵白、揚げ油（植物油）、調味料（アミノ酸
あげうすさつ(揚げか 等）、ｐＨ調整剤、ソルビトール、（原材料の一部に大豆を含
まぼこ)
む）

加賀揚 ごぼう(ちぎ 魚肉（たら、たちうお）、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
り揚げ)
む）、でん粉、食塩、みりん、清酒、風味調味料、魚介エキス、
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
もち米粉、大豆（遺伝子組み換えでない）、菜種油、にんじ
餅入りがんも
ん、昆布、きくらげ、たけのこ、ごぼう/凝固剤〔硫酸カルシウ
ム、塩化マグネシウム（にがり）〕、炭酸カルシウム、増粘多糖
類、消泡剤（グリセリン脂肪酸エステル）
おだしでふっくら贅沢 油揚げ〔大豆（遺伝子組み換えではない）、菜種油、凝固剤
（塩化マグネシウム）、消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル）〕、
き つ ね ( 味 付 け 油 揚 煮込み用つゆ〔砂糖、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、かつお節
げ)
だし、発酵調味料、食塩、魚介エキス、昆布エキス、かつお節
エキス、アルコール、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、(原
－ 3 －
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番号

商品名

一括表示原材料名

40

829

材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）〕
甘 えび 天 (国 産甘 え 魚肉、甘えび、卵白、大豆油、砂糖、発酵調味液、食塩、魚
肉エキス、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、（原
び使用)
材料の一部に小麦、卵を含む）

40

830

濃厚チーズかまぼこ

41

833

美味しい！けど実は 白菜、人参、ゆず、漬け原材料〔ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、
食塩、ゆず果汁〕、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料
減塩ゆず白菜(刻み)

42

858

42

877

なすとひき肉の甘辛 揚げなす（なす、植物油脂（大豆を含む））、豚肉、甜麺醤（ご
まを含む）、オイスターソース、砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、
みそ仕立て
おろしにんにく、豆板醤、植物油脂／増粘剤（加工でん粉、キ
サンタンガム）、調味料(アミノ酸)、着色料（カラメル）、アルコ
ール、酸化防止剤(ビタミンＣ)
カリカリ梅入りしそ味 しょうゆ、砂糖、調味梅漬（梅、食塩、しそ梅酢）、ひじき、ご
ま、食用油脂／ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
ひじき(佃煮)
香料、野菜色素、V.B1、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

43

880

43

894

魚肉、プロセスチーズ、ペースト状小麦たん白、砂糖、食塩、
はっ酵調味料、醸造酢／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミ
ノ酸等）、パプリカ色素、（一部にかに・小麦・乳成分を含む）

豚肉とゴロゴロ野菜 豚肉唐揚げ、さつまいも、にんじん、ブロッコリー、れんこん、
調味液（糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、果実酢、しょうゆ、
の甘酢あんセット
その他）、トマトケチャップ、果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、りんご
酢、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、加工でん粉、ｐＨ
調整剤、調味料（アミノ酸等）、セルロース、グリシン、着色料
（カラメル、カロチノイド）、膨脹剤、香料、漂白剤（次亜硫酸Ｎ
ａ）、（原材料の一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・り
んごを含む）
10 種具材の冷やし ゆで中華麺、添付スープ（砂糖、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、
醤油、食塩、植物油脂、その他）、ゆで卵、レタス、添付サラダ
中華(スープ・マヨドレ クリーミードレッシング、チョップドハム、きゅうり、錦糸たまご、
付き)
わかめ、もやし、えび、植物油脂、にんじん、きくらげ、ごま、食
塩、加工酢／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増
粘多糖類、加工でん粉）、かんすい、グリシン、酸味料、乳化
剤、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル、カロチノイド、コチニー
ル）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ、甘味料（ステビア）、酸化防
止剤（Ｖ．Ｃ）、香辛料抽出物、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、香料、酵
素、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・り
んごを含む）

－ 4 －
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45

3319

焙煎ごま香る担々ス

野菜（たけのこ、にんじん、たまねぎ、しょうが、にんにく、しい
たけ）、ねりごま、鶏肉、大麦、植物油脂、トマトペースト、甜麺
醤、チキンエキス、食塩、チキンエキスパウダー、オイスターエ
キス、砂糖、豆板醤、でん粉／増粘剤（加工でん粉）、調味料
（アミノ酸等）、香辛料抽出物、パプリカ色素、香料、（一部に
小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
野菜（にんじん、かぼちゃ、さつまいも、じゃがいも）、鶏肉、植
物油脂（なたね油、オリーブ油）、食塩、香辛料、ぶどう糖、で
ん粉、フライドガーリック、ゼラチン／増粘剤（加工でん粉）、グ
リシン、ｐＨ調整剤、グリセリン脂肪酸エステル、（一部に鶏肉・
ゼラチンを含む）
食肉（鶏肉、豚肉）、たまねぎ、豚脂、皮（小麦粉）、砂糖、粒
状大豆たん白、食塩、麦芽糖、中華調味料（小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む）、オイスターソース、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、ごま油、香辛料／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ビ
タミンＢ１
玉ねぎ、豆腐（大豆（遺伝子組換えでない））、こんにゃく、しょ
うゆ、牛肉、発酵調味料、水あめ、砂糖、かつおエキス、醸造
酢、昆布エキス、加工でんぷん、調味料（有機酸等）、酢酸
（Na）、豆腐用凝固剤、グリシン、水酸化カルシウム（こんにゃ
く用凝固剤）、ショ糖脂肪酸エステル、リゾチーム、（原材料の
一部に卵・小麦・牛肉・大豆を含む）
野菜（じゃがいも、にんじん、たまねぎ）、牛肉、ソテーオニオ
ン、トマトペースト、デミグラスソース、トマトケチャップ、赤ワイ
ン、小麦粉、ビーフエキス調味料、なたね油、砂糖、ミルポワ
ペースト、ぶどう糖、でん粉、食塩、ゼラチン、酵母エキス、糖
加工品、香味油、こしょう／カラメル色素、増粘剤（加工でん
粉）、調味料（アミノ酸等）、香料、（一部に小麦・牛肉・大豆・
鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）
鶏手羽元（九州産）、野菜（玉ねぎ、人参）、豚脂、小麦粉、鶏
がらスープ、砂糖、チキンブイヨン、カレー粉、食塩、トマトペ
ースト、しょうゆ、酵母エキス、バター、香辛料、チャツネ、ポー
クエキス、生姜ペースト、にんにくペースト、カラメル色素、パ
プリカ色素、酸味料、（原材料の一部にリンゴを含む）
○じゃがいも（野菜（じゃがいも、たまねぎ、キャベツ）、デキス
トリン、植物油脂、ホエイパウダー（乳製品）、砂糖、食塩、乳
糖、チキンエキス、乳たんぱく、でん粉、魚醤、たんぱく加水
分解物、酵母エキス、乳等を主要原料とする食品、香辛料、う
きみ（パセリ）、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、甘
味料（アセスルファム K）、香料、（原材料の一部に小麦、大豆
を含む））○コーンスープ（砂糖、野菜（スイートコーン、たまね
ぎ、キャベツ）、ホエイパウダー（乳製品）、植物油脂、デキスト
リン、食塩、乳糖、チキンエキス、全粉乳、酵母エキス、加糖
練乳、乳たんぱく、脱脂粉乳、ぶどう糖、香辛料、でん粉、うき
み（パセリ）、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、香
料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む））○かぼちゃ（野菜
（かぼちゃ、たまねぎ、キャベツ）、ホエイパウダー（乳製品）、
砂糖、デキストリン、植物油脂、食塩、乳糖、全粉乳、酵母エ
キス、チキンエキス、加糖練乳、脱脂粉乳、乳たんぱく、ぶどう
糖、香辛料、でん粉、うきみ（パセリ）、増粘剤（加工でん粉）、
調味料（アミノ酸等）、甘味料（アセスルファム K）、香料、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む））

ープ(ひき肉と 6 種の
具材入り)

45

915

若鶏と野菜のハーブ
ソース仕立て

45

916

三元豚肉焼売(国産
三元豚・野菜使用)

45

918

牛すき豆 腐 (国産 野
菜使用)

45

920

ビーフシチュー

48

3381

博多 華味鳥手羽元
カレー

48

937

選べる!みんなのスー
プ(冷製ポタージュ)
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

48

940

釜めしの素九州かし

野菜（ごぼう、にんじん）、砂糖、鶏肉、しょうゆ、食塩、でん
粉、チキンオイル、チキンエキス、たん白加水分解物、かつお
ぶしエキス、こんぶエキス、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原
材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む）

わめし(3 合用)

49

943

うちのおみそ汁あお 米みそ、あおさ、のり、かつお風味調味料、デキストリン、こん
ぶ粉末、かつお節粉末、しいたけエキスパウダー、調味料（ア
さ(フリーズドライ)
ミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（原材料の一部
に小麦、さば、魚醤（魚介類）を含む）

50

951

クリーミー国産レモン

51

956

素 材 派 あ じ ( ふ り か あじ、パン粉、白ごま、砂糖、食塩、焼のり、植物油脂、醤油、
エキス（昆布・あじ・海老・鰹）、鰹骨粉末、水飴、味醂、調味
け)
料（アミ ノ酸等）、カラメル 色素、ｐＨ調整剤、酸化防止剤
（V.E）、香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）

52

3445

星のふ(焼麩)

小麦粉、小麦たんぱく、酸化防止剤（ビタミン E）

53

964

子どものぶどうとりん

果実（りんご、ぶどう）、砂糖／酸味料、香料

食用植物油脂、たまねぎ、醸造酢、砂糖、レモン果汁、食塩、
レモン果皮、卵黄(卵を含む)、香辛料/増粘剤(加工でんぷ
ドレッシング(国産生 ん、増粘多糖類)、調味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤(ビ
玉ねぎ使用)
タミンＥ)、香辛料抽出物

ご(国産果汁使用)

53

965

子どものももとりんご
(国産果汁使用)

果実（りんご、もも）、砂糖／酸味料、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、香料

53

967

野菜生活 100 シーク 野菜（にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松
菜、クレソン、かぼちゃ、ゴーヤー、紫キャベツ、ブロッコリー、
ヮーサーミックス(沖 メキャベツ（プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、は
縄産シークヮーサー くさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベ
ツ）、果実（りんご、オレンジ、シイクワシャー、レモン、ライム、
使用)
パインアップル、パッションフルーツ）／香料、ビタミン C、クエ
ン酸

54

976

泡立つ抹茶オーレ
(スティックタイプ)

砂糖、クリーミングパウダー（砂糖、デキストリン、脱脂粉乳、乳
糖、植物油脂）、クリーミングパウダー(デキストリン、全粉乳、
植物油脂、加糖脱脂練乳、砂糖、食塩)、抹茶、クリーミングパ
ウダー(乳糖、植物油脂、バターオイル、加糖脱脂練乳、乳蛋
白、砂糖、食塩)、練乳加工品(全粉乳、加糖練乳、脱脂粉
乳、乳糖、砂糖、デキストリン、ぶどう糖)、乳化剤(大豆由来)、
－ 6 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

ガゼインＮａ、リン酸塩(Ｋ、Ｎａ)、調味料(核酸等)
国産小麦のさつまい 小麦粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、植物油脂、ショートニング、さ
つまいもパウダー、食物繊維、加糖脱脂練乳、焼きいもペー
もバー(安納芋使用) スト（果糖ぶどう糖液糖、さつまいもペースト、砂糖、食塩）、食
塩／膨張剤、炭酸Ｃａ、香料（卵由来）、着色料（カロチン）

55

3495

55

977

五島軒北のカレーか 小麦粉、植物油脂、糖類(砂糖、水飴)、カレー粉、ソテードオ
ニオンの素（大豆を含む）、食塩、酵母、デキストリン、フォン・
りんとう
ド・ボールウ（乳成分、牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）、
カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料

56

984

くず仕立て和シャー
ベ ット氷 結果実 のし

砂糖、加糖マンゴーピューレ（マンゴー果汁、砂糖）、もち粉、
くず粉、でん粉、寒天、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、酸味料

ずく(完熟マンゴー)
57

3540

白バラのむヨーグル

無脂肪牛乳、生乳、砂糖、果糖ぶどう糖液糖

ト

58

3550

オタフク甘酢あんか
けのたれ

59

59

3567

3573

砂糖、醤油、醸造酢、食塩、香辛料、増粘剤（加工でんぷ
ん）、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部として小麦、ごま、大
豆を含む）

だし(風味調味料)

食塩、味付さば節(さば節、食塩、砂糖、醸造調味料、ぶどう
糖、その他)、風味原料(昆布、焼きあご、椎茸、さば節、いわし
にぼし、鰹節)、砂糖、醤油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色
素、(一部に小麦・さば・大豆を含む)

ロイズアロマチョコレ

砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳化剤 (大豆由
来)、香料

博多だし屋のうまか

ートコレクション
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