2017 年
11 月 1 週
（44 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

1

021

味わうおみそ汁なめ なめこ、調合みそ、豆みそ、こんぶ、みつば、かつお風味調味
料、しょうゆ、デキストリン、かにエキス、こんぶ粉末、かつお節
こ(フリーズドライ)
粉末／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、酸味料、（一部にかに・小麦・乳成分・さば・大豆・魚
醤（魚介類）を含む）

1

022

味わうおみそ汁焼な

商品名

す(フリーズドライ)

1

023

1

024

2

027

2

028

4

056

一括表示原材料名

焼きなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、みり
ん、デキストリン、わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキ
スパウダー、かつお節粉末、こんぶエキスパウダー／調味料
（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさ
ば・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含む）

味わうおみそ汁炒め 米みそ、キャベツ、調合みそ、揚げなす、もやし、オニオンソテ
ー、かつお風味調味料、にんじん、みりん、デキストリン、ごま
野菜(フリーズドライ) 油、豚脂、でん粉、香辛料、香味油、オニオンパウダー／調
味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、
（一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤（魚
介類）を含む）
味わうおみそ汁豚汁 米みそ、麦みそ、豚肉、だいこん、ポテトピューレ、ねぎ、油揚
げ、ごぼう、にんじん、かつお風味調味料、砂糖、香味油、ポ
(フリーズドライ)
ークエキスパウダー、野菜エキスパウダー、豚脂、はくさいエ
キスパウダー、デキストリン、香辛料／調味料（アミノ酸等）、香
料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、香辛料抽出物、（一部
に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤（魚介類）
を含む）
六花亭マルセイバタ バター、卵、砂糖、小麦粉、水飴、アーモンド粉末、カカオマ
ス、生クリーム、ココアバター、食塩、リキュール、乳加工品（生
ーケーキ
乳、砂糖）、バニラビーンズ、香料、膨張剤、植物レシチン（大
豆由来）
六花亭マルセイキャ 砂糖、バター、生クリーム、大豆、小麦粉、クリームパウダー
（乳製品）、全粉乳、クリームチーズ、卵、植物油、アーモンド
ラメル
粉末、食塩、寒天、脱脂粉乳、ラム酒、ブランデー、トレハロー
ス、香料、ゲル化剤（ペクチン：りんご由来）、植物レシチン（大
豆由来）、膨張剤
はぐくみ自慢の豚で 豚モモ肉(国産)、たれ(植物油脂、食塩、香味食用油、ロース
トガーリック、こしょう、赤唐辛子、オレガノ)、調味料(アミノ酸
作 っ た モ モ に ん に く 等)、香料、乳化剤、(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
黒胡椒焼き(国産豚
モモ味付)

8

092

生から造った長崎産
さば竜田揚げ

9

099

鯖（長崎産）、澱粉、本醸造醤油、本みりん、砂糖、（原材料の
一部に鯖・小麦・大豆を含む）

朝 のフレッシ ュ生 ハ 豚ロース肉、糖類（水あめ、砂糖）、食塩、調味料（アミノ酸）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）
ムロース
－ 1 －

頁

注文
番号

9

100

ポークビッツ(お徳用 豚肉、豚脂肪、結着材料（でん粉、植物性たん白）、糖類（水
あめ、ぶどう糖）、食塩、香辛料、酵母エキス、調味料（アミノ
サイズ)
酸）、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝
酸Ｎａ）、くん液、（原材料の一部に大豆を含む）

12

127

紅ずわい蟹とほうれ

13

139

商品名

一括表示原材料名

めん（デュラム小麦のセモリナ）、野菜（ほうれん草、たまね
ぎ）、トマトペースト、味付ゆでがに（ベニズワイガニ、食塩）、
ん草のトマトクリーム 乳等を主要原料とする食品、植物油脂、ラード、カニエキス、
(スパゲティ)
砂糖、全粉乳、クリーム（乳製品）、魚介調味油、食塩、チーズ
フード、調味油脂、エビエキスパウダー、にんにくペースト、た
ん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、デキストリン、しょうゆ
／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、
着色料（パプリカ色素、カラメル）、香料、（一部に乳成分・卵・
小麦・えび・かに・大豆を含む）
ハト麦入りさ わやか 大麦、はと麦、黒大豆（遺伝子組換えでない）、玄米／酸化防
止剤（ビタミンＣ）
ブレンド茶(デザイン
ボトル)

19

278

牛乳と楽し むカルピ

乳、砂糖／香料、酸味料、安定剤（ペクチン）、クエン酸鉄Ｎａ

ス

24

446

純粋はちみつ(カナダ はちみつ（カナダ）
産)

26

490

27

512

さば、梅、砂糖、枝豆、しょう油、食塩、油揚げ、発酵調味料、
梅酢、醸造酢、魚介エキス調味料／増粘剤（加工デンプン）、
ま ぜ ご は ん の素 ( 梅 酸味料、（一部に小麦・さば・大豆を含む）
風味)
かにつみれとえびワ 【具材】かにつみれ[魚肉（かに（国産、米国、その他）、いとよ
り（ミャンマー））、つなぎ（卵白（国産）、小麦粉）、山芋、砂
ンタンのスープセット 糖、かにエキス、食塩、発酵調味液／エノキタケエキス］、えび
ワンタン[具（えび（インドネシア）、玉ねぎ（国産）、すけそうだ
らすり身、卵、粒性大豆たん白、発酵調味料、えびエキス、植
さばがごろっと入った

－ 2 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

物油脂、ねぎ、食塩、醤油、鰹節エキス）、皮（小麦粉、食塩、
植物油脂）／ソルビット、調味料（アミノ酸等）］、（一部にえび・
かに・小麦・卵・大豆・山芋を含む）【スープ】醤油、ガラスー
プ、食塩、エキス（チキン、酵母、ポーク）、ぶどう糖果糖液糖、
動物油脂、植物油脂、香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（キサンタンガム）、乳化剤、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉を含む）
骨までパクパクさ ば 真さば（北海道沖）、調味液（砂糖、味噌、還元水あめ、でん
粉、酵母エキス、しょうが）（一部にさば・大豆を含む）
の味噌煮

29

537

29

538

骨までパクパクいわ 真いわし（北海道沖）、調味液（果糖ぶどう糖液糖、糖蜜、しょ
うゆ、砂糖、たん白加水分解物、しょうが、食塩）（一部に小
しのしょうが煮
麦・大豆を含む）

29

539

骨までパクパク にし
んの昆布煮

29

553

北海道産たらのソー
スカツ(骨取り)

36

713

しっとりだし味うの花
(きのこ入り)

41

802

チキンとおとうふのち
ぎり揚げ

41

808

ちくわの磯辺揚げ

42

824

カレー煮込きしめん

42

827

和歌山ラーメン井出
商店(醤油豚骨)

にしん（北海道沖）、調味液（砂糖、しょうゆ、糖蜜、たん白加
水分解物、しょうが、昆布だし、食塩）、昆布（北海道沖）（一部
に小麦・大豆を含む）
スケトウダラ（北海道）、醸造酢、砂糖、野菜（トマト、玉ねぎ、
人参、にんにく）、食塩、香辛料、衣（パン粉、小麦粉、でん
粉、コーンフラワー、粉末油脂（乳成分を含む）、食塩、小麦
たん白、植物油脂）/乳化剤、カラメル色素、ベーキングパウ
ダー、増粘剤（グァーガム）、調味料（アミノ酸）
おから［大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）］、あわせだし
（かつお節、うるめ節）、発酵調味料、植物油脂、糖類（水あ
め、砂糖）、しめじ（国産）、まいたけ（国産）、枝豆（国産）、しょ
うゆ、人参（国産）、（原材料の一部に小麦を含む）
たまねぎ（国産）、鶏肉、にんじん（国産）、豆腐、えだまめ（国
産）、植物油脂、粉末状大豆たん白、でん粉、砂糖、本みり
ん、食塩、しょうゆ、酵母エキス、乾燥卵白、かつおエキス、ぶ
どう糖、揚げ油（なたね油）、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含
む）／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に大豆を含む）
ちくわ（魚肉、発酵調味料、食塩、砂糖、植物油脂）、衣（小麦
粉、コーンフラワー（遺伝子組換えでない）、あおさ粉、食塩、
こんぶエキス、香辛料）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、トレハロース、膨張剤、香料
めん[小麦粉、食塩/酒精、ソルビット、加工でん粉（打粉）]カ
レー煮込の素[砂糖、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、粉末ソー
ス、かつおぶし粉末、みりんパウダー、ミートパウダー、ラー
ド、かつおぶしエキスパウダー、酵母エキス / 調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（グアーガム）、加工でん粉、酸味料、カラメル
色素、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）
め ん（小麦粉、小麦たん白、食塩、植物油脂／酒精、乳酸
ナトリウム、かんすい、打ち粉（加工デンプン）、卵殻カルシウ
ム、着色料（クチナシ）、（一部に小麦を含む））スープ（しょう
ゆ、肉エキス、動物油脂、ガラスープ、食塩、たん白加水分解
物／調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（加工デンプン、増粘
多糖類）、着色料（カラメル）、香料、酸化防止剤(ビタミン E)、
甘味料(カンゾウ)、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含
む））
－ 3 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

44

869

おいしいものをちょっ

魚肉（すけそうだら）、みりん、砂糖、植物油脂、食塩、はもエ
キス、醸造酢／調味料（アミノ酸等）

とだけ(焼ちくわ)

45

893

(刻み)

塩押し大根(国産)漬け原材料[砂糖･果糖ぶどう糖液糖､食塩､
醸造酢､たん白加水分解物､本みりん､ぬか類]､調味料(アミノ
酸等)､酸味料､酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)､甘味料(アセスルファムＫ)､
着色料(ウコン､クチナシ､紅花黄)､香料､(原材料の一部に小
麦､大豆を含む)
しょうが（国産）漬け原材料〔醸造酢、食塩〕、ソルビット、酒
精、酸味料、ユッカ抽出物、甘味料（スクラロース）、野菜色素

わけあり沢庵 甘口

45

894

新がり(しょうが酢漬)

46

3229

46

905

46

909

サラダがあったら!ご ごぼう、ドレッシング（植物油脂（大豆を含む）、醸造酢（りんご
を含む）、卵、その他）、人参、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、
ぼうサラダ
調味酢（果糖ぶどう糖液糖、大麦黒酢、はちみつ）、ごま、で
んぷん、かつお節エキス（さばを含む）、食塩、発酵調味料／
増粘剤（タマリンド、加工デンプン）、ソルビット、調味料（アミノ
酸等）、香辛料抽出物
かねふく からし明太 高菜漬(高菜､食塩)､辛子明太子(すけとうだらの卵､水飴､食
塩､醸造調味料､その他)､しょうゆ､植物油脂､砂糖､ごま､魚醤､
子入り明太高菜ごは 唐辛子､にんにく/調味料(アミノ酸等)､増粘剤(増粘多糖類､加
んの素(九州産高菜 工澱粉)､着色料(ウコン､ベニコウジ色素)､酸味料､酸化防止
剤(Ｖ.Ｃ)､発色剤(亜硝酸Ｎａ)､(一部に小麦･大豆･ゼラチン･ご
使用)
まを含む)
ふき、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、米酢
きゃらぶき

46

910

生姜ちりめん(佃煮)

50

3308

50

3309

サッポロ一番みそラ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、糖類、粉末卵）、スー
プ（みそ、食塩、糖類、香辛料、ポークエキス、豚脂、小麦粉、
ーメン(ミニ)
植物油脂、酵母エキス、発酵調味料、たん白加水分解物）、
かやく（キャベツ、鶏・豚味付肉そぼろ、コーン、人参、ねぎ）、
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、カラメル
色素、増粘多糖類、かんすい、香辛料抽出物、クチナシ色
素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミンＢ
１、（原材料の一部に乳成分、ごまを含む）
サッポロ一番みそラ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、糖類、粉末卵）、スー
プ（みそ、食塩、糖類、香辛料、ポークエキス、豚脂、小麦粉、
ーメン(ミニ)
植物油脂、酵母エキス、発酵調味料、たん白加水分解物）、
かやく（キャベツ、鶏・豚味付肉そぼろ、コーン、人参、ねぎ）、
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、カラメル
色素、増粘多糖類、かんすい、香辛料抽出物、クチナシ色
－ 4 －

いわし類稚魚、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、生姜、水飴、
みりん、米酢、純米酒、寒天

頁

51

注文
番号

932

商品名

一括表示原材料名

桃屋の辛そ うで辛く

素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミンＢ
１、（原材料の一部に乳成分、ごまを含む）
食用なたね油、フライドガーリック、食用ごま油、唐辛子、フラ
イドオニオン、砂糖、食塩、唐辛子みそ、パプリカ、すりごま、
オニオンパウダー、粉末しょうゆ（小麦を含む）、粉末唐辛子
みそ、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

ない少し辛いラー油

52

935

素材を活かしたコー
ンスープ

野菜（とうもろこし、たまねぎ）、乳等を主要原料とする食品、小
麦粉、生クリーム、チキンエキス、砂糖、食塩、バター、増粘剤
（加工デンプン）、クチナシ黄色素、乳化剤、香料、（原材料の
一部に大豆を含む）

54

946

焼肉のたれ宮殿(中 醤油、砂糖、ソテーオニオン、植物油、食塩、ねぎペースト、
濃縮りんご果汁、濃縮洋梨果汁、蜂蜜、味噌、にんにく、濃縮
辛口)
パインアップル果汁、コチュジャン調味料、たまねぎエキス、
豆板醤、酵母エキス、醸造酢、ローストガーリック、ごま、濃縮
オレンジ果汁、濃縮レモン果汁、濃縮桃果汁、メースパウダ
ー、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、（原材料の一部
に小麦、オレンジ、ごま、大豆、豚肉、もも、りんごを含む）

55

956

九州産椎茸(小粒ど しいたけ（原木）（九州産）
んこ)

【ミックス】糖類（砂糖、粉末水あめ）、小麦粉、チーズ（乳成分
を含む）、卵白粉末（卵を含む）、食塩／加工でん粉、乳化剤
ミックス
（大豆由来）、膨張剤、香料、酸味料、増粘剤（タマリンドシー
ドガム）【アプリコットナパージュ】糖類（ぶどう糖果糖液糖、水
あめ、砂糖）、あんず／安定剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、酸味
料、着色料（ムラサキコーン色素）、香料
小 麦 粉 ・ 卵 い ら ず ラ 小麦粉、小麦たん白、食塩、でん粉、パン酵母、ぶどう糖、シ
ョートニング、発酵調味料粉末、たん白加水分解物、植物油
ク揚げパン粉(ボトル 脂／加工でん粉、イーストフード、pH 調整剤、調味料（アミノ
タイプ)
酸等）、ビタミン C、酸味料、（一部に小麦・大豆を含む）

56

958

56

960

56

961

小 麦 粉 ・ 卵 い ら ず ラ 小麦粉、小麦たん白、食塩、でん粉、パン酵母、ぶどう糖、シ
ョートニング、発酵調味料粉末、たん白加水分解物、植物油
ク揚げパン粉
脂／加工でん粉、イーストフード、pH 調整剤、調味料（アミノ
酸等）、ビタミン C、酸味料、（一部に小麦・大豆を含む）

57

3434

グリーンスムージー

北海道チーズケーキ

(キウイ風味)

野菜（黄にんじん、さつまいも、にんじん、こまつな、ケール、
ほうれん草、なばな、大麦若葉、キャベツ、レタス、バジル）、
果実（りんご、バナナ、レモン、キウイフルーツ）／着色料（クチ
ナシ青色素）、香料
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

57

962

カゴメ野菜ジュース

トマトジュース（濃縮トマト還元）、野菜ジュース（セロリ・にんじ
ん・ビート・パセリ・レタス・キャベツ・ほうれん草・クレソン・メキャ
ベツ（プチヴェール）（濃縮還元）、にんにく）、レモン果汁／香
辛料

(食塩無添加)

58

971

58

972

59

3467

59

974

ナチュラルチーズ、鶏卵、豆腐ピューレ、難消化性デキストリ
ン、エリスリトール、小麦粉、ミックス粉、豆乳、卵白、糖類、食
ケーキ(ダイエッター 用乳化油脂、バニラシーズペースト／甘味料（結晶マルチト
サポートケーキ)
ール、ラカンカ抽出物）、加工デンプン、乳化剤、安定剤（ロ
ーカストビーンガム）、香料、トレハロース、凝固剤、増粘多糖
類、酒精、クエン酸、（一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大
豆を含む）
生 チ ョ コ モ ン ブ ラ ン フラワーペースト（加糖卵黄、砂糖、脱脂濃縮乳、脱脂粉乳、
その他）、チョコレート、油脂加工食品（植物油脂、豆乳、水あ
(ダイエッターサポー め、大豆粉）、鶏卵、小麦粉、ミックス粉、豆乳、エリスリトー
トケーキ)
ル、卵白、ココアパウダー、食用乳化油脂、洋酒／加工デン
プン、甘味料（結晶マルチトール、ラカンカ抽出物）、グリシ
ン、糊料（加工デンプン）、乳化剤、トレハロース、ｐＨ調整剤、
香料、安定剤（加工デンプン）、増粘多糖類、酒精、クエン
酸、（一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む）
小麦粉（国内産）、黒砂糖、赤糖（粗糖、糖蜜）、水飴、ブドウ
ミニ黒棒(純糖)
糖、膨張剤、カラメル色素
濃厚ベイクドチ ーズ

ポッキー&プリッツ詰 ＜ポッキーチョコレート＞小麦粉、砂糖、カカオマス、植物油
脂、全粉乳、ショートニング、モルトエキス、でん粉、食塩、イ
合せ(6 種詰合わせ) ースト、ココアバター／乳化剤、香料、膨脹剤、アナトー色素、
調味料（無機塩）、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）＜ポッ
キー＜極細＞＞小麦粉、砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉
乳、ショートニング、ココアバター、食塩、イースト／乳化剤、
香料、調味料（無機塩）、アナトー色素、（一部に乳成分・小
麦・大豆を含む）＜ポッキー＜ＴＨＥ ＭＩＬＫ＞＞小麦粉、砂
糖、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、ショートニ
ング、モルトエキス、食塩、発酵バター、イースト／乳化剤、香
料、膨脹剤、甘味料（スクラロース）、（一部に乳成分・小麦・大
豆を含む）＜プリッツ＜サラダ＞＞小麦粉、植物油脂、ショー
トニング、砂糖、乾燥ポテト、酒かす、イースト、小麦たんぱく、
食塩、果糖ぶどう糖液糖、モルトエキス、発酵液、コンソメシー
ズニング、デキストリン、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、乳
化剤、香料、（一部に乳成分・小麦を含む）＜プリッツ＜ロース
ト＞＞小麦粉、植物油脂、砂糖、加糖練乳、ショートニング、イ
ースト、食塩／調味料（無機塩等）、香料、乳化剤、（一部に
卵・乳成分・小麦を含む）＜トマトプリッツ＞小麦粉、植物油
脂、ショートニング、トマトペースト、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、
ベジタブルペースト、イースト、オニオンシーズニング、食塩、
セロリエキス、乾燥ほうれんそう、デキストリン、酵母エキス／調
味料（無機塩等）、乳化剤、香料、酸味料、香辛料抽出物、
（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）
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頁

注文
番号

59

975

野菜チップ

カボチャ、ニンジン、植物油、タマネギ、水あめ、食塩、トレハ
ロース

59

976

果物チップ

りんご、植物油、柿、バナナ、ぶどう、パイナップル、水あめ、
砂糖、トレハロース、香料

60

980

いもようかん

砂糖・さつまいも・水飴・寒天・香料

60

985

安納芋のおいしさが

61

3509

商品名

一括表示原材料名

水あめ、異性化液糖、砂糖、ショートニング、乳製品、いもあん
（白あん、砂糖、さつまいも、還元水あめ、食塩）、さつまいも
ぎゅっと詰まったアイ 加工品（さつまいも（安納芋 100%）、砂糖）、カラメルソース、さ
スバー
つまいもパウダー（安納芋 100%）、洋酒、デキストリン、食塩／
ソルビトール、安定剤（増粘多糖類）、香料、乳化剤、着色料
（カロチノイド、V.B2、カラメル）、（一部に卵・乳成分・大豆を
含む）
大阿蘇牛乳(常温保 生乳 100％
存可能品)

61

3510

新あさひ粉豆腐

大豆（遺伝子組換えでない）/炭酸カリウム、豆腐用凝固剤

62

3533

プチダノン(りんご)

63

3535

ぶり昆布巻

生乳、糖類（砂糖、乳糖）、乳製品、りんご果汁、乳たんぱく、
増粘剤（加工でんぷん、グァーガム）、クエン酸カルシウム、酸
味料、香料、ピロリン酸第二鉄、ビタミンＤ、乳化剤
ぶり（国産）、昆布（北海道産）、砂糖、しょうゆ(大豆、小麦を
含む)、みりん、日本酒、かんぴょう

63

3536

皇蘭手づくり豚まん
(国内産黒豚使用)

小麦粉、野菜（玉ねぎ、生姜）、豚肉、砂糖、豚脂、でん粉、液
全卵、香味食用油、イースト、食塩、ゼラチン、チキンコンソメ
(乳成分を含む)、紹興酒、ほたて貝柱、調味料（アミノ酸等）、
香辛料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、
ターメリック色素 添付カラシ：からし、食塩、醸造酢、着色料
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頁

注文
番号

63

3542

65

3587

商品名

一括表示原材料名

（ウコン）、酸味料（クエン酸）
Baked Magic 素材の 【渋皮栗】乳等を主要原料とする食品、栗ﾍﾟｰｽﾄ、牛乳、砂
糖、ﾀﾙﾄ生地（小麦粉、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、砂糖、液卵、食塩）、加糖卵
まんま(渋皮栗・鳴門 黄、ｾﾞﾗﾁﾝ、ﾏﾛﾝｿｰｽ、乳化剤、香料、pH 調整剤、ﾒﾀﾘﾝ酸
金時セット)
Na、増粘剤（ｸﾞｱｰ）、膨張剤、着色料（ｱﾅﾄｰ、ｶﾛﾃﾝ、ｸﾁﾅｼ
黄）、（原材料の一部に大豆を含む） 【鳴門金時】乳等を主要
原料とする食品、芋ﾍﾟｰｽﾄ、牛乳、砂糖、ﾀﾙﾄ生地（小麦粉、ﾏ
ｰｶﾞﾘﾝ、砂糖、液卵、食塩）、加糖卵黄、ｾﾞﾗﾁﾝ、ﾊﾞﾆﾗﾍﾟｰｽﾄ
（水飴、砂糖、ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ）、乳化剤、香料、pH 調整剤、ﾒﾀﾘ
ﾝ酸 Na、増粘剤（ｸﾞｱｰ）、膨張剤、着色料（ｸﾁﾅｼ黄、ｱﾅﾄｰ、ｶ
ﾛﾃﾝ）、（原材料の一部に大豆を含む）
黒糖しょうが(沖縄県 粗糖、黒糖、糖蜜、しょうが粉末、食塩
産黒糖・塩使用)

別

3607

駿河湾の桜えびせん 澱粉、植物油脂、桜えび（駿河湾産）、食塩、魚肉、砂糖、デ
キストリン、マルトース、チキンエキス、アオサ粉、蛋白加水分
べい
解物、カツオブシエキス、カニエキスパウダー、醤油、調味料
（アミノ酸等）、膨張剤、着色料（ベニコウジ色素）、甘味料（ス
テビア）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

3610

割れチョコ(清見オレ カカオマス、砂糖、清見オレンジ加工品（清見オレンジ、砂
糖、ぶどう糖、還元水あめ）、ココアバター、全粉乳、植物油
ンジビターチョコ)
脂、トレハロース、乳化剤（大豆由来）、クエン酸、香料、ビタミ
ンＣ、乳酸Ｃａ

3611

割 れ チ ョ コ ( キ ャ ラメ 砂糖、ココアバター、全粉乳、アーモンド、キャラメルパウダ
ー、ココアパウダー、植物油脂、乳化剤、香料、着色料（カロ
ルアーモンドチョコ)
チノイド）、（原材料の一部に、大豆を含む）

3612

訳ありいろいろ南部 小麦粉、落花生、砂糖、かぼちゃの種、胡麻、植物油脂、ショ
ートニング、マーガリン、卵、食塩、しょうゆ、生姜、抹茶、唐辛
せんべい
子、膨張剤、（原材料の一部に乳、大豆を含む）

3613

ホテルニューグランド

チ
ラ
シ
別
チ
ラ
シ
別
チ
ラ
シ
別
チ
ラ
シ
別
チ

ハニーマドレーヌ

マーガリン、鶏卵、砂糖、小麦粉、アーモンド粉末、水飴、蜂
蜜、食塩、膨脹剤、乳化剤、香料、カロテン色素、（原材料の
一部に乳、大豆を含む）

ラ
シ
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