2017 年
11 月 2 週
（45 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

2

031

7

080

7

085

商品名

私 が 作 っ た そ ば ( 北 めん[そば粉（北海道産）、小麦粉（北海道産）、打粉（そば
粉）、小麦たん白 / pH 調整剤]つゆ（希釈用）[しょうゆ（本醸
海道産そば粉使用)
造）（小麦・大豆を含む）、砂糖、食塩、削りぶし（かつお、さ
ば）、醗酵調味料、、にぼし / 調味料（アミノ酸等）、着色料
（カラメル）]
駿河湾産桜えび入り 魚肉・卵白・桜えび・みりん・でん粉・食塩・砂糖・植物性たん
白・植物油・エビオイル・魚醤・酵母エキス・昆布エキス・貝Ｃ
さしみ蒲鉾
ａ・（原材料の一部に大豆を含む）

ロース味噌カツセット
(特製味噌だれ)

8

088

北海道産枝豆を使っ
たがんも

12

134

一括表示原材料名

かきが入った国産シ

豚カツ：豚肉（カナダ産）、生パン粉、バッタミックス粉（パン
粉、小麦粉、砂糖、食塩、卵粉末、全粉乳、香辛料、酵母エ
キス）、乾燥パン粉、加工でん粉、増粘多糖類、クチナシ色
素、乳化剤、イーストフード、Ｖ．Ｃ、焼成カルシウム、調味料
（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦、卵、乳を含む）タレ：み
そ、砂糖、異性化液糖、発酵調味料、ポークエキス、ごま、酒
精、カラメル色素、酸味料、調味料（アミノ酸等）、セルロース、
加工でん粉
野菜（えだまめ（大豆：遺伝子組換えでない）、にんじん）、豆
乳（大豆：遺伝子組換えでない）、粉末状植物性たん白（大
豆：遺伝子組換えでない）、植物油脂、小麦粉、こんぶ、米
粉、乾燥マッシュポテト、食塩、大豆食物繊維、酵母エキス、
魚介エキス、さばぶし粉末、糖類（砂糖、ぶどう糖）、香辛料／
ｐＨ調整剤
イカ（国産）、かき（国産）、エビ（国産）、食塩

ーフードミックス(い
か・かき・えび)
13

146

カカオ 70%チョコレー カカオマス、砂糖、ココアバター、全粉乳／乳化剤（大豆由
来）、香料
ト

13

147

カカオ 85%チョコレー カカオマス、砂糖、ココアバター、全粉乳／乳化剤（大豆由
来）、香料
ト

20

327

おいしく果実フルー
ツミックスヨーグルト

生乳、もも果肉・果汁、乳製品、砂糖、なし果肉・果汁、みかん
果汁、果糖ぶどう糖液糖、乳たんぱく、ゼラチン、植物油脂、
デキストリン、バナナ果汁、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
類）、香料、酸味料、乳酸 Ca
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頁

注文
番号

商品名

21

346

国産りんごと瀬戸内

21

352

21

369

無垢(大人の熟成ゴ ナチュラルチーズ、濃縮レモン果汁、ホエイパウダー、醸造
酢、寒天、ｐＨ調整剤、酵素、（原材料の一部に卵を含む）
ーダ味)

21

370

無垢(大人の熟成チ

一括表示原材料名

りんごシロップ漬け、小麦粉、砂糖、液鶏卵、ネーブルオレン
ジジャム、植物油脂、上がけゼリー、水あめ、液卵白、油脂加
産 オレン ジ &みか ん 工食品、みかん果汁、みかんペースト、準チョコレート、乳等
のケーキ
を主要原料とする食品、食塩、乳化剤、ソルビトール、膨脹
剤、糊料（増粘多糖類）、酸味料、グリシン、ｐH 調整剤、香
料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸カルシウム、カロチノイド色素、
（原材料の一部に卵、小麦、乳成分、りんご、オレンジ、大豆
を含む）
みかん還元果汁(国産)、砂糖、果糖／ゲル化剤(増粘多糖
国産みかんゼリー
類)、酸味料、ビタミン C、香料、β-カロテン

ェダー味)

ナチュラルチーズ、濃縮レモン果汁、ホエイパウダー、寒天、
醸造酢、ｐＨ調整剤、酵素、（原材料の一部に卵を含む）

小麦粉、レーズン、砂糖、ショートニング、パン酵母、食塩、小
麦たん白、乳等を主要原料とする食品、発酵風味料／ビタミ
ンＣ、(一部に乳成分・小麦を含む)

23

411

本仕込(レーズン)

23

412

23

413

24

433

24

447

じゃりぱん(シュガー 小麦粉・シュガーマーガリン・糖類・マーガリン・パン酵母・食
塩・乳等を主要原料とする食品・卵・加工油脂・乳化剤・増粘
マーガリン)
剤（キサンタン、アルギン酸エステル）・イーストフード・香料・
着色料（カロチノイド）・酸化防止剤（ビタミンＥ）・ビタミンＣ・
（原材料の一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む）
じゃりぱん(シュガー 小麦粉・ピーナッツクリーム・糖類・マーガリン・パン酵母・食
塩・乳等を主要原料とする食品・卵・加工油脂・乳化剤・増粘
ピーナッツクリーム)
剤（キサンタン、アルギン酸エステル）・イーストフード・香料・ビ
タミンＣ・着色料（アナトー）・（原材料の一部に卵、小麦、落花
生、乳成分、大豆を含む）
ホテルオークラチョコ 食用油脂（植物油脂、加工油脂）、乳糖、砂糖、ぶどう糖、ホ
エイパウダー、ココアパウダー、全粉乳、カカオマス、ココアバ
レートスプレッド
ター、粉末水あめ、食塩／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大
豆を含む）
純 粋 は ち み つ ( ア ル はちみつ（アルゼンチン、オーストラリア）
ゼンチン&オーストラ
リア産)

25

467

使い切り！はまぐり

はまぐり（タイ）

むき身
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頁

注文
番号

29

538

34

669

36

711

37

726

37

736

38

757

39

758

商品名

白 身 魚 の 甘 酢 あ ん ホキ、しょう油、発酵調味料、砂糖、醸造酢、なたね油、小麦
粉、コーンフラワー、魚しょう(魚介類)、コーンスターチ、酵母
かけ
エキス、卵粉、一味唐辛子、大豆粉／増粘剤（加工デンプ
ン、キサンタンガム)、膨張剤、（一部に小麦・卵・大豆・魚しょう
（魚介類）を含む）
牛カルビたれ漬(2 種 牛バラ肉（オーストラリア産）、たれ（しょうゆ、果実・野菜（りん
ご、にんにく、梅肉、プルーン、行者にんにく、生姜）、砂糖、
の国産野菜入り)
赤ワイン、胡麻油、みそ、胡麻、香辛料、小麦発酵調味料、食
塩、卵黄油、松の実、クコの実）、ごぼう（国産）、人参（国産）、
（原材料の一部に卵、小麦、ごま、大豆、牛肉、りんごを含む）
ちくわチーズの磯辺 ちくわ〔魚肉（たら、たちうお）、砂糖、食塩、粉末状植物性た
ん白、植物油脂、ぶどう糖〕、チーズ、衣（小麦粉、でん粉、コ
揚げ
ーンフラワー、あおさ加工品、卵白粉、食塩、大豆粉、植物油
脂、全卵粉、脱脂粉乳）、揚げ油（大豆油）／加工デンプン、ト
レハロース、ソルビトール、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、キシ
ロース、増粘多糖類、膨張剤、セルロース、リン酸塩（Ｎａ）、ｐ
Ｈ調整剤、着色料（Ｖ．Ｂ2）（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を
含む）
野菜（キャベツ、たけのこ、にんじん）、粒状植物性たん白（大
春巻
豆：遺伝子組換えでない）、ラード、鶏肉、ポークエキス、豚
脂、れんこん水煮、つなぎ（コーンスターチ（遺伝子組換えで
ない）、ゼラチン）、小麦粉、砂糖、しょうゆ、はるさめ（かんしょ
でん粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない））、オイスタ
ーソース、植物油脂（ごまを含む）、がらスープ（乳成分・りんご
を含む）、おろしにんにく、乾燥しいたけ、香辛料、野菜ブイヨ
ン、皮（小麦粉、油脂加工品、粉末水あめ、ショートニング、植
物油脂、大豆粉、コーンフラワー、食塩）／加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸味料
ビーフン、野菜（キャベツ、たまねぎ、こまつな、にんじん）、き
調理きのこビーフン
のこ（ひらたけ、マッシュルーム、しいたけ、きくらげ）、植物油
（なたね、ごま）、しょうゆ、食塩、魚醤、チキンエキス、酵母エ
キス、フライドオニオン、しいたけエキス、しょうゆペースト、乳
化剤、（原材料の一部に小麦、大豆、魚介類を含む）
ピザクラスト(小麦粉、砂糖、ショートニング、マーガリン、イース
ミックスピザ
ト、食塩、麦麹製剤)、トマトソース、ナチュラルチーズ、ソーセ
ージ、とうもろこし、赤ピーマン、青ピーマン／酸味料、増粘剤
(キサンタンガム)、(一部に小麦・卵・乳・大豆・豚肉を含む)
塩バターコーン ラー
メン

39

767

一括表示原材料名

えび天きつねそば

めん［小麦粉、でん粉、小麦たん白、食塩、卵白粉／かんす
い、クチナシ色素、（一部に小麦・卵を含む）］、スープ［還元
水あめ、食塩、肉エキス、しょうゆ、ショートニング、砂糖、野菜
エキス、動物油脂、ホタテエキス、白菜エキス、オニオンエキ
ス、ジンジャーエキス、メンマパウダー／調味料（アミノ酸等）、
アルコール、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、香料、カロチン色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・大
豆・鶏肉・豚肉を含む）］、具［野菜（とうもろこし、ほうれん草）、
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
に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む）］、添付品［バター、
（一部に乳成分を含む）］
めん（小麦粉、そば粉、食塩、卵白粉（卵を含む）、粉末状植
物性たん白、でん粉、こんにゃく粉）、具（えび天ぷら（衣（小
麦粉、全卵粉末、食塩）、えび、揚げ油（なたね油））、味付油
－ 3 －

頁

注文
番号

商品名

39

776

バターチキンカレー

40

796

デミグラスソースのと
ろとろオムライス

42

821

喜多方 さくら亭中華
そば(しょうゆ)

42

825

みそラーメンの旭川
よし乃本店(みそ味)

42

829

鳥専門店 せきとり
監修新潟カレー焼そ
ば

45

3212

まろやかキムチ(国
産白菜使用)

一括表示原材料名
揚げ（油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、糖類（砂
糖、ぶどう糖果糖液糖）、しょうゆ、米発酵調味液）、ねぎ／安
定剤（加工でん粉）、調味料（有機酸等）、トレハロース、乳化
剤、膨張剤、凝固剤）、つゆ（食塩、しょうゆ（大豆・小麦を含
む）、砂糖、かつおぶし粉末、こんぶ粉末、かつおエキス、発
酵調味液、しいたけエキス／調味料（アミノ酸等）、アルコー
ル、着色料（カラメル））
ソテードオニオン、鶏肉、大豆油、トマトペースト、乳等を主要
原料とする食品、チキンエキス、バター、ローストカシュ―ナッ
ツペースト、ココナッツミルクパウダー、カレー粉、しょうが、ガ
ーリック、食塩、香辛料、砂糖、増粘剤（加工デンプン）、乳化
剤、香料、（その他大豆由来原材料を含む）
精白米（国産）、スクランブルエッグ（鶏卵、植物油脂（大豆を
含む）、脱脂粉乳加工品、食塩、砂糖、でん粉発酵調味料、
乳たん白、ほたてエキスパウダー、香辛料）、トマトケチャッ
プ、うす焼き卵（鶏卵、植物油脂、砂糖、食塩）、もち麦、トマ
ト・ピューレーづけ、たまねぎ、マッシュルーム水煮、鶏肉、香
味油、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、砂糖、卵黄加
工品（卵黄、食塩）、トマトペースト、調味野菜ソテーペースト、
酵母エキス調味料、ビーフペースト調味料、ワイン、ベシャメ
ルソースベース（小麦粉、植物油脂、バター）、食塩、チキン
ペースト調味料、ショートニング、ブイヨンパウダー、乾燥パセ
リ、しょうゆ、香辛料、バター／加工でん粉、増粘剤（加工でん
粉、キサンタンガム）、着色料（カラメル、パプリカ色素、アナト
ー色素、カロチン）、調味料（アミノ酸等）、香料、グリシン、ｐＨ
調整剤
めん〔小麦粉、食塩、還元水飴、酒精、かんすい〕、打粉〔加
工デンプン〕、スープ〔しょうゆ、動物油脂、食塩、植物油脂、
砂糖、チキンエキス、ポークエキス、香辛料、たん白加水分解
物、煮干しエキス、オニオンエキス、しょうが、調味料（アミノ酸
等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（グァーガム）、酸味料、香
辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、乳成分、ごま、大豆、ゼ
ラチンを含む）〕
め ん／小麦粉、食塩、小麦たん白、酒精、かんすい、打ち
粉（加工デンプン）、乳酸ナトリウム、卵殻カルシウム、クチナ
シ黄色素スープ／味噌、ラード、砂糖、にんにく、玉ねぎ、日
本酒、食塩、生姜、香辛料、豆板醤、ごま油、調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、（原材料の一部にごま、大豆、豚肉を含
む）
【めん】小麦粉、米粉、食用植物油、食塩、かんすい、くちなし
黄色素、（原材料の一部に大豆を含む）【ソース】砂糖、食塩、
カレー粉、粉末ソース、野菜パウダー、ポークエキス、植物油
脂、唐辛子、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、加工でん
粉、酸味料
はくさい（国産）、だいこん、ごま、にんじん、漬け原材料（果糖
ぶどう糖液糖、食塩、りんごペースト、おろしにんにく、唐辛
子、魚醤、たん白加水分解物、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
醸造酢、おろししょうが、酵母エキス、スルメエキス、デキストリ
ン、粉末しょうゆ）、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、酸味料
（酢酸（Ｎａ））、増粘剤（キサンタンガム）、着色料（パプリカ色
素）
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頁

注文
番号

商品名

46

900

生栗そのまま栗ごは

一括表示原材料名
具材：栗(国産)調味液：昆布エキス､食塩､酒精

んの素(2 合用)

47

3252

48

3268

48

917

50

3297

50

3301

51

3310

か ん た ん 鍋 焼 麺 天 めん〔小麦粉、そば粉、小麦たん白、卵白粉、そば葉粉末、グ
リシン、酸味料〕、つゆ〔かえししょうゆ、砂糖、食塩、たん白加
ぷらそば
水分解物、かつお節エキス、合わせだし(煮干し、さば節、か
つお節)、煮干しエキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、
(原材料の一部に小麦を含む)〕、天ぷら〔植物油脂、小麦粉、
人参、澱粉、ごぼう、春菊、乾燥えび、小松菜、酒精、膨脹
剤、着色料(クチナシ、紅麹)〕、ゆず七味〔香辛料、ゆずパウダ
ー、香料、(原材料の一部にごまを含む)〕
米（国産）、牛乳、えび、チーズ、たまねぎ、植物油脂、脱脂濃
えびドリア
縮乳、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）、アメリカンソース、小麦粉、バター、チキンエ
キス、食塩、オニオンソテー、砂糖、オマールえびブイヨン、マ
ーガリン、乳等を主要原料とする食品、油脂加工品、加工油
脂、パン粉、チーズ加工品、ゼラチン、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、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、加工でん粉、着
色料（カロチノイド、カラメル）、香辛料抽出物、（一部にえび・
小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
5 層仕立てのビーフ 牛乳、野菜（たまねぎ、にんじん）、チーズ、小麦粉、トマト・ピ
ューレーづけ、牛肉、トマトペースト、植物油脂、脱脂濃縮乳、
ラザニア
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）、ワイン、粒状植物性たん白、シチュールウ、食塩、
バター、砂糖、おろしにんにく、乳等を主要原料とする食品、
たまねぎペースト、ゼラチン、油脂加工品、パン粉、ビーフエ
キス、チーズ加工品、パセリ、粉末卵白、香辛料、ミルポアペ
ースト／増粘剤（加工でん粉、アルギン酸エステル）、ｐＨ調整
剤、乳化剤、着色料（カラメル、カロチノイド、ココア、紅麹、ラ
ック）、加工でん粉、酸味料、調味料（アミノ酸等）、香料、香辛
料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚
肉・ゼラチンを含む）
凄麺 和歌山中華そ めん（小麦粉、食塩、大豆食物繊維）、スープ（しょうゆ、ポー
クエキス、デキストリン、動物油脂、糖類、食塩、でん粉、ニン
ば(豚骨醤油味)
ニクペースト、マッシュポテトパウダー、香辛料）、かやく（味付
豚肉、ねぎ、なると、メンマ）、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラ
メル色素、増粘剤（タラガム）、かんすい、酸化防止剤（ビタミン
E）、クチナシ色素、紅麹色素、香料、（原材料の一部に卵、乳
成分、ごま、鶏肉、ゼラチンを含む）
凄麺 名古屋台湾ラ めん（小麦粉、食塩、大豆食物繊維）、スープ（しょうゆ、たん
白加水分解物、植物油脂、ポークエキス、チキンエキス、食
ーメン(辛口醤油味)
塩、糖類、豆板醤、香辛料、白菜エキス、酵母エキス、動物油
脂）、かやく（味付肉そぼろ、唐辛子、ニラ、フライドガーリッ
ク、糖類）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル
色素、かんすい、増粘剤（加工でん粉）、酸化防止剤（ビタミン
E、ローズマリー抽出物）、香辛料抽出物、カロチノイド色素、
酸味料、香料、（原材料の一部に卵、ごまを含む）
コープイタリアイワシ いわし、オリーブ油、食塩
のオリーブオイル漬
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け
51

934

塩 の り ( 伊 勢志 摩 産 砂糖、のり、水飴、発酵調味料、食塩、かつお節抽出物、昆
布エキス、酵母エキス／増粘多糖類
青さ使用)

54

3362

リ ケ ン の ノ ン オ イ ル しょうゆ、醸造酢、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、玉ねぎ、
小麦たん白発酵調味料、ごま、ほたてエキス、かつお節エキ
和風(ドレッシング)
ス、チキンエキス、赤ピーマン、たん白加水分解物、玉ねぎ調
味料、食塩、魚醤、にんにく、椎茸 ／／ 調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（V.E）、（一部に
小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

57

3418

甘 酒 ( 酒 粕 ・ 米 麹 使 砂糖、酒粕、米麹、食塩／安定剤（増粘多糖類）、酸味料、香
料
用)

59

3201

カントリーマアム(バ

59

3466

60

982

60

985

＜バニラ＞小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ（乳を
含む）、還元水あめ、卵、白ねりあん（乳を含む）、全脂大豆
ニラ&りんご)
粉、脱脂粉乳、水あめ、食塩、卵黄（卵を含む）、全粉乳、デ
キストリン、加工デンプン、乳化剤（乳・小麦・大豆由来）、香料
（乳・大豆由来）、安定剤（加工デンプン）、膨脹剤、カラメル
色素＜りんご＞小麦粉、砂糖、植物油脂、ホワイトチョコレート
チップ（乳・大豆を含む）、還元水あめ、白ねりあん（乳を含
む）、卵、全脂大豆粉、りんごパウダー、脱脂粉乳、りんごジャ
ム、水あめ、食塩、卵黄（卵を含む）、全粉乳、デキストリン、加
工デンプン、乳化剤（大豆由来）、トレハロース、糊料（加工デ
ンプン、増粘多糖類：りんご由来）、香料、膨脹剤、カロテノイ
ド色素、酸味料
ブ ラ ッ ク サン ダ ー ( ミ 準チョコレート（砂糖、植物油脂（大豆を含む）、全粉乳、脱脂
粉乳、ココアパウダー、カカオマス、乳糖、食塩）、ココアクッキ
ニバー)
ー、油脂加工食品（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、乳糖）、小麦
粉、砂糖ｌ、植物油脂、ショートニング、食塩、ホエイパウダー、
脱脂粉乳、全粉乳/甘味料(ソルビトール）、膨脹剤、乳化剤、
香料
熊本名物いきなり団 さつま芋（九州産）、紫芋餡（さつま芋、砂糖、生餡、食塩）、
小麦粉、もち米粉、砂糖、食塩、甘味料（ソルビトール）、増粘
子(紫芋)
剤（加工澱粉）、膨張剤、調味料（アミノ酸等）

ショコラアーモンド(バ 〈バニラ味〉チョコレートコーチング、乳製品、砂糖、水あめ、ア
ーモンド、デキストリン、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、
ニラ・ストロベリー・キ (原材料の一部に大豆を含む)、〈ストロベリー味〉チョコレートコ
ャラメル)
ーチング、乳製品、砂糖、水あめ、アーモンド、デキストリン、
乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、紅麹色素、酸味料、(原
材料の一部に大豆を含む)、〈キャラメル味〉チョコレートコーチ
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61

3495

あさり豆(煮豆)

62

3503

ごまあえの素(粉末
調味料)

62

3505

62

3506

63

3525

63

3526

63

3527

ごま、砂糖、粉末しょうゆ、エキス(鰹節、昆布、チキン)、ごま
油、食塩、でん粉、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、(原材料
の一部として、乳、小麦、さば、大豆、鶏肉を含む)

マイルドビター／カカオマス、砂糖、ココアバター、脱脂粉乳、
乳 化 剤 （ 大 豆 由 来 ） 、 香 料
ート(マイルドビター& エクストラビター／ カカオマス、ココアバター、砂糖、乳化剤、
エクストラビター)
香料、（原材料の一部に乳成分・大豆を含む）
プティーゴーフル(珈 小麦粉、脱脂乳、砂糖、ショートニング、卵、脱脂粉乳、コーヒ
ー、バター、膨脹剤、香料、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）
琲)
ロイズピュアチョコレ

博多発とんとん霧島
ット

3530

ング、乳製品、砂糖、水あめ、アーモンド、キャラメル、デキスト
リン、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カラ
メル、カロチン)、ph 調整剤、(原材料の一部に大豆を含む)
大豆（北海道産）、水飴、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）、あ
さり、鰹エキス、みりん、生姜、きくらげ、食塩

JAL うどんですかい 油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆
食物繊維）、スープ（粉末しょうゆ、魚介エキス、糖類、植物油
(利尻昆布使用)
脂、魚粉、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料、
昆布粉末）、かやく（味付油揚げ、魚肉練り製品、ねぎ）/加工
でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、増粘多
糖類、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミン E)、カロチノ
イド色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを
含む)
＜杏仁豆腐の素＞糖類（砂糖、ぶどう糖、粉飴）、粉末油脂、
とろける杏仁
脱脂粉乳、寒天、杏仁、乳化剤、香料、増粘多糖類、(原材料
の一部に大豆を含む)＜杏仁シロップ＞砂糖、ぶどう糖果糖
液糖、香料、酸味料

黒豚しゃぶし ゃぶセ

63

一括表示原材料名

豚肉（もも、ばら）（宮崎県産）、鍋つゆ（水飴、味醂、酒、食
塩、魚介エキス、砂糖、酵母エキス、昆布エキス、醸造酢、調
味料（アミノ酸））、（原材料の一部に小麦、さば、りんごを含
む）

砂糖、マーガリン、液鶏卵、チョコレート（カカオマス、砂糖、コ
コアバター）、小麦粉、アーモンド、ココアパウダー、コーヒー
ツのブラウニー(コー フラワー（コーヒー果肉、コーヒー果皮）、コーヒー、乳化剤、香
ヒーフラワー入り)
料、（原材料の一部に卵、乳成分、大豆を含む）
小川珈琲チョコとナッ
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63

3531

京都 小川珈琲店有

【オリジナルブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産国名：ペル
ー、メキシコ、エチオピア、ホンジュラス、インドネシア）【フェア
トレードモカブレンド】有機コーヒー豆（生豆生産国名：エチオ
ピア、グアテマラ）
豚肉、砂糖、しょうゆ（大豆、小麦、食塩）、発酵調味料、清
酒、しょうが、ポークエキス、こんぶエキス、にんにく、増粘剤
（加工でん粉）

機珈琲アソートセット
(ドリップコーヒー)
64

3550

缶つまプレミア ム霧
島黒豚角煮(宮崎県
産豚バラ肉使用)
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