2018 年
4 月1 週
（14 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

033

10

115

10

119

11

129

商品名

一括表示原材料名

棒棒鶏風サラダ(ごま だいこん、キャベツ、蒸し鶏、添付乳化液状ドレッシング、もや
し、たまねぎ、にんじん、レタス、きゅうり／香辛料抽出物、ｐＨ
ドレ付き)
調整剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、増粘剤（キサンタンガ
ム）、加工でん粉、甘味料（ステビア）、ターメリック色素、（一部
に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む）
6 種野菜のヌードル 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、小麦たん白）、かやく
（キャベツ、たまねぎ、いんげん、こまつな、ねぎ、にんじん、で
(ピリ辛チゲ)
ん粉）、添付調味料（粉末みそ（大豆：遺伝子組換え不分
別）、食塩、粉末野菜、ポークエキス、唐辛子、たん白加水分
解物、しいたけエキス、ガーリックパウダー、植物油脂、しょう
がパウダー、粉末しょうゆ、こしょう、魚醤）／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、乳化剤、かんす
い、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ）、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む）
シ ョ コ ラ ケ ー キ バ ー チョコレート、マーガリン、鶏卵、砂糖、小麦粉、リキュール、乳
化剤、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、着色料（カロテン）、（原材
(訳あり)
料の一部に乳、大豆を含む）
よつ葉北海道十勝バ 生乳（北海道十勝産）、食塩
ター(塩分 50%カット)

19

318

バニラヨーグルト(信 乳製品、砂糖、黄金桃果汁、卵黄、寒天／香料、カロチン色
素、（一部に卵・乳成分・ももを含む）
州産黄金桃)

19

339

窯焼きタルトベイクド

20

344

乳酸ドリンク

小麦粉、砂糖、マーガリン、練乳、卵、ナチュラルチーズ、牛
乳、でんぷん、植物油脂、水飴、乳製品、加工油脂、粉飴、
乳たんぱく、寒天、食塩、乳化剤、ｐＨ調整剤、安定剤（増粘
多糖類）、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、着色料（カロチン）、（そ
の他大豆由来の原材料を含む）
砂糖、乳製品（チーズ、脱脂粉乳）、植物油脂、レモン果汁、
でん粉／安定剤（加工デンプン）、ゲル化剤（増粘多糖類）、
香料、メタリン酸ナトリウム、酸味料、乳化剤、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、（一部に乳成分を含む）
砂糖、ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、香料

20

351

アイスコーヒー 低糖

ぶどう糖果糖液糖、コーヒー／酸化防止剤（ビタミンＣ）

チーズ

20

343

広島県産瀬戸内レモ
ンのレアチーズ
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頁

注文
番号

商品名

22

412

大麦と大豆のグラノ

24

440

25

466

26

506

28

531

29

566

30

577

33

635

36

708

37

720

一括表示原材料名

オーツ麦フレーク、大麦フレーク、糖類（砂糖、乳糖）、植物油
脂、粒状植物性たん白（大豆：遺伝子組換えでない）、ココナ
ーラ
ッツ、レーズン、煎り大豆（遺伝子組換えでない）、アーモン
ド、パンプキンシード、大麦麦芽エキス、ココアパウダー、食
塩、しょうゆ（小麦を含む）／グリセリン、炭酸Ｃａ、着色料（カラ
メル）、ビタミンＣ、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、ピロリ
ン酸鉄、ナイアシン、乳化剤、パントテン酸Ｃａ、ビタミンＢ６、ビ
タミンＢ１、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ１２
食べやすいホッケ甘 ホッケ（北海道産）、タレ（しょうゆ、砂糖、みりん、蛋白加水分
解物）、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材
だれ漬け
料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む）

ぶ っ か け 海 鮮 丼 ( い いか、卵黄、うに、発酵調味料、トビウオの卵、しょうゆ、食塩、
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、魚介エキス、乳糖／調味料（アミノ
かとうに)
酸等）、トレハロース、酸味料、酢酸（Na）、グリシン、着色料（ク
チナシ、パプリカ色素）、増粘多糖類、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、
ショ糖脂肪酸エステル、酵素、Ｖ．Ｂ１、ｐＨ調整剤、（一部に
卵・乳成分・小麦・えび・かに・いか・大豆を含む）
骨とり赤魚のサクサ 赤魚（アイスランド産）、衣（澱粉、パン粉、食塩、砂糖、蛋白
加水分解物、ぶどう糖、粉末醤油）、調味料（アミノ酸等）、イ
ク唐揚げ
ーストフード、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ビタミンＣ、（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）
国 産 若 鶏 甘 辛 揚 げ 粉付鶏肉（鶏肉（国産）、でん粉）、タレ（発酵調味料、しょう
ゆ、砂糖、ニンニク、ソルビット、増粘剤（加工でん粉）、カラメ
(名古屋風)
ル色素）、粉末調味料（食塩、コショウ、ガーリック末、調味料
（アミノ酸））、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む）
焦がし醤油の牛肉野 牛肉（オーストラリア産）、タレ（しょうゆ、みりん、発酵調味料、
砂糖、果糖、水あめ、生姜、醸造酢、でん粉、にんにく、酵母
菜炒め
エキス）、増粘剤（加工でん粉）、（原材料の一部に小麦を含
む）
スモーク薫るロース 豚ロース肉、卵たん白、還元水あめ、食塩、たん白加水分解
物、酵母エキス、粉末水あめ、植物油脂／調味料（有機酸
ハム(無塩せき)
等）、卵殻カルシウム、香辛料抽出物、（一部に卵・豚肉を含
む）
あらぎり 7 種野菜の 野菜（たまねぎ、かぼちゃ、さやいんげん、にんじん、ごぼう、
水煮たけのこ）、魚肉すり身、植物油脂、豆腐、いか、きくら
おとうふバーグ
げ、つなぎ（でん粉、粉末状大豆たん白）、砂糖、食塩、魚介
エキス、しょうゆ、ぶどう糖、酵母エキス、香辛料、（一部に小
麦・いか・大豆を含む）／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部
に小麦を含む）
小麦粉、サワー種、ライ麦粉、オリーブ油、還元水あめ、砂
カスクート ミニ
糖、食塩、パン酵母、モルト、食酢、発酵風味料、ホエイパウ
ダー、脱脂粉乳／Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）
国産原料にこだわっ めん［小麦粉、でん粉、小麦たん白、卵白粉、食塩／焼成カ
ルシウム、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を含む）］、具［野菜
た醤油ラーメン
（キャベツ、もやし、にんじん）、ボイル豚肉、植物油脂、香辛
料／増粘多糖類、（一部に豚肉を含む）］、スープ［しょうゆ、
食塩、動物油脂、砂糖、肉エキス、酵母エキス、香辛料／ア
ルコール、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に
小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）］
－ 2 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

38

754

からだに思いやり弁

精白米（うるち米（国産）、もち米（国産））、野菜（もやし、たま
ねぎ、にんじん、ほうれん草、ピーマン、黄ピーマン）、食肉
（豚肉、鶏肉）、たけのこ水煮、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
植物油脂、ぜんまい水煮、砂糖、ばれいしょでん粉（遺伝子
組換えでない）、ぶなしめじ、黒酢、乾しいたけ、トマトケチャッ
プ、りんご酢、粉末がらスープ、発酵調味液、酵母エキス、香
辛料、ごま、こうじ調味料、食塩／トレハロース、増粘剤（加工
でん粉）、ｐＨ調整剤
精白米（国産）、野菜（小松菜、キャベツ、にんじん、ごぼう、も
やし、たまねぎ、れんこん）、大麦、さば塩焼き、鶏肉、しょう
ゆ、みりん、油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、まつ
たけ水煮、植物油脂（ごまを含む）、和風だし（小麦を含む）、
砂糖、かつお風味調味料（乳成分を含む）、かつおぶし、清
酒、かつおエキス、発酵調味液、こうじ調味料、香辛料、食塩
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、ト
レハロース、キシロース、凝固剤、香料
精白米（日本）、野菜（キャベツ、たまねぎ、にんじん、もやし、
じゃがいも、ピーマン）、豚肉、加工しょうゆ、植物油脂（なたね
油、米油、ごま油）、みりん、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、酒、
発酵調味料、ラー油、にんにくペースト、赤しそ加工品、中華
風味調味料、ごま、香辛料、風味調味料、食塩／調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、香辛料抽出物、
酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・
ゼラチンを含む）
魚肉、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
きゅうり、漬け原材料〔酒かす、醸造調味料、砂糖・異性化液
糖、食塩、エリスリトール〕、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、
酒精、酸味料、甘味料（ステビア、ネオテーム）、ビタミンＢ1、
ホップ抽出物

当中華おこわ&黒酢
の酢豚セット

38

756

からだに思いやり弁
当松茸ごはん&さば
の塩焼きセット

38

758

レンジであったか弁
当肉野菜炒め

40

799

加賀揚 ごぼう(ちぎ
り揚げ)

42

831

きゅうりかす漬

44

873

45

902

ビビンバもやし (う ま 大豆もやし（岐阜県産）、人参、砂糖、たん白加水分解物、コ
チュジャン、しいたけ、わらび、きくらげ、しょうゆ、ごま油、植
辛 コチ ュジ ャン 仕 立 物油、にんにく、ポークエキス、ごま、醸造酢、唐辛子、酵母エ
て)
キス、食塩／酸味料、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミン C）、
調味料(アミノ酸等)、着色料（パプリカ色素、銅葉緑素）、（一
部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む）
い な り パ ッ ク ( 柚 子・ 柚子いなり：米（愛知県産）、味付いなりあげ（油揚げ（大豆を
含む）、砂糖、醤油（小麦を含む）、ゆず果汁、その他）、調味
黒糖)
酢（砂糖、醸造酢、食塩、その他）／ソルビット、トレハロース、
調味料（アミノ酸）、アナトー色素黒糖いなり：米（愛知県産）、
味付いなりあげ（油揚げ（大豆を含む）、糖類（果糖ぶどう糖液
糖、加工黒糖、砂糖、黒砂糖、水飴）、醤油（小麦を含む）、そ
の他）、調味酢（砂糖、醸造酢、食塩、その他）／ソルビット、ト
レハロース、調味料（アミノ酸）
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頁

注文
番号

46

918

46

919

48

957

48

976

48

977

50

3230

50

3249

51

3252

商品名

一括表示原材料名

ファミリーチョレギサ レタス、わかめ、ドレッシングタイプ調味料、蒸し鶏、植物油
脂、トマト、ねぎ、レッドオニオン、きゅうり、ごま、唐辛子／調
ラダ (ドレッシ ン グ付 味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、リン酸塩（Ｎａ）、
き)
香料、（一部にごま・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む）
キャベツ、かに風味かまぼこ、半固体状ドレッシング、きゅうり、
かに風味サラダ
レタス、レッドキャベツ、サラダクリーミードレッシング、にんじん
／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、ソルビトー
ル、グリシン、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、乳化
剤、着色料（紅麹）、トレハロース、香辛料抽出物、香料、酵
素、寒天、（一部に卵・小麦・かに・大豆・りんごを含む）
ミニヌードルミニ(しょ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキ
ス、ポークエキス、卵粉、たん白加水分解物、香辛料）、かやく
うゆ味)
入りスープ（食物繊維、乳糖、なると、味付卵、にんじん、ポー
クパウダー、粉末しょうゆ、チキンエキス、酵母エキス、ねぎ、
香辛料、植物油脂）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭
酸Ｃａ、香料、着色料（カラメル、カロチン）、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、増粘多糖類、乳化剤、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、香辛
料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含
む）
大人のミニカップ き 油揚げめん（小麦粉（小麦全粒粉５％）、植物油脂、でん粉、
食塩）、スープ（糖類、しょうゆ、魚介エキス（魚介類）、かつお
のこうどん(国産ぶな 節粉末、たん白加水分解物、食塩、発酵調味料、煮干しエキ
しめじ入り)
ス、昆布粉末、酵母エキス、香辛料、食物繊維）、かやく（味付
ぶなしめじ、人参、ねぎ）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、
炭酸カルシウム、トレハロース、香料、リン酸塩（Ｎａ）、レシチ
ン、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、ポリグルタミ
ン酸、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、増粘剤（キサンタン）、（原材料
の一部に乳成分を含む）
大 人 の ミ ニ カ ッ プ き 油揚げめん（小麦粉（小麦全粒粉５％）、植物油脂、でん粉、
食塩）、スープ（糖類、しょうゆ、魚介エキス（魚介類）、かつお
のこうどん(国産ぶな 節粉末、たん白加水分解物、食塩、発酵調味料、煮干しエキ
しめじ入り)
ス、昆布粉末、酵母エキス、香辛料、食物繊維）、かやく（味付
ぶなしめじ、人参、ねぎ）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、
炭酸カルシウム、トレハロース、香料、リン酸塩（Ｎａ）、レシチ
ン、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、ポリグルタミ
ン酸、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、増粘剤（キサンタン）、（原材料
の一部に乳成分を含む）
ねぎと生姜のスープ チキンエキス、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食
塩、酵母エキス調味料、しょうゆ（大豆を含む）、野菜エキス、
(フリーズドライ)
こんぶエキス調味料（小麦を含む）、香辛料、砂糖、具（白ね
ぎ、青ねぎ、しょうが、乾燥キャベツ）／調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤（ビタミンＥ）
白子のり帆立五目ご 帆立（国産）、筍、醤油（小麦を含む）、人参（国産）、昆布（国
産）、帆立エキス、砂糖、舞茸（国産）、こんにゃく（国産）、発
はんの素(2 合用)
酵調味料、味醂、並塩、かつお節エキス、椎茸エキスパウダ
ー、酵母エキス
キャベツ、ほうれん草、調合みそ（大豆を含む：遺伝子組換え
でない）、たまねぎ、米みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、に
おみそ汁(フリーズド んじん、麦芽糖、かつおぶしエキス、ねぎ、わかめ、かつお風
ライ)
味調味料、野菜エキス、こんぶエキス、にぼしエキスパウダ
ー、酵母エキス、たん白加水分解物／増粘剤（タマリンドシー
ドガム）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色
野菜がおいしい減塩
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

52

3276

料（カラメル）
パイン&玄米黒酢(パ 米黒酢、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、濃縮パインアップル果汁、
ガラクトオリゴ糖／香料、着色料（ベニバナ黄色素）
インアップル果汁入)

52

3278

深煎り胡麻ドレッシン
グ(カロリーハーフ)

しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、りんご
酢、食用植物油脂（大豆を含む）、砂糖、エリスリトール、ごま、
酵母エキス、卵黄（卵を含む）、食塩、ソテーガーリックペース
ト（豚肉を含む）、かぼす果汁、こんぶエキス、マスタード／酸
味料、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物

55

3352

毎 日 鉄 分 すも も & プ 果実（りんご、すもも）、果糖ぶどう糖液糖、プルーンエキス／
酸味料、ピロリン酸鉄、香料
ルーン味

55

3353

毎 日 鉄 分 すも も & プ 果実（りんご、すもも）、果糖ぶどう糖液糖、プルーンエキス／
酸味料、ピロリン酸鉄、香料
ルーン味

56

3400

一番摘み知覧茶 (テ 緑茶（鹿児島県）
ィーバッグ)
米（米国産、国産）、植物油脂、食塩、砂糖、粉末しょうゆ（大
豆・小麦を含む）、香辛料、加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、植物レシチン（大豆由来）

57

3405

ぱりんこ

57

3406

北海道のおいもがお ばれいしょ（北海道産）（遺伝子組換えでない）、植物油脂（パ
ーム油、米油）、デキストリン、食塩、あおさ、たん白加水分解
いしい厚切りポテトチ 物（小麦を含む）、のり、唐辛子
ップス(あっさりのりし
お味)

57

3423

三色プチ大福

もち粉、砂糖、白生あん（いんげん豆）、麦芽糖、小豆、でん
粉、食塩／酵素（大豆由来）、着色料（葉緑素：乳由来、紅
麹）

58

3426

抹茶バウムクーヘン

鶏卵、砂糖、小麦粉、油脂加工食品（植物油脂、ホエイパウダ
ー）、マーガリン（乳成分を含む）、ショートニング、コーンスタ
ーチ（遺伝子組換え不分別）、食用加工油脂、抹茶／乳化剤
（大豆由来）、膨張剤、着色料（クチナシ黄色素、クチナシ青

(宇治抹茶使用)
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頁

59

注文
番号
3456

商品名

一括表示原材料名

色素、アナトー色素、ウコン色素）、セルロース、香料
おいしいミルク バニ 牛乳、砂糖、乳糖果糖オリゴ糖、脱脂粉乳／香料、乳化剤
ラ(乳飲料)

60

3466

小豆島島のパスタソ
ース(ペペロンチーノ)

60

3477

60

3478

60

3483

61

3485

61

3486

食用オリーブ油、ガーリック、グリーンオリーブ、唐辛子、魚醤
(魚介類)、食塩、ブラックペッパー､酵母エキス、バジル

種実（ひまわり、かぼちゃ、アーモンド）、寒梅粉ミックス（糯
米、澱粉）、小麦粉、砂糖、油脂食品〔植物油脂（大豆を含
む）、粉末チーズ、デキストリン〕、チーズフード（ナチュラルチ
ーズ、乳製品、食塩）、粉末チーズ、食塩、バター風味粉末、
チーズ風味粉末、乳化剤、ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（パプリカ
色素、アナトー）
おしゃぶりいか足(国 するめ足（いかを含む）、食塩、唐辛子、たん白加水分解物／
ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、グリセリン脂
産いか使用)
肪酸エステル
じゃり豆(濃厚チーズ)

4 種の国産果汁 100% 【りんご】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、濃縮りんご果汁／ゲル
化剤（増粘多糖類、寒天）、酸味料、ｐＨ調整剤、増粘剤（グァ
スティックゼリー(りん ーガム）、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）【ぶどう】砂糖混合ぶ
ご・ぶどう・もも・パイ どう糖果糖液糖、濃縮ぶどう果汁／ゲル化剤（増粘多糖類、
寒天）、酸味料、ｐＨ調整剤、増粘剤（グァーガム）、酸化防止
ン)
剤（ビタミンＣ）、香料【もも】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、濃縮
もも果汁／ゲル化剤（増粘多糖類、寒天）、酸味料、ｐＨ調整
剤、増粘剤（グァーガム）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料【パ
イン】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、濃縮パインアップル果汁／
ゲル化剤（増粘多糖類、寒天）、酸味料、ｐＨ調整剤、増粘剤
（グァーガム）、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
ありあけ横濱ハーバ 白あん（生白あん、砂糖、栗ペースト、その他）、小麦粉、砂
糖、加糖卵黄、栗甘露煮、鶏卵、クリーム、バター、希少糖含
ー(ダブルマロン)
有シロップ、水あめ、植物油脂、膨脹剤、香料、クチナシ色素

モロゾフファヤージュ

アーモンド＆ミルクチョコレート：砂糖、鶏卵、アーモンド、小麦
粉、カカオマス、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳／乳化剤、
香料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）アーモンド＆ホ
ワイトチョコレート：砂糖、鶏卵、アーモンド、小麦粉、ココアバ
ター、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、クリーミングパウダー／乳化
剤、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）へーゼル
＆ミルクチョコレート：砂糖、鶏卵、へーゼルナッツ、小麦粉、
カカオマス、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳／乳化剤、香
料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）へーゼル＆スイ
ートチョコレート：砂糖、鶏卵、へーゼルナッツ、小麦粉、カカ
オマス、ココアバター、ココアパウダー／乳化剤、（一部に卵・
－ 6 －

頁

注文
番号

61

3487

61

3489

商品名

一括表示原材料名

乳成分・小麦・大豆を含む）
よしやバウムクーヘ 卵、糖類（砂糖、水飴）、小麦粉、加工油脂（精製加工油脂、
バター、植物油脂、脱脂粉乳）、クリームチーズ、澱粉、還元
ン (いちご)
水飴、苺、洋酒、寒天、塩、トレハロース、乳化剤、膨張剤、香
料、酸味料、着色料（カロチン、紅麹、クチナシ赤色素）、糊料
（カゼイン Na）、酸化防止剤（ビタミン E）
知床産秋鮭と塩だけ 白鮭(北海道知床)、食塩
で作った鮭ほぐし

61

3491

酢

本醸造醤油、醸造酢、柚子果汁、みりん、水あめ魚醤、砂糖、
昆布エキス、鰹エキス、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部
に大豆、小麦を含みます。）

緑茶（静岡県産）

吉野川柚子のぽん

64

3509

深むし茶 紫

64

3514

小さな海老の華

裏

995

表
紙

うるち米（国産）、植物油脂、でん粉（コーン（遺伝子組換えで
ない）、ばれいしょ（遺伝子組換えでない））、甘えび、砂糖、
食塩／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（オリザノール、ビタ
ミンＥ）、着色料（ベニコウジ色素）、（一部にえび・大豆を含
む）
大 阪 王 将 中 華 丼 の 野菜（はくさい、にんじん、たけのこ）、豚肉、ごま油、しょうゆ、
砂糖、チキンエキス、しいたけ、発酵調味料、ラード、香辛料、
具
オイスターソース、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ねりごま、食
塩、豆板醤、酵母エキス、たん白加水分解物、かつおエキス、
ぶどう糖、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、香料、
（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）
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