
未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者へは酒類を販売しません。 岐阜市茜部菱野４丁目１０３番地

調理例調理例

調理例調理例

調理例調理例

「アヒージョ」のレシピ 

本体
価格 円(税込2,530円)2,300

申込番号 008

★300ml×4／箱　アなし

石神の本格梅酒４本セット

紀州石神地区で栽培した
香壌栽培の完熟南高梅を使用した
フルーティーな梅酒です

紀州石神地区で栽培した
香壌栽培の完熟南高梅を使用した
フルーティーな梅酒です

本体
価格 円(税込3,850円)3,500

申込番号 007

★750ml／箱　アなし

梅酒 ＨＡＭＡＤＡ ５年熟成

原酒の熟成期間は
実に3年以上。
激しい寒暖差によって
生まれた、格調高い香
りとまろやかな味わい。

アルコール度数
13度以上14度未満

アルコール度数
13度以上14度未満

「元祖・瓶詰めの樽酒」

本体
価格 円(税込1,364円)1,240

申込番号 002

★720ml　アなし

吉野杉の樽酒 720ml

初孫のベストセラー！

本体
価格 円(税込1,430円)1,300

申込番号 001

★720ml　アなし

初孫 魔斬
純米本辛口 720ml

アルコール分
　………15度台
日本酒度……+8
酸度 ……… 1.5

独特の発酵技術を駆使し、
スッキリしたキレの良い辛口酒です。
寿司や刺身にピッタリです。

金箔入り梅酒。香壌栽培の完熟
南高梅を使用。
金箔入り梅酒。香壌栽培の完熟
南高梅を使用。
モンドセレクション

5年連続
最高金賞

★□□□□
○賞□□□□　ア□□□

□□□□□□□□□□□□
申込番号 000

本体
価格 円(税込000円)000

N E W

めっちゃ長い
トイレットペーパー シングル太穴

申込番号 009

★250m×16R/箱
リサイクルパルプ１００％

本体
価格 円(税込2,560円)2,328

N E W

N E W N E W

N E W N E W N E W

N E W N E W
N E W

トロピカルフルーツの
 ような味わい！

フランスフランス

本体
価格 円(税込1,408円)1,280

申込番号 003

★750ml　アなし

サンコム リトル ジェームズ バスケット
プレス ホワイト ７５０ｍｌ（白）

《ぶどう品種》
ソーヴィニヨンブラン…50％
ヴィオニエ ……………50％
（アルコール度数 12.5度）

★ライト フル

相性料理
アスパラガスの

ブルーチーズソテー
チキンの

マッシュルームソース
本体
価格 円(税込1,738円)1,580
申込番号 004

★750ml×2　アなし

赤赤セット

本体
価格 円(税込1,738円)1,580
申込番号 005

★750ml×2　アなし

白白セット

本体
価格 円(税込1,738円)1,580
申込番号 006

★750ml＋750ml　アなし

赤白セット

果実酒 ミディアムボディ
（アルコール度数13.5度）

果実酒 辛口
（アルコール度数12度）

グラディウム
テンプラニーリョ
ホーヴェン（SC)
７５０ｍｌ（赤）

グラディウム
アイレン
ホーヴェン（SC)
７５０ｍｌ（白）

爽やかながらも舌触り滑らかな
白。グラディウムとはローマ時代
の刀に由来。まさしく新たにワイ
ンの世界を切り開いていくよう
な、魅力あるワイン。

若々しさの中にも、しっかり感じ取れ
る凝縮感と細やかなタンニン。期待
以上の味わいの展開は、まさしく
ラ マンチャ レボリューション！

（赤・白組み合わせ自由）
2本で本体価格1,580円  （税込1,738円）

驚くほどコストパフォーマンスの高いワインを生産。お手頃な価格帯ながらもかなり評価の高いワインを
造り出す、まさにラ マンチャ レボリューションのリーダー的な生産者です。

スペインめちゃ旨お徳ワイン
スペインスペイン

個性の全く異なる2つの品種が
見事に調和。アニスにアプリコット、
ライチ、マンゴなど様 な々フルーツの
アロマ、奥行きのある瑞 し々さと塩味が特徴です。

奈良

アルコール分… 15度台
日本酒度……………±0
酸度…………………1.2

酒樽材として最高と言われる、樹齢約80年の「吉野杉」の甲付材
のみを使用した樽に樽添えをしています。樽酒の先駆者として、
長年培った樽添え技術と、樽材への“こだわり”が生み出す「樽酒
の極み」をお楽しみください。

杉の清々しい香りと独特のコクとうまみが絶妙に調和
山形

安心して食べられる、おいしい笑顔が広がる。食物アレルギーを引き起こす物質のうち特にお悩みが多い
「特定原材料7品目（たまご・乳成分・小麦・そば・ピーナッツ・えび・かに）」を使わない商品です。

国 産 素 材

特定原材料７品目を使わない、国産の発芽玄米粉をベースに白米粉やオリーブ
オイルを配合したコシのあるスパゲティ風の麺です。ゆでてからご利用ください。
特定原材料７品目を使わない、国産の発芽玄米粉をベースに白米粉やオリーブ
オイルを配合したコシのあるスパゲティ風の麺です。ゆでてからご利用ください。

特定原材料７品目を使わない、国産の発芽玄米粉をベースとした
腰のあるマカロニ風のショートパスタです。湯がいてからご利用ください。
特定原材料７品目を使わない、国産の発芽玄米粉をベースとした

腰のあるマカロニ風のショートパスタです。湯がいてからご利用ください。

さばを塩のみで味付しました。開けやすい、少量のパウチタイプ。さばを塩のみで味付しました。開けやすい、少量のパウチタイプ。 さばをみそベースのたれで味付しました。開けやすい、少量のパウチタイプ。さばをみそベースのたれで味付しました。開けやすい、少量のパウチタイプ。 北海道沖で獲れた鮭を原料に使用。山漬け製法により、塩で身を引き締め、
旨味を濃縮し、遠赤外線で焼き上げ、手ほぐしで粗く仕上げた鮭フレークです。
北海道沖で獲れた鮭を原料に使用。山漬け製法により、塩で身を引き締め、
旨味を濃縮し、遠赤外線で焼き上げ、手ほぐしで粗く仕上げた鮭フレークです。

トースト、サンドイッチ、おにぎり、手巻き寿司、
サラダの具などにご利用いただけます。

トースト、サンドイッチ、おにぎり、手巻き寿司、
サラダの具などにご利用いただけます。

旨みを逃がさないドライパック製法で、蒸し上げました。旨みを逃がさないドライパック製法で、蒸し上げました。

４種類の北海道産の豆をミックスし、ドライパックしました。いろいろな料理に
使え、軽く味付けをしてあるので、おつまみとしても美味しく召し上がれます。
４種類の北海道産の豆をミックスし、ドライパックしました。いろいろな料理に
使え、軽く味付けをしてあるので、おつまみとしても美味しく召し上がれます。

お弁当、中華料理、ラーメン、焼きそば、鍋物などに手軽に使える
便利な使い切りサイズのうずら卵水煮です。

お弁当、中華料理、ラーメン、焼きそば、鍋物などに手軽に使える
便利な使い切りサイズのうずら卵水煮です。

技術革新で実現した２５０ｍの超長巻き

▲CO・OPめっちゃ長いトイレットペー
　パー（左）１ロールで、長さ６０ｍの
　市販品（右）の４ロール分の長さ

使用後にゴミとなる芯がない、リサイクルパルプ100％のトイレットペーパーです。主流のトイレットペーパーと比べて約4倍の長さがあります。長尺だから、ストックスペース、取替え手間も４分の１で済みます。

国産 マッシュルームドライパック
申込番号 010

★50g×10
○賞365日　アなし

本体
価格 円(税込2,360円)2,186

北海道産 ４種の豆のミックスビーンズ
申込番号 011

★55g×10
○賞547日　アなし

本体
価格 円(税込1,160円)1,075

国産 うずら卵水煮（６個入）
申込番号 012

★6個×10
○賞365日　ア卵

本体
価格 円(税込1,700円)1,575

国産 さば水煮
申込番号 013

★80ｇ×10
○賞730日　アなし

本体
価格 円(税込1,540円)1,426

国産 さばみそ煮
申込番号 014

★80g×10
○賞730日　アなし

本体
価格 円(税込1,540円)1,426

国産 山漬け製法 荒ほぐし鮭
申込番号 015

★70g×4
○賞365日　アなし

本体
価格 円(税込1,400円)1,297

７品目を使わない
発芽玄米スパゲティタイプ

申込番号 016

★90g×12
○賞730日　アなし

本体
価格 円(税込2,000円)1,852

７品目を使わない
発芽玄米マカロニタイプ

申込番号 017

★150g×12
○賞730日　アなし

本体
価格 円(税込2,540円)2,352

ツナ・マヨネーズ風味
申込番号 018

★50g×8
○賞365日　ア小麦、卵、乳

本体
価格 円(税込1,000円)936

長さ６０ｍの市販品の場合 CO・OPめっちゃ長いトイレットペーパーの場合

買い物の頻度も減らせ災害への備えにも

コープこうべとの共同開発で２０１７年に誕生し、２０２２年３月に商品改良により、
ＣＯ・ＯＰ商品史上最長の２５０ｍの長さになって発売開始されました。

※太穴のみです。

教職員の仕事や生活を総合的にサポートするライフパートナーをめざします。

2023年度

月号

学校生協HP

4 5 6
チラシNo35001 注文締切日 商品お届け日

14日（金）
12日（金）
9日（金）

4月
5月
6月

28日（金）頃
26日（金）頃
23日（金）頃

4月
5月
6月

1 ※原材料はこちらをご覧下さい。http://www.gifugaku.jp/list_typeA.jsp?menuid=14577&funcid=2

がん
ばろうがん
ばろう

東北 N E W 原材料情報はこちらから➡東日本大震災復興支援の被災地産業支援の為、被災地商品の印です 今回、新たに掲載する商品です



★黒糖クロワッサン(40g)×3、クリーム小町(103g)×2、
デニッシュチョコ(75g)×2、メープルワッフル(62g)×2　○賞50日　ア小麦・卵・乳

コモ詰合せCセット  計９個
申込番号 033

本体
価格 円(税込1,220円)1,130

お子様に大人気な商品のセットです。お子様に大人気な商品のセットです。

×3
×2

×2

×2

おやつにぴったりな商品のセットです。おやつにぴったりな商品のセットです。

×4

★黒糖クロワッサン(40g)×4、メロン小町(103g)×1、デニッシュチョコ(75g)×1、デニッシュミル
ク(75g)×1、メロンパン(100g)×1、メープルワッフル(62g)×1　○賞50日　ア小麦・卵・乳

コモお楽しみ６種  計９個
申込番号 030

本体
価格 円(税込1,170円)1,084

★500ｇ/ボトル　○賞540日　アなし

本体
価格 円(税込700円)
　アカシアはちみつ
申込番号 023

アカシア蜂蜜は、淡い色合いと
クセのないやわらかな甘みが特徴です
アカシア蜂蜜は、淡い色合いと

クセのないやわらかな甘みが特徴です

調理例調理例

649
★２５０ｇ／瓶　○賞730日　アなし

本体
価格 円(税込780円)723
　１００％メイプルシロップ
申込番号 022

１００％メープルシロップ１００％メープルシロップ

調理例調理例

★50g×20個／箱　○賞50日　ア卵、乳、小麦

本体
価格 円(税込2,080円)1,926

申込番号 038

★38g×20個／箱　○賞35日　ア卵、乳、小麦

本体
価格 円(税込1,880円)1,741

申込番号 037
毎日クロワッサン ２０個

★38g×20個／箱　○賞50日　ア卵、乳、小麦

申込番号 036

本体
価格 円(税込1,680円)1,556

黒糖クロワッサン ２０個

★40g×20個／箱　○賞50日　ア卵、乳、小麦

申込番号 035

本体
価格 円(税込1,880円)1,741

×20 ×20 ×20×20
クロワッサンスティックショコラクロワッサン リッチ

レシピはこちら レシピはこちらレシピはこちら レシピはこちら

口どけの良い生地にバター入りマーガリンを入れて
リッチな味わいに焼き上げました

口どけの良い生地にバター入りマーガリンを入れて
リッチな味わいに焼き上げました

棒チョコが入っていますよ棒チョコが入っていますよプレーンタイプのクロワッサンは、ご家庭での買い置きに最適プレーンタイプのクロワッサンは、ご家庭での買い置きに最適沖縄産の厳選した黒糖を贅沢に使った黒糖クロワッサン沖縄産の厳選した黒糖を贅沢に使った黒糖クロワッサン

★400g/瓶　○賞540日　アなし

本体
価格 円(税込520円)482
大きな果肉のブルーベリージャム

申込番号 020
調理例調理例

★365g/瓶　○賞360日　アなし

本体
価格 円(税込510円)473
大きな果肉のいちごジャム

申込番号 021
調理例調理例

いちごの果肉感と
存在感を主張したジャム
いちごの果肉感と

存在感を主張したジャム

大粒のブルーベリーを使用した
食感を味わえるジャム

大粒のブルーベリーを使用した
食感を味わえるジャム

袋にそのままお水を入れて、
レンジ3分もちもち蒸しパン。
袋にそのままお水を入れて、
レンジ3分もちもち蒸しパン。

国 産 素 材

★62g×24個／箱　○賞60日　ア小麦・卵・乳

申込番号 025

本体
価格 円(税込3,480円)3,223

レシピはこちら

メープルワッフル ２４個

×24

自然な甘さと香ばしさ、コクと深みのある風味豊かなワッフルです。自然な甘さと香ばしさ、コクと深みのある風味豊かなワッフルです。

★100ｇ×12　○賞365日　ア小麦・卵・乳

レンジでできる
国内麦むしパンミックス１００ｇ

申込番号 019

本体
価格 円(税込2,680円)2,482

×12

CO・OP レンジでできる国内麦むしパンミックス
～簡単でびっくり、おいしくてさらにびっくり♪のPOINT～

レシピはこちら

アレンジ例

おすすめ

水を加えて混ぜ、袋のままレンジでチン！
ふんわりもちもちのむしパンが完成❶ 電子レンジ調理でむしパンができるのは

専用の包材にその秘密が！❷
国内小麦100％。しっとりもっちり食感に
小麦の風味も楽しめます❸ アレンジ自在！ 家族で楽しく、わが家の

オリジナルむしパンを作ってみよう❹

レシピはこちら

★100g×12個／箱　○賞60日　ア小麦・卵・乳

申込番号 034

本体
価格 円(税込1,760円)1,630 ×12

しっとりした生地にやさしいミルク風味のメロンパンです。しっとりした生地にやさしいミルク風味のメロンパンです。

メロンパン １２個

毎日クロワッサンと黒糖クロワッサンの詰合わせです。毎日クロワッサンと黒糖クロワッサンの詰合わせです。

★毎日クロワッサン(38g)×10、黒糖クロワッサン(40g)×10

○賞50日
ア小麦・卵・乳

申込番号 028

本体
価格 円(税込1,780円)1,649

クロワッサン詰合わせ２０個

★クリーム小町(103g)×1、デニッシュチョコ(75g)×1、メロンパン(100g)×1、カレーパン(93g)×1、毎日クロワッサン
(38g)×2、黒糖クロワッサン(40g)×1、クロワッサンスティックショコラ(50g)×1、メープルワッフル(62g)×1　

申込番号 027

本体
価格 円(税込1,150円)1,065

学校生協まごころセット  計９個
○賞50日
ア小麦・卵・乳

多種類の商品をお手軽に楽しめる、
学校生協限定のセットです。

多種類の商品をお手軽に楽しめる、
学校生協限定のセットです。

老若男女問わずお楽しみいただける、学校生協限定のセットです。老若男女問わずお楽しみいただける、学校生協限定のセットです。

★いちご小町(98g)×2、デニッシュチョコ(75g)×2、メロンパン(100g)×2、
クロワッサンリッチ(38g)×2

申込番号 026

本体
価格 円(税込1,128円)1,045

学校生協セットX  計８個
○賞35日
ア小麦・卵・乳

×2

×2

×2

×2

×2

×10

×10

新商品のカフェオレ小町とデニッシュカスタードのセットです。新商品のカフェオレ小町とデニッシュカスタードのセットです。

★カフェオレ小町(103g)×3、デニッシュカスタード(75g)×3　○賞60日　ア小麦・卵・乳

申込番号 029

本体
価格 円(税込950円)880

カフェオレ＆カスタード  計６個

×3

×3

★120g×10　○賞547日　アなし

北海道産小豆使用
ゆであずき

申込番号 024

本体
価格 円(税込1,280円)1,186

国 産 素 材
北海道産小豆を使用し、上品な甘みに仕上げたゆであずきです。
パウチ容器なので簡単に開封でき、便利な使いきりサイズです。
おしるこやぜんざい等にどうぞ

北海道産小豆を使用し、上品な甘みに仕上げたゆであずきです。
パウチ容器なので簡単に開封でき、便利な使いきりサイズです。
おしるこやぜんざい等にどうぞ

×10
調理例

6種類の商品をお手軽に楽しめる、よくばりセットです。6種類の商品をお手軽に楽しめる、よくばりセットです。

×2 ×2

×2

★毎日クロワッサン(38g)×2、黒糖クロワッサン(40g)×2、メロン小町(103g)×1、デニッシュカスタ
ード(75g)×1、デニッシュバター(73g)×2、メープルワッフル(62g)×1　○賞50日　ア小麦・卵・乳

コモよくばりセット  計９個
申込番号 031

本体
価格 円(税込1,140円)1,056

★クロワッサンリッチ(38g)×3、スイートポテト小町(103g)×2、デニッシュカスター
ド(75g)×2、メープルワッフル(62g)×2　○賞35日　ア小麦・卵・乳

コモ詰合せＢセット  計９個
申込番号 032

本体
価格 円(税込1,220円)1,130

朝食・おやつにおすすめのセットです。朝食・おやつにおすすめのセットです。

×2

×3

×2 ×2

お手軽パン食等

※原材料はこちらをご覧下さい。http://www.gifugaku.jp/list_typeA.jsp?menuid=14577&funcid=2 2



★１５９ｇ（５.３ｇ×３0包入）
○賞365日　アなし

本体
価格 円(税込1,760円)1,630
減塩 鰹ふりだし
申込番号 041

塩分９０％カット、砂糖、化学調味料を
使用しない、天然素材だけの
こだわり鰹ふりだし

塩分９０％カット、砂糖、化学調味料を
使用しない、天然素材だけの
こだわり鰹ふりだし

★440ｇ（8.8ｇ×50包入）
○賞540日　ア小麦、乳

本体
価格 円(税込1,710円)1,584
鰹ふりだし
申込番号 040

天然素材にこだわり、最高の
旨味バランスに仕上げたふりだしです
天然素材にこだわり、最高の

旨味バランスに仕上げたふりだしです

調理例 調理例

★600g/ペット　○賞540日　アなし

申込番号 042

本体
価格 円(税込1,020円)945

胡麻の旨みを生かした香りのない胡麻油胡麻の旨みを生かした香りのない胡麻油

調理例調理例

在庫限り
※在庫が無くなり
次第終了します。

　九鬼 純正 太白胡麻油 PET

申込番号 039

本体
価格 円(税込920円)852
★500ml／ペットボトル×2／袋
○賞12ヶ月　ア小麦

学校生協オリジナル
昆布しょうゆ 2本組

天然昆布のまろやかなお醤油です天然昆布のまろやかなお醤油です

×2

調理例調理例

健康・栄養

ミートソース

お肉（牛肉・豚肉）の旨みをいかした
ミートソースです。

お肉（牛肉・豚肉）の旨みをいかした
ミートソースです。

1日3～6粒を目安に
お召し上がりください
1日3～6粒を目安に
お召し上がりください

★220g/パウチ×6　○賞365日　アなし

申込番号 050

本体
価格 円(税込960円)889

★220g/パウチ×6　○賞365日　ア小麦、乳

申込番号 049

本体
価格 円(税込920円)852
ナポリタンソース

×6 ×6
調理例調理例調理例調理例

トマト、玉ねぎ、にんじんなどの野菜と
マッシュルームをじっくり煮込んだ

ナポリタンソースです。

トマト、玉ねぎ、にんじんなどの野菜と
マッシュルームをじっくり煮込んだ

ナポリタンソースです。

★100カプセル/ボトル　○賞730日　アなし

バイオザイム みどりむし
申込番号 062

本体
価格 円(税込4,998円)4,628

★100カプセル/ボトル×3　○賞730日　アなし

バイオザイム みどりむし 3個セット
申込番号 063

本体
価格 円(税込14,980円)13,871

★100カプセル/ボトル×6　○賞730日　アなし

バイオザイム みどりむし 6個セット
申込番号 064

本体
価格 円(税込29,800円)27,593

調理例調理例

本体
価格 円(税込1,200円)1,112
★50ｇ×10　○賞547日　アなし

北海道スイートコーン ドライパック
申込番号 046

調理例調理例

本体
価格 円(税込1,060円)982
★60g×10　○賞547日　アなし

大豆ドライパック
申込番号 044

調理例調理例

本体
価格 円(税込1,400円)1,297
★50ｇ×10　○賞547日　アなし

ひじきドライパック 国産芽ひじき
申込番号 045

アメリカ産ホールコーンを砂糖を加えずに
旨みをにがさないドライパック

アメリカ産ホールコーンを砂糖を加えずに
旨みをにがさないドライパック

ドライパックは大豆の栄養分を逃がさずに
そのまま煮あげています

ドライパックは大豆の栄養分を逃がさずに
そのまま煮あげています

国産の芽ひじきを便利なドライパック国産の芽ひじきを便利なドライパック

×10 ×10 ×10

紙パック容器のイタリア産カットトマトです。
紙パック容器なので、安全に手で開けられます。
紙パック容器のイタリア産カットトマトです。

紙パック容器なので、安全に手で開けられます。

★300g×12　○賞900日　アなし

イタリア産カットトマト
申込番号 048

本体
価格 円(税込1,820円)1,686

×12

本体
価格 円(税込3,340円)3,093
★170g/瓶×12　○賞730日　アなし

きざんだピクルス
申込番号 043

国産きゅうりを
甘酢漬けにし、
玉ねぎ、赤ピーマンと
あわせ細かく
みじん切りにした
ピクルスです。

国産きゅうりを
甘酢漬けにし、
玉ねぎ、赤ピーマンと
あわせ細かく
みじん切りにした
ピクルスです。

×12

回収された牛乳パックやオフィス古紙を含む
リサイクルパルプ１００％のトイレットペーパー
回収された牛乳パックやオフィス古紙を含む
リサイクルパルプ１００％のトイレットペーパー

★130m×24R/箱

やわらかワンタッチ
コアノンシングル 太穴

申込番号 067
太穴

ワンタッチ
コアノン

（ワンタッチホルダーにもOK）

コアノン
ロール

（棒芯の必要な方はお申し出下さい）

本体
価格 円(税込2,580円)2,346
やわらか加工を施したソフトな紙質の
トイレットペーパー
やわらか加工を施したソフトな紙質の
トイレットペーパー

★130m×30R/箱

やわらかコアノンロール
シングル 細穴

申込番号 068ボタンを押すだけで、どこでもラジオ体操
鼻のボタンを押すとブーブーのかけ声の後にラジオ体操が流れるよ！
いつでもどこでもたった3分！ラジオ体操をしよう！

※イメージ

（3分8秒）

【商品仕様】
★電源：単4乾電池×2本(別売)
★サイズ：7×5.5×高8.5cm
★材質：ABS樹脂
★生産国：中国

第1
第2

065
066

申
込
番
号

体操ブーブー
本体
価格 円(税込1,848円)1,680

細穴

本体
価格 円(税込3,220円)2,928

マンデリンやエルサルバドル独特の香りやコク、
濃厚な味わいのコーヒーです。
マンデリンやエルサルバドル独特の香りやコク、
濃厚な味わいのコーヒーです。

しっかりしたコクと香り、ほのかな酸味と
苦味の味わい深いコーヒーです。
しっかりしたコクと香り、ほのかな酸味と
苦味の味わい深いコーヒーです。

本体
価格 円(税込2,920円)2,704
★100杯分/箱　○賞365日　アなし

コーヒーバッグ
リッチブレンド１0０Ｐ

申込番号 058

本体
価格 円(税込2,920円)2,704
★100杯分/箱　○賞365日　アなし

コーヒーバッグ
オリジナルブレンド１００Ｐ

申込番号 059

★280ｇ　○賞50日　ア卵、小麦
（乳、落花生を含む製品と同じ設備で製造しております）

炭火焼コーヒーカステラ
申込番号 060

本体
価格 円(税込1,130円)1,047

カステラとコーヒーの絶妙バランスカステラとコーヒーの絶妙バランス

★260g　○賞180日　アなし

珈琲羊羹
申込番号 061

本体
価格 円(税込870円)806

和洋コラボに興味深々和洋コラボに興味深々

★72ｇ×12食　○賞180日　ア小麦・乳・かに

コープヌードル
シーフード

申込番号 054

本体
価格 円(税込1,698円)1,573

★82ｇ×12食　○賞180日　ア小麦・卵・乳・落花生

コープヌードル
カレー

申込番号 055

本体
価格 円(税込1,698円)1,573

★71ｇ×12食　○賞180日　ア小麦・卵・乳・えび

コープヌードル
しょうゆ

申込番号 056

本体
価格 円(税込1,698円)1,573

×12 ×12 ×12

スープは魚介ととんこつのうま味がきいた、
味わい深い白湯スープがおいしさの決め手です。
スープは魚介ととんこつのうま味がきいた、

味わい深い白湯スープがおいしさの決め手です。
コクがあり、まろやかなカレースープを、
香辛料でバランスよく調えました。

コクがあり、まろやかなカレースープを、
香辛料でバランスよく調えました。

スープはポークとチキンのうま味を加えた、
すっきりとした中にもコクのある味わい。
ペッパーをプラスして味を引き締めました。

スープはポークとチキンのうま味を加えた、
すっきりとした中にもコクのある味わい。
ペッパーをプラスして味を引き締めました。

★126g×12食　○賞180日　ア小麦・卵・乳

キャベツたっぷり
ソース焼そば

申込番号 053

本体
価格 円(税込1,790円)1,658 

×12

たっぷりキャベツのシャキシャキ感と
コクのあるソースの相性が良いです。
たっぷりキャベツのシャキシャキ感と
コクのあるソースの相性が良いです。

★77ｇ×12食　○賞180日　ア小麦・卵・乳

コープヌードル
白ごま担々麺

申込番号 057

本体
価格 円(税込1,698円)1,573

×12

ごまのコクにピリッと花椒をきかせた担々味の
コープヌードルです。具材は、肉そぼろ、
チンゲンサイ、いりごま、ネギ入り。

ごまのコクにピリッと花椒をきかせた担々味の
コープヌードルです。具材は、肉そぼろ、
チンゲンサイ、いりごま、ネギ入り。

花椒（かしょう・ホワジャオ）が
しっかり効いたシビレ系担々麺。

温冷両用で熱々坦々も冷し坦々もおいしい。

花椒（かしょう・ホワジャオ）が
しっかり効いたシビレ系担々麺。

温冷両用で熱々坦々も冷し坦々もおいしい。

元祖飛騨高山ラーメン定番セット元祖飛騨高山ラーメン定番セット

★（高山醤油2食×2袋、朴葉味噌2食×2袋）/箱
○賞60日　ア小麦、卵

元祖飛騨高山
ラーメンセット（８食）

申込番号 051

本体
価格 円(税込1,790円)1,658

★濃厚花椒担々麺（温冷両用）2食×3袋/箱
○賞60日　ア小麦、卵

飛騨濃厚花椒
担々麺セット（６食）

申込番号 052

本体
価格 円(税込1,790円)1,658

国産鶏ささみ１００％使用の
ほろほろとおいしい鶏そぼろ。
しょうがの風味がほんのりきいて、子どもに食べやすい
甘めの味つけです。お弁当に便利。

国産鶏ささみ１００％使用の
ほろほろとおいしい鶏そぼろ。
しょうがの風味がほんのりきいて、子どもに食べやすい
甘めの味つけです。お弁当に便利。

大人気商品!!

調理例調理例

★80g/パウチ×12　○賞360日　ア小麦

とりそぼろ
申込番号 047

本体
価格 円(税込2,980円)2,760

×12

国 産 素 材

調味料・麺類・珈琲・雑貨等

※原材料はこちらをご覧下さい。http://www.gifugaku.jp/list_typeA.jsp?menuid=14577&funcid=23



★150ｇ×12　○賞37ヶ月　ア小麦

うまい！さば味噌煮 １２缶
申込番号 081

本体
価格 円(税込2,760円)2,556

がん
ばろうがん
ばろう

東北

×12

宮城県で醸造業百余年の歴史を持つ「ヤマカノ醸造」製の
国産大豆から作られた仙台みそを使用。

宮城県で醸造業百余年の歴史を持つ「ヤマカノ醸造」製の
国産大豆から作られた仙台みそを使用。

★１４０ｇ×24　○賞37ヶ月　アなし

マッカレル オリーブオイル＆ガーリック ２４缶
申込番号 083

本体
価格 円(税込5,040円)4,667

エクストラヴァージンオリーブオイルを使用し、
ガーリック風味に仕上げた洋風のサバ缶詰
エクストラヴァージンオリーブオイルを使用し、
ガーリック風味に仕上げた洋風のサバ缶詰

香味食用油（ライスオイル入り）にバジルペーストを加え、
塩とレモン果汁で味付けした洋風のサバ缶詰

香味食用油（ライスオイル入り）にバジルペーストを加え、
塩とレモン果汁で味付けした洋風のサバ缶詰

×24

★１４０ｇ×24　○賞37ヶ月　アなし

マッカレル バジル＆レモン ２４缶
申込番号 082

本体
価格 円(税込5,040円)4,667

×24

がん
ばろうがん
ばろう

東北
がん
ばろうがん
ばろう

東北「サバタルタルサンド」のレシピ

「さばグラタン」のレシピ 

「さば缶の
竜田揚げ丼」
のレシピ 

「さば缶
スンドゥブ」
のレシピ

本体
価格 円(税込1,620円)1,500
★70ｇ×12缶　○賞37ヶ月　アなし

ミヤカン
ライトツナフレーク
なたね油使用

申込番号 085

本体
価格 円(税込1,620円)1,500
★70ｇ×12缶　○賞37ヶ月　アなし

ミヤカン ライトツナフレーク
オイル無添加

申込番号 084

利尻こんぶだしの旨みを活かした、
オイル無添加タイプのツナフレーク
利尻こんぶだしの旨みを活かした、
オイル無添加タイプのツナフレーク

利尻こんぶだしの旨みを活かした、
なたね油入りツナフレーク
利尻こんぶだしの旨みを活かした、
なたね油入りツナフレーク

がん
ばろうがん
ばろう

東北

★50g/袋×8/箱　○賞25ヶ月　ア小麦

液切りしないで使える
ツナフレーク オイル無添加

申込番号 086

本体
価格 円(税込999円)925

オイル無添加＆化学調味料無添加で
あっさりヘルシー

オイル無添加＆化学調味料無添加で
あっさりヘルシー

×8

がん
ばろうがん
ばろう

東北
がん
ばろうがん
ばろう

東北

★50g/袋×8/箱　○賞25ヶ月　ア小麦

液切りしないで使える
ツナフレーク キャノーラ油

申込番号 087

本体
価格 円(税込999円)925

キャノーラ油と野菜スープで
しっとりまろやか

キャノーラ油と野菜スープで
しっとりまろやか

×8

がん
ばろうがん
ばろう

東北

気仙沼のミヤカン

★150ｇ×12　○賞37ヶ月　アなし

うまい！さば水煮 １２缶
申込番号 080

本体
価格 円(税込2,760円)2,556

がん
ばろうがん
ばろう

東北

×12

「瀬戸内の花藻塩」を使用。「瀬戸内の花藻塩」を使用。

約230円
1缶あたり

約230円
1缶あたり

約210円
1缶あたり

約210円
1缶あたり

88
本体
価格 円(税込1,056円)

国産大豆の豆乳飲料
アーモンド

申込番号 078

国産大豆を使用した豆乳にアーモンドペーストを
加えた、まろやかな風味の豆乳飲料です。

国産大豆を使用した豆乳にアーモンドペーストを
加えた、まろやかな風味の豆乳飲料です。

978
★200ｍｌ×12　○賞180日　アなし

77
本体
価格 円(税込924円)

国産フクユタカ大豆と水だけで作った豆乳です。
大豆本来の風味をご賞味ください。

国産フクユタカ大豆と水だけで作った豆乳です。
大豆本来の風味をご賞味ください。

856
★200ｍｌ×12　○賞120日　アなし

国産大豆の
無調整豆乳

申込番号 077

84
本体
価格 円(税込1,008円)

ミックス
キャロット

申込番号 076

にんじんに９種の果汁をミックス。すっきり美味しく
飲みやすい家族みんなのミックスキャロット。

にんじんに９種の果汁をミックス。すっきり美味しく
飲みやすい家族みんなのミックスキャロット。

934
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

67
本体
価格 円(税込804円)

鹿児島の黒酢ドリンク
梅

申込番号 071

鹿児島の「つぼ造り」純米黒酢を国産の
梅果汁ですっきりとした味に仕上げました。
鹿児島の「つぼ造り」純米黒酢を国産の
梅果汁ですっきりとした味に仕上げました。

745
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

70
本体
価格 円(税込840円)

鹿児島の黒酢ドリンク
カロリーオフ

申込番号 073

カロリーは「鹿児島の黒酢ドリンク１２５ｍｌ」の
約１／４。

カロリーは「鹿児島の黒酢ドリンク１２５ｍｌ」の
約１／４。

778
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

本体
価格

純米黒酢５％と国産のりんごの
果汁２０％をおいしくブレンド
純米黒酢５％と国産のりんごの
果汁２０％をおいしくブレンド

円(税込840円)778
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

70
本体
価格 円(税込804円)

鹿児島の黒酢６ｍｌに、アセロラ果汁と
ローズヒップ果汁をブレンド（果汁率３％）
鹿児島の黒酢６ｍｌに、アセロラ果汁と
ローズヒップ果汁をブレンド（果汁率３％）

745
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

67
鹿児島の
黒酢ドリンク

申込番号 069
鹿児島の黒酢ドリンク
アセロラ＆ローズヒップ

申込番号 070

本体
価格 円(税込804円)

鹿児島の黒酢ドリンク
ブルーベリー

申込番号 072

黒酢６ｍｌにブルーベリー果汁３％
ブレンドし鉄分をプラス

黒酢６ｍｌにブルーベリー果汁３％
ブレンドし鉄分をプラス

745
★125ｍｌ×12　○賞180日　アなし

67

70
本体
価格 円(税込840円)
朝の野菜チャージ（野菜１食分）

申込番号 075

忙しい朝にパパっとこれ１本！１本で１食分の野菜を
原料に使用した飲みやすい野菜果実ジュース

忙しい朝にパパっとこれ１本！１本で１食分の野菜を
原料に使用した飲みやすい野菜果実ジュース

778
★125ｍｌ×12　○賞120日　アなし

78
本体
価格 円(税込936円)

豆乳飲料
麦芽コーヒー

申込番号 079

国産大豆の豆乳です。カフェインレスコーヒー使用
なので家族皆でおいしくお楽しみいただけます。
国産大豆の豆乳です。カフェインレスコーヒー使用
なので家族皆でおいしくお楽しみいただけます。

867 
★200ｍｌ×12　○賞180日　アなし

水のかわりに
ミックスキャロットや
豆乳飲料等を使用！

P2掲載

67
本体
価格 円(税込804円)

ざくろ酢＆
クランベリー

申込番号 074

ざくろ酢にクランベリー、ローズヒップ、
ざくろ、ぶどう果汁を加えました。

ざくろ酢にクランベリー、ローズヒップ、
ざくろ、ぶどう果汁を加えました。

745
★125ｍｌ×12　○賞360日　アなし

★150g/トレーパック×10　○賞240日　アなし

申込番号 097

本体
価格 円(税込1,500円)1,389

×10

新潟県産コシヒカリ１００％の玄米ごはんです。
ふっくらもちもちした食感です。
玄米は通常の白米よりも食物繊維やギャバが
多く含まれています。

新潟県産コシヒカリ１００％の玄米ごはんです。
ふっくらもちもちした食感です。
玄米は通常の白米よりも食物繊維やギャバが
多く含まれています。

がん
ばろうがん
ばろう

東北

本体
価格 円(税込1,150円)1,065
★160ｇ/トレーパック×10　○賞240日　アなし

おいしい赤飯

国産もち米と北海道産小豆を使用したふっくら、ソフトな食感
【レンジで約２分】

国産もち米と北海道産小豆を使用したふっくら、ソフトな食感
【レンジで約２分】

調理例調理例

申込番号 096

がん
ばろうがん
ばろう

東北

本体
価格 円(税込1,200円)1,112
★160ｇ/トレーパック×10　○賞180日　アなし

おいしい五目おこわ

国産もち米と国産うるち米を１００％使用した
もっちりとした食感のおこわ【レンジで約２分】
国産もち米と国産うるち米を１００％使用した
もっちりとした食感のおこわ【レンジで約２分】

調理例調理例

申込番号 098×10 ×10

がん
ばろうがん
ばろう

東北

本体
価格 円(税込1,080円)1,000
★200ｇ/トレーパック×10　○賞240日　アなし

おいしいご飯 新潟県産こしひかり玄米ごはん

山形県産はえぬきを
100％使用【レンジで約２分】
山形県産はえぬきを
100％使用【レンジで約２分】

調理例調理例

申込番号 095
×10

国 産 素 材

人気のマースカレーレトルト版・マースカレー辛口レトルト版・
マースハヤシレトルト版とオリジナルスプーンが

セットになりました。

人気のマースカレーレトルト版・マースカレー辛口レトルト版・
マースハヤシレトルト版とオリジナルスプーンが

セットになりました。

★マースカレー（200g）×2、マースカレー辛口（200g）×2、マースハヤシ
（200g）×2、オリジナルスプーン×2　○賞24カ月　アマースカレーレト
ルト版・マースカレー辛口レトルト版・マースハヤシレトルト版：小麦、乳

オリエンタル マースカレーセット
（オリジナルスプーン2本付）

申込番号 092

特価 円(税込2,220円)2,056

4種類のなごやめし商品とオリジナルスプーンが
セットになりました。

4種類のなごやめし商品とオリジナルスプーンが
セットになりました。

★名古屋どてめし（160g）×1、名古屋カレーうどん三河赤鶏（270g)×1、あんかけスパ
ゲッティーソーストマト味（150g）×1、肉味噌カレー（180g）×1、オリジナルスプーン×1
○賞 18カ月　ア名古屋どてめし：小麦、 名古屋カレーうどん三河赤鶏レトルト：小麦、乳

なごやめしセット
（オリジナルスプーン1本付）

申込番号 093

特価 円(税込1,400円)1,297
★200g×5　○賞24ヶ月　ア小麦、乳

マースカレー
レトルト版

申込番号 094

本体
価格 円(税込1,360円)1,260

×5

昭和37年発売のロングセラー
「マースカレー」のレトルト版
昭和37年発売のロングセラー
「マースカレー」のレトルト版

３種類のなごやめし商品とオリジナルスプーンと
フォークがセットになりました。
３種類のなごやめし商品とオリジナルスプーンと
フォークがセットになりました。

★名古屋どてめし（160g）×2、名古屋カレーうどんの素（120g)×2、あんかけあんかけス
パゲッティーソーストマト味（150g）×2、オリジナルスプーン×1、オリジナルフォーク×1

○賞18ヶ月　ア【名古屋どてめし】：小麦、
【名古屋カレーうどんの素】：小麦、乳、落花生

名古屋三昧セット
申込番号 091

本体
価格 円(税込2,220円)2,056

豚ホルモンとコンニャクを八丁味噌と
オリエンタル独自のマースチャツネで
じっくりやわらかく煮込みました

豚ホルモンとコンニャクを八丁味噌と
オリエンタル独自のマースチャツネで
じっくりやわらかく煮込みました

魯肉飯（ルーローハン）は、
台湾の屋台などで提供されている

ローカルフードです。

魯肉飯（ルーローハン）は、
台湾の屋台などで提供されている

ローカルフードです。

ほとばしる辛味と旨味のカレーミンチを
ご飯や麺と絡めて、名古屋の味を

ご賞味ください

ほとばしる辛味と旨味のカレーミンチを
ご飯や麺と絡めて、名古屋の味を

ご賞味ください

★130g×5　○賞24ヶ月　ア小麦

台湾魯肉飯
（ルーローハン）

申込番号 089

本体
価格 円(税込1,400円)1,297

×5 台湾カレーミンチ

★130g×5　○賞24ヶ月　ア小麦

申込番号 090

本体
価格 円(税込1,360円)1,260

×5名古屋どてめし

★160g×5　○賞18ヶ月　ア小麦

申込番号 088

本体
価格

×5

本体
価格

円(税込1,360円)1,260

おすすめ（飲料・缶詰・ご飯等）

4※原材料はこちらをご覧下さい。http://www.gifugaku.jp/list_typeA.jsp?menuid=14577&funcid=2
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申込番号 原材料 申込番号 原材料

009　リサイクルパルプ１００％
010　マッシュルーム水煮（マッシュルーム（国産）、食塩）／酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤
011　大豆（黄大豆（北海道）（遺伝子組換えでない）、青大豆（北海道）（遺伝子組換えでない））、

金時豆（北海道）、手亡豆（白いんげん豆）（北海道）、食塩
012　うずら卵（国産）、食塩
013　さば（国産）、食塩
014　さば（国産）、砂糖、みそ（大豆を含む）、でん粉／調味料（アミノ酸）
015　さけ（北海道）、食塩、植物油脂（なたね油）、砂糖、清酒
016　発芽玄米粉（発芽玄米（国産米））、白米粉（白米（国産））、オリーブ油／加工でん粉、増粘剤

（アルギン酸エステル、増粘多糖類）
017　発芽玄米粉（発芽玄米（国産米））、白米粉（白米（国産））／加工でん粉、増粘剤（アルギン

酸エステル、増粘多糖類）
018　半固体状ドレッシング（食用植物油脂、液卵、食酢（りんごを含む）、砂糖、食塩、小麦でん粉）

（国内製造）、ソテーオニオン、きはだまぐろ、野菜エキス（たまねぎ、にんじん、キャベツ）、
大豆油、食塩、香辛料（乳成分を含む）／調味料（アミノ酸）、増粘剤（タマリンドシードガ
ム）、香辛料抽出物

019　小麦粉（小麦（国産））、砂糖、でん粉、粉末油脂、マルトデキストリン、バターミルクパウダー
（乳成分を含む）、乾燥卵白（卵を含む）、食塩／加工でん粉、膨張剤、乳化剤（大豆由来）、増
粘多糖類、香料

020　糖類（砂糖（国内製造）、ぶどう糖）、ブルーベリー／酸味料、ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤 
021　いちご（チリ、モロッコ）、糖類（砂糖、ぶどう糖）／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
022　メイプルシロップ
023　はちみつ（中国）
024　小豆（北海道）、砂糖、小豆あん、食塩／甘味料（ソルビトール）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐ

Ｈ調整剤
025　小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄（卵黄、砂糖）、

油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープルシュガー、麦芽エキ
ス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH
調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

026　【いちご小町】いちごジャム（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニ
ング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、ゲル化剤（増粘多糖類）、
乳化剤、着色料（紅麹、パプリカ色素）、酸味料、pH調整剤、リン酸Ca、香料、(一部に小麦・
卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【クロワッサンリッチ】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳
成分・大豆を含む)

027　【クリーム小町】ミルク風味クリームフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ
種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、
加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カロテン、紅麹）、
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【カレーパン】小麦粉（国内製造）、カレーフィリング（デキストリン、麦芽糖、砂糖、粒状大豆
たんぱく、でんぷん、パン粉、ソテーオニオン、チキンブイヨン、ビーフエキス、食塩、カレーソ
テー、カレー粉、小麦粉、香辛料、ブイヨン、シロップ）、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、加工デンプン、
乳化剤、調味料（アミノ酸等）、酢酸Na、香辛料抽出物、pH調整剤、グリシン、香料、着色料
（カロテン、アナトー）、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

　　　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【クロワッサンスティックショコラ】小麦粉（国内製造）、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、
ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化
剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

028　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

029　【カフェオレ小町】カフェオレ風味フラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ
種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプ
ン、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カラメル）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆
を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ

種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

030　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【メロン小町】メロンフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、
卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【デニッシュミルク】小麦粉（国内製造）、ミルクフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラー
ド、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

031　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【メロン小町】メロンフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、
卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

　　　【デニッシュバター】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

032　【クロワッサンリッチ】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳
成分・大豆を含む)

　　　【スイートポテト小町】さつまいもフィリング（さつまいも、コーンシロップ、砂糖、デキストリ
ン、生あん、植物油脂、バター、加糖卵黄、乳糖、カゼイン、洋酒、食塩）（国内製造）、小麦粉、
砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、白ごま、麦芽エ
キス、酵母／乳化剤、pH調整剤、香料、増粘多糖類、着色料（クチナシ、カロテン）、(一部に
小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

033　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【クリーム小町】ミルク風味クリームフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトー
ネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトー
ル、加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カロテン、紅
麹）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

034　小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パネトーネ種、
ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、
（一部に小麦･卵・乳成分・大豆を含む）

035　小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒
糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、着色
料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

036　小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、

脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
037　小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、

脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
038　小麦粉（国内製造）、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニ

ング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む)

039　こいくちしょうゆ、昆布／アルコール、(一部に大豆・小麦を含む)
040　食塩・鰹節・鯖節・うるめ節・鰯節・だし昆布・椎茸粉末・砂糖・調味料（アミノ酸等）・粉末醤油

（大豆・小麦）・L型発酵乳酸カルシウム
041　鰹節・鯖節・うるめ節・昆布・椎茸・デキストリン・酵母エキス
042　食用ごま油
043　きゅうり（国産）、たまねぎ（アメリカ）、赤ピーマン（チリ）、漬け原材料（砂糖、醸造酢、食塩、

香辛料）／増粘多糖類、香辛料抽出物、着色料（ウコン色素）
044　大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない）
045　芽ひじき（国産）
046　スイートコーン（アメリカ産）（遺伝子組換えでない）、食塩、ｐＨ調整剤（クエン酸）
047　鶏ささみ肉（国産）、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、米油、ジン

ジャーエキス、食塩
048　トマト、トマトピューレー／ｐＨ調整剤
049　野菜（たまねぎ、トマト、マッシュルーム、にんじん、にんにく、パセリ）、トマトペースト、砂糖、

大豆油、食塩、コンソメ（乳成分・小麦・鶏肉を含む）、酵母エキス、ローストオニオン、香辛料
／加工でん粉、酸味料

050　野菜（たまねぎ、にんじん）、トマトペースト、食肉（牛肉、豚肉）、砂糖、大豆油、食塩、オニオ
ンペースト、酵母エキス、チキンエキス、香辛料／加工でん粉、着色料（カラメル）

051　【飛騨高山らーめん醤油味】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、かん
すい、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞醤油、食塩、動物油脂、砂糖、かつお節エキス、濃縮醤油、畜肉エキス（豚、鶏）、野
菜エキス、香辛料/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、増粘剤（キサンタンガム）

　　　【飛騨高山らーめん朴葉味噌味】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、
かんすい、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞味噌（国内製造）、たん白加水分解物、醤油、油脂（豚脂、ごま油）、食塩、砂糖、
ガーリックエキス、ごま、香辛料、発酵調味料/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん）

052　【飛騨濃厚花椒担々麵】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、かんす
い、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞ねりごま（国内製造）、たん白加水分解物、砂糖、食塩、ラー油、植物油脂、ポーク
エキス、しょうゆ、みそ、おろししょうが、香味油、酵母エキス、香辛料、ローストガーリック
ペースト、豆板醤/調味料（アミノ酸等）、酒精、乳化剤、カラメル色素、パプリカ色素、香辛料
抽出物

053　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、粉末野菜、香辛料、
卵白）、かやく（キャベツ、たまねぎ、にんじん）、添付調味料（砂糖、食塩、粉末ソース、香辛
料、粉末しょうゆ、米油）、ふりかけ（あおさ、紅しょうが）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、炭酸Ｃａ、かんすい、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増
粘多糖類、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

054　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ）、スープ
（ポークエキス、チキンエキス、糖類（麦芽糖、ぶどう糖、砂糖）、香辛料、しょうゆ、乳等を主
要原料とする食品、野菜調味油、野菜エキス、たん白加水分解物、魚介エキス、香味油、食
塩、オニオンパウダー、魚醤、ポーク調味油）、かやく（キャベツ、いか、魚肉練り製品、味付
卵、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ、ローズマリー抽出物）、着色料（ベニコウジ色素、カラメル、カロチン）、焼成Ｃａ、酸味料、
香料、乳化剤、炭酸Ｍｇ、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・
かに・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む）

055　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、砂糖、しょうゆ、ポークエキス、 チキンエ
キス、たん白加水分解物）、スープ（豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、たまねぎ、でん
粉、砂糖、マーガリン、食塩、香味調味料、にんじん、魚介エキス、ピーナッツバター、香味油、
香辛料）、かやく（味付豚ミンチ、フライドポテト、にんじん、ねぎ）／加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチン、アナトー色素、パプリカ色素）、炭酸Ｃａ、増粘剤
（グァーガム）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、ｐＨ調整剤、焼成Ｃ
ａ、香料、酸味料、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・落花生・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ごまを含む）

056　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、た
ん白加水分解物）、かやく（味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、にんじん、ねぎ）、スープ（乳
糖、しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、チキンエキス、ポークエキス、
メンマパウダー）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチ
ン、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、焼成Ｃａ、乳化剤、増粘
多糖類、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・え
び・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）

057　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛
料）、スープ（豚脂、ポークエキス、小麦粉、糖類（砂糖、麦芽糖）、粉末しょうゆ、でん粉、すり
ごま、ねりごま、香辛料（花椒、唐辛子）、チキンエキス）、かやく（味付肉そぼろ、いりごま、チ
ンゲン菜、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止
剤（ローズマリー抽出物、ビタミンＥ）、酸味料、着色料（カラメル、カロチン）、セルロース、
焼成Ｃａ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま
を含む）

058　コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、インドネシア、エルサルバドル）
059　コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グアテマラ）
060　砂糖、鶏卵、小麦粉、水飴、白双糖、レギュラーコーヒー、蜂蜜、香料
061　砂糖、大手芒、小豆、コーヒー、寒天
062　ユーグレナグラシリス（みどりむし）、ローヤルゼリー、鮫軟骨抽出油（コンドロイチン含有）、

ビール酵母、ゼラチン、ステアリン酸Ｃａ、着色料（酸化チタン、鉄葉緑素）成人の方1日3～6粒
069　りんご（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、米黒酢／香料
070　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、果汁（アセロラ、ローズヒップ）、ビタミンＣ、酸味

料、香料
071　果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、うめ果汁／ビタミンＣ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６
072　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、ブルーベリー果汁／酸味料、香料、クエン酸鉄Ｎａ
073　りんご（輸入）、米黒酢／香料、甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）
074　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、果汁（ぶどう、クランベリー、ざくろ、ローズヒップ）、ざくろ

酢、精製はちみつ／酸味料、香料
075　濃縮にんじん（にんじん（アメリカ））、果実（りんご（濃縮還元）、オレンジ（濃縮還元）、レモ

ン（濃縮還元））、野菜（トマト（濃縮還元）、ケール（濃縮還元）、小松菜（濃縮還元）、アスパ
ラガス（濃縮還元）、キャベツ（濃縮還元）、カリフラワー（濃縮還元）、赤キャベツ（濃縮還
元）、赤ピーマン（濃縮還元）、ブロッコリー（濃縮還元）、かぼちゃ（濃縮還元））／香料

076　にんじん、果実（りんご、オレンジ、うんしゅうみかん、ぶどう、パインアップル、バナナ、レモ
ン、マンゴー、いちご） 

077　大豆（国産フクユタカ大豆１００％使用）（遺伝子組換えでない）
078　大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖、水あめ）、植物油脂、アーモンドペースト、

マロンペースト、食塩／乳酸Ｃａ、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、ビタミンＥ
079　大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖）、植物油脂、麦

芽エキス、カフェインレスコーヒー、食塩／乳酸Ｃａ
080　さば（国産）、食塩
081　さば（国産）、砂糖、みそ（大豆を含む）、本みりん、でん粉、穀物酢（小麦を含む）、食塩、しょ

うが
082　さば（国産）、香味食用油、バジルペースト、食塩、ガーリックエキス、でん粉、酵母エキス、レ

モン果汁／銅含有酵母エキス、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）
083　さば（国産）、オリーブ油、食塩、ガーリックエキス、野菜エキス
084　きはだまぐろ（輸入）、昆布だし、野菜エキス、食塩、オニオンエキス、濃縮トマト
085　きはだまぐろ（輸入）、なたね油、昆布だし、野菜エキス、食塩、オニオンエキス、濃縮トマト
086　きはだまぐろ(輸入）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オニオンエキス、貝エキス、昆布だし、食

塩／増粘剤（キサンタン）
087　きはだまぐろ（輸入）、なたね油、植物たん白加水分解物、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オニ

オンエキス、食塩、キャベツエキス／増粘剤（キサンタン）
088　豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ(大豆、食塩)、オニオンピューレ、砂糖、米発酵調味液、

チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛料／増粘剤(加工
でん粉)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む)

089　豚肉（デンマーク、メキシコ）、オニオンピューレ、醤油、椎茸、コーンスターチ、粒状大豆たん
白、紹興酒、はちみつ、加工黒糖、砂糖、にんにく加工品、オイスターエキス、食塩、香辛料、た
ん白加水分解物、デキストリン、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・豚肉
を含む）

090　挽き肉（牛肉、豚肉）、オニオンピューレ（中国製造）、醤油、砂糖、粒状大豆たん白、ロースト
ガーリック、カレー粉、コーンスターチ、香辛料、オイスターエキス、にんにく加工品、トマト
ペースト、ビーフエキス、ポテトフレーク、しょうが加工品、食塩、かつお節エキス／調味料
（アミノ酸等）、酸味料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む)

091　【あんかけスパゲッティーソース　トマト味】オニオンピューレ（中国製造）、トマトペースト、
チャツネ、植物油(大豆油、菜種油、ごま油)、にんにく加工品、香辛料、ビーフエキス、食塩、
しょうが加工品、かつお節エキス、砂糖／増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味
料、(一部に牛肉・ごま・大豆・りんごを含む)

　　　【名古屋カレーうどんの素】小麦粉（国内製造）、豚脂、カレー粉、砂糖、食塩、コーンスター
チ、醤油、豚たん白加水分解物、かつお節エキス、発酵調味液、全粉乳、ピーナッツバター、ト
マトペースト、香辛料、いりこだし、リンゴペースト、オニオンパウダー、ガーリックパウダー／
調味料（アミノ酸等）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・落花生・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【名古屋どてめし】豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ（大豆、食塩）、オニオンピューレ、砂
糖、米発酵調味液、チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛
料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・
りんごを含む)

092　【マースカレーレトルト版】野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリア）、小
麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミ
ングパウダー、食塩、にんにく加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンス
ターチ、ビーフエキス、ウスターソース／調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、（一部
に小麦･乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【マースカレーレトルト版　辛口】野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリ
ア）、小麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、ク
リーミングパウダー、食塩、にんにく加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コー
ンスターチ、ビーフエキス、ウスターソース／カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽
出物、酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【マースハヤシ　レトルト版】玉ねぎ（国産）、牛肉、マッシュルーム、小麦粉、トマトペースト、
食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、デミグラスソース、チャツネ、ローストオニオン、コーンス
ターチ、オニオンエキスパウダー、砂糖、食塩、赤ワイン、ウスターソース、ビーフエキス、醤
油、にんにく加工品、しょうが加工品、香辛料／調味料(アミノ酸等)、酸味料、（一部に小麦･
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)

093　【名古屋どてめし】豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ（大豆、食塩）、オニオンピューレ、砂
糖、米発酵調味液、チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛
料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・
りんごを含む)

　　　【あんかけスパゲッティーソース　トマト味】オニオンピューレ（中国製造）、トマトペースト、
チャツネ、植物油(大豆油、菜種油、ごま油)、にんにく加工品、香辛料、ビーフエキス、食塩、
しょうが加工品、かつお節エキス、砂糖／増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味
料、(一部に牛肉・ごま・大豆・りんごを含む)

　　　【肉味噌カレー】鶏挽き肉（国産）、オニオンピューレ、野菜（にんじん、たけのこ）、豆みそ、ト
マトペースト、食用油脂（大豆油、菜種油、ごま油）、チキンブイヨン、みりん、にんにく加工
品、香辛料、カレー粉、砂糖、しょうが加工品、赤ワイン、食塩／調味料（アミノ酸）、増粘剤
(加工でん粉)、（一部にごま・大豆・鶏肉を含む）

　　　【名古屋カレーうどん　三河赤鶏　レトルト】オニオンピューレ（中国製造）、鶏肉、油あげ、
小麦粉、食用油脂（豚脂、乳脂肪、大豆油）、カレー粉、食塩、みりん、砂糖、全粉乳、醤油、か
つお節エキス、豚たん白加水分解物、いりこだし、にんにく加工品、香辛料、トマトペースト、
リンゴペースト／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・大豆・
鶏肉・豚肉・りんごを含む）

094　野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリア）、小麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂
肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミングパウダー、食塩、にんに
く加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、ビーフエキス、ウス
ターソース／調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦･乳成分・牛肉・大豆・
豚肉・りんごを含む）

095　うるち米（山形県産はえぬき）
096　もち米、小豆、食塩
097　うるち米（新潟県）
098　もち米（国産）、うるち米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、こんにゃく、しいたけ、しょうゆ

（大豆・小麦を含む）、油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、米発酵調味液、砂糖、チキンエキ
ス、食塩、調味料（アミノ酸）、トレハロース、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤（クエン酸）



申込番号 原材料 申込番号 原材料

009　リサイクルパルプ１００％
010　マッシュルーム水煮（マッシュルーム（国産）、食塩）／酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤
011　大豆（黄大豆（北海道）（遺伝子組換えでない）、青大豆（北海道）（遺伝子組換えでない））、

金時豆（北海道）、手亡豆（白いんげん豆）（北海道）、食塩
012　うずら卵（国産）、食塩
013　さば（国産）、食塩
014　さば（国産）、砂糖、みそ（大豆を含む）、でん粉／調味料（アミノ酸）
015　さけ（北海道）、食塩、植物油脂（なたね油）、砂糖、清酒
016　発芽玄米粉（発芽玄米（国産米））、白米粉（白米（国産））、オリーブ油／加工でん粉、増粘剤

（アルギン酸エステル、増粘多糖類）
017　発芽玄米粉（発芽玄米（国産米））、白米粉（白米（国産））／加工でん粉、増粘剤（アルギン

酸エステル、増粘多糖類）
018　半固体状ドレッシング（食用植物油脂、液卵、食酢（りんごを含む）、砂糖、食塩、小麦でん粉）

（国内製造）、ソテーオニオン、きはだまぐろ、野菜エキス（たまねぎ、にんじん、キャベツ）、
大豆油、食塩、香辛料（乳成分を含む）／調味料（アミノ酸）、増粘剤（タマリンドシードガ
ム）、香辛料抽出物

019　小麦粉（小麦（国産））、砂糖、でん粉、粉末油脂、マルトデキストリン、バターミルクパウダー
（乳成分を含む）、乾燥卵白（卵を含む）、食塩／加工でん粉、膨張剤、乳化剤（大豆由来）、増
粘多糖類、香料

020　糖類（砂糖（国内製造）、ぶどう糖）、ブルーベリー／酸味料、ゲル化剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤 
021　いちご（チリ、モロッコ）、糖類（砂糖、ぶどう糖）／ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
022　メイプルシロップ
023　はちみつ（中国）
024　小豆（北海道）、砂糖、小豆あん、食塩／甘味料（ソルビトール）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐ

Ｈ調整剤
025　小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄（卵黄、砂糖）、

油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープルシュガー、麦芽エキ
ス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH
調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

026　【いちご小町】いちごジャム（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニ
ング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、ゲル化剤（増粘多糖類）、
乳化剤、着色料（紅麹、パプリカ色素）、酸味料、pH調整剤、リン酸Ca、香料、(一部に小麦・
卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【クロワッサンリッチ】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳
成分・大豆を含む)

027　【クリーム小町】ミルク風味クリームフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ
種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、
加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カロテン、紅麹）、
(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【カレーパン】小麦粉（国内製造）、カレーフィリング（デキストリン、麦芽糖、砂糖、粒状大豆
たんぱく、でんぷん、パン粉、ソテーオニオン、チキンブイヨン、ビーフエキス、食塩、カレーソ
テー、カレー粉、小麦粉、香辛料、ブイヨン、シロップ）、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトール、加工デンプン、
乳化剤、調味料（アミノ酸等）、酢酸Na、香辛料抽出物、pH調整剤、グリシン、香料、着色料
（カロテン、アナトー）、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)

　　　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【クロワッサンスティックショコラ】小麦粉（国内製造）、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、
ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化
剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

028　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

029　【カフェオレ小町】カフェオレ風味フラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ
種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプ
ン、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カラメル）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆
を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ

種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

030　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【メロン小町】メロンフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、
卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【デニッシュミルク】小麦粉（国内製造）、ミルクフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラー
ド、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パ
ネトーネ種、ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エ
キス、酵母／加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カ
ロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

031　【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【メロン小町】メロンフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、
卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

　　　【デニッシュバター】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショー
トニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

032　【クロワッサンリッチ】小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、
ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳
成分・大豆を含む)

　　　【スイートポテト小町】さつまいもフィリング（さつまいも、コーンシロップ、砂糖、デキストリ
ン、生あん、植物油脂、バター、加糖卵黄、乳糖、カゼイン、洋酒、食塩）（国内製造）、小麦粉、
砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、白ごま、麦芽エ
キス、酵母／乳化剤、pH調整剤、香料、増粘多糖類、着色料（クチナシ、カロテン）、(一部に
小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む)

　　　【デニッシュカスタード】小麦粉（国内製造）、カスタードフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

033　【黒糖クロワッサン】小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マー
ガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・
乳成分・大豆を含む)

　　　【クリーム小町】ミルク風味クリームフラワーペースト（国内製造）、小麦粉、砂糖、パネトー
ネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ソルビトー
ル、加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（カロテン、紅
麹）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

　　　【デニッシュチョコ】小麦粉（国内製造）、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ
種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽
エキス、酵母／加工デンプン、乳化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む)

　　　【メープルワッフル】小麦粉（国内製造）、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖
卵黄（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、植物油脂）、パネトーネ種、転化糖、メープル
シュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母／加工デンプン、乳化剤、香
料、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

034　小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パネトーネ種、
ラード、マーガリン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エキス、酵母／
加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、
（一部に小麦･卵・乳成分・大豆を含む）

035　小麦粉（国内製造）、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒
糖、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／加工デンプン、着色
料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)

036　小麦粉（国内製造）、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、

脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
037　小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、

脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
038　小麦粉（国内製造）、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニ

ング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む)

039　こいくちしょうゆ、昆布／アルコール、(一部に大豆・小麦を含む)
040　食塩・鰹節・鯖節・うるめ節・鰯節・だし昆布・椎茸粉末・砂糖・調味料（アミノ酸等）・粉末醤油

（大豆・小麦）・L型発酵乳酸カルシウム
041　鰹節・鯖節・うるめ節・昆布・椎茸・デキストリン・酵母エキス
042　食用ごま油
043　きゅうり（国産）、たまねぎ（アメリカ）、赤ピーマン（チリ）、漬け原材料（砂糖、醸造酢、食塩、

香辛料）／増粘多糖類、香辛料抽出物、着色料（ウコン色素）
044　大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない）
045　芽ひじき（国産）
046　スイートコーン（アメリカ産）（遺伝子組換えでない）、食塩、ｐＨ調整剤（クエン酸）
047　鶏ささみ肉（国産）、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、米油、ジン

ジャーエキス、食塩
048　トマト、トマトピューレー／ｐＨ調整剤
049　野菜（たまねぎ、トマト、マッシュルーム、にんじん、にんにく、パセリ）、トマトペースト、砂糖、

大豆油、食塩、コンソメ（乳成分・小麦・鶏肉を含む）、酵母エキス、ローストオニオン、香辛料
／加工でん粉、酸味料

050　野菜（たまねぎ、にんじん）、トマトペースト、食肉（牛肉、豚肉）、砂糖、大豆油、食塩、オニオ
ンペースト、酵母エキス、チキンエキス、香辛料／加工でん粉、着色料（カラメル）

051　【飛騨高山らーめん醤油味】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、かん
すい、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞醤油、食塩、動物油脂、砂糖、かつお節エキス、濃縮醤油、畜肉エキス（豚、鶏）、野
菜エキス、香辛料/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、増粘剤（キサンタンガム）

　　　【飛騨高山らーめん朴葉味噌味】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、
かんすい、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞味噌（国内製造）、たん白加水分解物、醤油、油脂（豚脂、ごま油）、食塩、砂糖、
ガーリックエキス、ごま、香辛料、発酵調味料/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん）

052　【飛騨濃厚花椒担々麵】＜麺＞小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、かんす
い、加工でんぷん、クチナシ色素

　　　＜スープ＞ねりごま（国内製造）、たん白加水分解物、砂糖、食塩、ラー油、植物油脂、ポーク
エキス、しょうゆ、みそ、おろししょうが、香味油、酵母エキス、香辛料、ローストガーリック
ペースト、豆板醤/調味料（アミノ酸等）、酒精、乳化剤、カラメル色素、パプリカ色素、香辛料
抽出物

053　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、粉末野菜、香辛料、
卵白）、かやく（キャベツ、たまねぎ、にんじん）、添付調味料（砂糖、食塩、粉末ソース、香辛
料、粉末しょうゆ、米油）、ふりかけ（あおさ、紅しょうが）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、炭酸Ｃａ、かんすい、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増
粘多糖類、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

054　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ）、スープ
（ポークエキス、チキンエキス、糖類（麦芽糖、ぶどう糖、砂糖）、香辛料、しょうゆ、乳等を主
要原料とする食品、野菜調味油、野菜エキス、たん白加水分解物、魚介エキス、香味油、食
塩、オニオンパウダー、魚醤、ポーク調味油）、かやく（キャベツ、いか、魚肉練り製品、味付
卵、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ、ローズマリー抽出物）、着色料（ベニコウジ色素、カラメル、カロチン）、焼成Ｃａ、酸味料、
香料、乳化剤、炭酸Ｍｇ、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・
かに・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む）

055　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、砂糖、しょうゆ、ポークエキス、 チキンエ
キス、たん白加水分解物）、スープ（豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、たまねぎ、でん
粉、砂糖、マーガリン、食塩、香味調味料、にんじん、魚介エキス、ピーナッツバター、香味油、
香辛料）、かやく（味付豚ミンチ、フライドポテト、にんじん、ねぎ）／加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチン、アナトー色素、パプリカ色素）、炭酸Ｃａ、増粘剤
（グァーガム）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、ｐＨ調整剤、焼成Ｃ
ａ、香料、酸味料、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・落花生・
大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ごまを含む）

056　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、た
ん白加水分解物）、かやく（味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、にんじん、ねぎ）、スープ（乳
糖、しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、チキンエキス、ポークエキス、
メンマパウダー）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチ
ン、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、焼成Ｃａ、乳化剤、増粘
多糖類、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・え
び・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）

057　油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛
料）、スープ（豚脂、ポークエキス、小麦粉、糖類（砂糖、麦芽糖）、粉末しょうゆ、でん粉、すり
ごま、ねりごま、香辛料（花椒、唐辛子）、チキンエキス）、かやく（味付肉そぼろ、いりごま、チ
ンゲン菜、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止
剤（ローズマリー抽出物、ビタミンＥ）、酸味料、着色料（カラメル、カロチン）、セルロース、
焼成Ｃａ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごま
を含む）

058　コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、インドネシア、エルサルバドル）
059　コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グアテマラ）
060　砂糖、鶏卵、小麦粉、水飴、白双糖、レギュラーコーヒー、蜂蜜、香料
061　砂糖、大手芒、小豆、コーヒー、寒天
062　ユーグレナグラシリス（みどりむし）、ローヤルゼリー、鮫軟骨抽出油（コンドロイチン含有）、

ビール酵母、ゼラチン、ステアリン酸Ｃａ、着色料（酸化チタン、鉄葉緑素）成人の方1日3～6粒
069　りんご（輸入）、果糖ぶどう糖液糖、米黒酢／香料
070　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、果汁（アセロラ、ローズヒップ）、ビタミンＣ、酸味

料、香料
071　果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、うめ果汁／ビタミンＣ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６
072　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、ブルーベリー果汁／酸味料、香料、クエン酸鉄Ｎａ
073　りんご（輸入）、米黒酢／香料、甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）
074　果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、果汁（ぶどう、クランベリー、ざくろ、ローズヒップ）、ざくろ

酢、精製はちみつ／酸味料、香料
075　濃縮にんじん（にんじん（アメリカ））、果実（りんご（濃縮還元）、オレンジ（濃縮還元）、レモ

ン（濃縮還元））、野菜（トマト（濃縮還元）、ケール（濃縮還元）、小松菜（濃縮還元）、アスパ
ラガス（濃縮還元）、キャベツ（濃縮還元）、カリフラワー（濃縮還元）、赤キャベツ（濃縮還
元）、赤ピーマン（濃縮還元）、ブロッコリー（濃縮還元）、かぼちゃ（濃縮還元））／香料

076　にんじん、果実（りんご、オレンジ、うんしゅうみかん、ぶどう、パインアップル、バナナ、レモ
ン、マンゴー、いちご） 

077　大豆（国産フクユタカ大豆１００％使用）（遺伝子組換えでない）
078　大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖、水あめ）、植物油脂、アーモンドペースト、

マロンペースト、食塩／乳酸Ｃａ、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、ビタミンＥ
079　大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖）、植物油脂、麦

芽エキス、カフェインレスコーヒー、食塩／乳酸Ｃａ
080　さば（国産）、食塩
081　さば（国産）、砂糖、みそ（大豆を含む）、本みりん、でん粉、穀物酢（小麦を含む）、食塩、しょ

うが
082　さば（国産）、香味食用油、バジルペースト、食塩、ガーリックエキス、でん粉、酵母エキス、レ

モン果汁／銅含有酵母エキス、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）
083　さば（国産）、オリーブ油、食塩、ガーリックエキス、野菜エキス
084　きはだまぐろ（輸入）、昆布だし、野菜エキス、食塩、オニオンエキス、濃縮トマト
085　きはだまぐろ（輸入）、なたね油、昆布だし、野菜エキス、食塩、オニオンエキス、濃縮トマト
086　きはだまぐろ(輸入）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オニオンエキス、貝エキス、昆布だし、食

塩／増粘剤（キサンタン）
087　きはだまぐろ（輸入）、なたね油、植物たん白加水分解物、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オニ

オンエキス、食塩、キャベツエキス／増粘剤（キサンタン）
088　豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ(大豆、食塩)、オニオンピューレ、砂糖、米発酵調味液、

チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛料／増粘剤(加工
でん粉)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む)

089　豚肉（デンマーク、メキシコ）、オニオンピューレ、醤油、椎茸、コーンスターチ、粒状大豆たん
白、紹興酒、はちみつ、加工黒糖、砂糖、にんにく加工品、オイスターエキス、食塩、香辛料、た
ん白加水分解物、デキストリン、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・豚肉
を含む）

090　挽き肉（牛肉、豚肉）、オニオンピューレ（中国製造）、醤油、砂糖、粒状大豆たん白、ロースト
ガーリック、カレー粉、コーンスターチ、香辛料、オイスターエキス、にんにく加工品、トマト
ペースト、ビーフエキス、ポテトフレーク、しょうが加工品、食塩、かつお節エキス／調味料
（アミノ酸等）、酸味料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む)

091　【あんかけスパゲッティーソース　トマト味】オニオンピューレ（中国製造）、トマトペースト、
チャツネ、植物油(大豆油、菜種油、ごま油)、にんにく加工品、香辛料、ビーフエキス、食塩、
しょうが加工品、かつお節エキス、砂糖／増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味
料、(一部に牛肉・ごま・大豆・りんごを含む)

　　　【名古屋カレーうどんの素】小麦粉（国内製造）、豚脂、カレー粉、砂糖、食塩、コーンスター
チ、醤油、豚たん白加水分解物、かつお節エキス、発酵調味液、全粉乳、ピーナッツバター、ト
マトペースト、香辛料、いりこだし、リンゴペースト、オニオンパウダー、ガーリックパウダー／
調味料（アミノ酸等）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・落花生・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【名古屋どてめし】豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ（大豆、食塩）、オニオンピューレ、砂
糖、米発酵調味液、チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛
料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・
りんごを含む)

092　【マースカレーレトルト版】野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリア）、小
麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミ
ングパウダー、食塩、にんにく加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンス
ターチ、ビーフエキス、ウスターソース／調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、（一部
に小麦･乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【マースカレーレトルト版　辛口】野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリ
ア）、小麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、ク
リーミングパウダー、食塩、にんにく加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コー
ンスターチ、ビーフエキス、ウスターソース／カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽
出物、酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む）

　　　【マースハヤシ　レトルト版】玉ねぎ（国産）、牛肉、マッシュルーム、小麦粉、トマトペースト、
食用油脂(豚脂、乳脂肪、大豆油)、デミグラスソース、チャツネ、ローストオニオン、コーンス
ターチ、オニオンエキスパウダー、砂糖、食塩、赤ワイン、ウスターソース、ビーフエキス、醤
油、にんにく加工品、しょうが加工品、香辛料／調味料(アミノ酸等)、酸味料、（一部に小麦･
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)

093　【名古屋どてめし】豚もつ（国産）、こんにゃく、豆みそ（大豆、食塩）、オニオンピューレ、砂
糖、米発酵調味液、チャツネ、にんにく加工品、みりん、しょうが加工品、ポークペースト、香辛
料／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸）、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉・
りんごを含む)

　　　【あんかけスパゲッティーソース　トマト味】オニオンピューレ（中国製造）、トマトペースト、
チャツネ、植物油(大豆油、菜種油、ごま油)、にんにく加工品、香辛料、ビーフエキス、食塩、
しょうが加工品、かつお節エキス、砂糖／増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、酸味
料、(一部に牛肉・ごま・大豆・りんごを含む)

　　　【肉味噌カレー】鶏挽き肉（国産）、オニオンピューレ、野菜（にんじん、たけのこ）、豆みそ、ト
マトペースト、食用油脂（大豆油、菜種油、ごま油）、チキンブイヨン、みりん、にんにく加工
品、香辛料、カレー粉、砂糖、しょうが加工品、赤ワイン、食塩／調味料（アミノ酸）、増粘剤
(加工でん粉)、（一部にごま・大豆・鶏肉を含む）

　　　【名古屋カレーうどん　三河赤鶏　レトルト】オニオンピューレ（中国製造）、鶏肉、油あげ、
小麦粉、食用油脂（豚脂、乳脂肪、大豆油）、カレー粉、食塩、みりん、砂糖、全粉乳、醤油、か
つお節エキス、豚たん白加水分解物、いりこだし、にんにく加工品、香辛料、トマトペースト、
リンゴペースト／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・大豆・
鶏肉・豚肉・りんごを含む）

094　野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉（オーストラリア）、小麦粉、食用油脂(豚脂、乳脂
肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミングパウダー、食塩、にんに
く加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、ビーフエキス、ウス
ターソース／調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦･乳成分・牛肉・大豆・
豚肉・りんごを含む）

095　うるち米（山形県産はえぬき）
096　もち米、小豆、食塩
097　うるち米（新潟県）
098　もち米（国産）、うるち米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、こんにゃく、しいたけ、しょうゆ

（大豆・小麦を含む）、油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、米発酵調味液、砂糖、チキンエキ
ス、食塩、調味料（アミノ酸）、トレハロース、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤（クエン酸）
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