¥1,520（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：500g（塩分18%）
賞味期限：365日 （有）
大野農園

特定原材料：なし
内容量：380g（塩分8%）
賞味期限：180日 （有）
大野農園

¥970（税込）軽

¥1,080（税込）軽

NEW

特定原材料：小麦・乳
内容量：71.4g
（うなぎレトルト21g、
茶漬けパック2.8g）
×3セット
賞味期限：365日 東海農産㈱

特定原材料：なし 内容量：340g（個装紙込み）
賞味期限：120日 ㈱一榮食品

クリーミーで
コクがある。
北海道産
コーン使用。

▶5種の種実
ひまわりの種 かぼちゃの種
すいかの種 アーモンド
カシューナッツ

特定原材料：小麦・乳
内容量：16.5g×15袋
（粉末）
賞味期限：1年 ㈱北海大和

2 フリーズドライ お惣菜3種セット
4食
¥1,200（税込）軽

NEW

▶3種の果実
干しぶどう クコの実 バナナチップ

ご飯に特製タレで焼いたうなぎを乗せて︑

60 健康菓集 ナッツ&フルーツ

わさび風味のお茶漬けに温かいお茶を

¥1,080（税込）軽

3 うなぎ茶漬け

注いでお召し上がりください︒

59 北海道コーンスープ

¥1,620（税込）軽

を注ぐだけの
お湯
簡単調理

やわらか牛肉の卵とじ

とろっと卵の親子煮
特定原材料：小麦・卵・えび
内容量：とろっと卵の親子煮（22.5g×2袋）
五目中華あんかけ
（17g×1袋）
やわらか牛肉の卵とじ
（23.8g×1袋）
賞味期限：1年
アサヒグループ食品㈱

五目中華あんかけ

https://www.kyosaren.or.jp/

〒164-0011 東京都中野区中央 5-41-18 東京都生協連会館 4F
TEL 03-5385-2223 FAX 03-5385-2299
E-mail zenkoku@kyosaren.or.jp

お

材をトッピ
の具
ング
み
好

！！

あたりまえに働きえらべるくらしを〜障害者権利条約を地域のすみずみに〜

熊本の郷土料理﹁太平燕﹂︒

取扱作業所名

簡単！ 美味しい！ 春雨スープです︒

和の匠、道場六三郎監修の
フリーズドライスープセット。

¥1,080（税込）軽

特定原材料：えび・小麦・乳・卵
内容量：
（はるさめ10g、具材入り粉末スープ7.6g）
×8食入り 賞味期限：1年 重光産業㈱

マグカップに入れてお湯を注ぐだけで

特定原材料：小麦・卵・乳 内容量：たまごスープ、わかめと
油あげの味噌汁、かきたま味噌汁赤だし仕立、茄子の
味噌汁、各2食 とん汁、昆布と野菜の味噌汁 各1食
賞味期限：360日 トップ卵㈱

4 皇帝 太平燕 チキン味

NEW

5 万能塩鰹茶漬け

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：100g
賞味期限：6 ヶ月 ㈲三角屋水産

塩鰹そばめし

塩鰹うどん

昆布︑
胡麻︑
海苔︑
若布を混ぜ合わせ︑

62 ろくさん亭 道場六三郎 スープ・
味噌汁セット10食 ¥1,450（税込）軽

西伊豆の郷土料理である塩鰹︒

¥1,080（税込）軽

「きょうされ ん」は、全国の障害の あ る 人 た ち の
「 働く・暮 らす」を 支える活 動を 行な っています。

「伊豆特産品大賞」
「全国観光土産推奨品」

コウテイ タイ ピーエン

手軽に食べられるよう焼いて

61 いつものおみそ汁5種セット

骨を取り︑
ほぐしてあります︒

お湯を注ぐだけで、
だしの効いた
お味噌汁がお楽しみいただけます。

特定原材料：小麦・乳
内容量：10食（なす・とうふ・
なめこ
（赤だし）
・赤だし
（三つ葉入り）・
ほうれん草×各2食）
賞味期限：1年
アサヒグループ食品㈱

NEW

特定原材料：小麦・乳 内容量：寄せ鍋2人前
（スープ:150g、うどん麺:80g）
×1、
キムチ鍋2人前
（スープ:150g、ちゃんぽん麺:80g）
×1、
ちゃんこ鍋2人前
（スープ:150g、ラーメン麺:80g×1） 賞味期限：120日 ㈱彩食工房

毎日の食卓に簡単！手軽！な一品をどうぞ。
食物繊維やビタミンを含む栄養豊富
な木の実や果実をミックスしました。

1 こだわりたっぷり鍋詰め合わせ
（〆の麺付き）3種セット

備えておくと便利な食材です︒

蜂蜜を加えまろやかで食べやすい
うす塩仕上げの梅干し。

3種の鍋スープと各種〆の麺をセットにした、
こだわり鍋スープ詰合せです。

ランチに︑
お夜食に︑

日本一の梅の産地和歌山県みなべの梅を
丁寧につけ漬け込みました。

¥1,650（税込）軽

簡 単︑美味しい

58 紀州南部の南高梅
（はちみつ）
¥1,080（税込）軽

特集

57 本場紀州みなべの梅干

み んなで囲む
幸 せな食卓︒

︒

健康食として重宝されてきた梅干をお召し上がりください。

味噌ベースのスープにかつお・鶏・
椎茸の旨味を加えた風味豊かな

特定原材料：乳
内容量：10g×30袋
賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱

魚介の旨味たっぷりの
キムチ鍋 ︒

10

コチュジャン・豆板醤で辛味を出し︑

¥1,300（税込）軽

ちゃんこ鍋

特定原材料：なし 内容量：225g
賞味期限：150日 ㈱一榮食品

56 植物乳酸菌
ヨーグルトレーズン10g×30袋

奥深い味に仕上げた寄せ鍋 ︒

特定原材料：なし
内容量：90g（2尾×約27袋） 賞味期限：4 ヶ月 ㈱金城軒

特定原材料：落花生
内容量：10g×30袋 賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱
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醤油ベースのスープに
かつお・昆布のだしを合わせて

¥1,030（税込）軽

¥1,620（税込）軽

きょうされん 2021年度 冬季販売事業 食品カタログ

1袋 gで1億個の玄米由来の
植物性乳酸菌がおいしく
摂取できます︒

55 おばあちゃんの焼こあじ

しまあじを焙焼機でこんがり
焼きあげ︑
手軽においしく食べられる
スナックに仕上げました︒

厳選された小さいうるめいわしを
焙焼し︑
オイルコーティングで
加工しました︒
ロングセラーです︒

¥1,030（税込）軽

特定原材料：落花生
内容量：13g×25袋
（アーモンド、
カシューナッツ、落花生）賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱

53 さかなっつハイ!
10g×30P

学校給食採用商品︒
栄養士も
おオススメする食育おやつです︒

52トン 素焼きナッツ
食塩無添加ミックスナッツ

特定原材料：小麦・落花生
内容量：410g 箱入り 箱内チャック付き袋入り
賞味期限：300日 名糖産業㈱

54うるめフライ

健康志向のブームにより︑
無添加は
非常に人気が高まっています︒

¥1,030（税込）軽

ロングセラー商品︒
食べだしたら止まらない︒

51 お徳用 あとひき豆

塩鰹卵かけごはん

塩鰹茶漬け

■カタログ記載の賞味期限は、製造及び加工日からの日数です。
「軽減税率対象商品」
であることを意味しております。
軽 …このカタログに掲載しております飲食料品は、
「特定原材料」とは原材料に含まれているアレルギー特定原材料を表します。

KYOSAREN

WINTER FOOD CATALOG 01

NEW

10 讃岐うどん

包装

¥920（税込）軽
おうちのゆっくり時間に。
おつまみにおすすめ!

お召し上がり方

いろいろ！

オス
スメ

国産一夜干し
焼きいか

特定原材料：小麦
内容量：麺100g×5 とんこつスープ35g×5
マー油7g×5 賞味期限：60日 宮本産業㈱

17 おつまみお楽しみセット
（冬）

風味豊かな

¥1,180（税込）軽

愛知県岡崎の

八丁味噌仕立て︒

7 熊本ラーメン繁盛店
もっこす亭とんこつラーメン

あじわい
いかフライ

れんこん天
からし 味

濃厚なコクとラー油の辛さ︑

クリーミーな胡麻の

山椒のしびれる辛さを

熊本の頑固親父が

¥1,260（税込）軽

特定原材料：小麦・卵・落花生・乳
内容量：れんこん天からし味60g・あじわいいかフライ65g・
国産一夜干し焼きいか50g 賞味期限：120日 ㈱金城軒

11 味噌煮込みうどん 5食

飛騨高山で打たれた細ちぢれ麺︒

お鍋ひとつで簡単調理! 北は北海道、
南は九州まで全国ラーメン味めぐり。

9 喜多方プレミアムラーメン 厚み

個性たっぷりの各地のラーメンをお好みに合わせてご賞味ください。

¥1,720（税込）軽

12 ご当地ラーメン紀行

特定原材料：小麦
内容量：麺120g×4 醤油スープ35g×4
チャーシュー 25g×4 メンマ50g×1
賞味期限：45日 ㈱河京

¥1,080（税込）軽

18 北海道名産チーズいか
（カマンベールチーズ入り）
特定原材料：乳・小麦・卵
内容量：160g
賞味期限：120日 長谷食品㈱

¥1,250（税込）軽

美味しささらにアップ!

特定原材料：小麦・卵 内容量：（めん80g スープ付）×5袋 札幌黒帯本店・帯広らぁめんとん平・喜多方一平・尾道醤油味・
博多ラーメンとんこつ味 賞味期限：180日 ㈱クックランド

たっぷりの国産大しょうがを
皮ごとスライスして︑
蜂蜜に漬け込みました︒

一般的にははちみつよりも抗菌性が
高く︑
体調を崩しやすいときに
活用していただくのがおすすめ！

はちみつでイキイキ
ハーブ特有の
香りと濃厚でコク
のある味わい

そば粉8割使用した

丹波篠山産黒大豆を、
艶良くふっくらと煮上げ、

品格ある味わいの信州そば。

あっさりとした味わい！

年末年始
の準備に

なめらかな口どけのよいチーズを
魚肉シートにのせてオーブンで焼きあげました。

15 田舎造り 信州そば
14 マヌカ蜂蜜
（クリームタイプ）MG50+

13しょうがはちみつ漬

¥1,830

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：しょうがはちみつ漬450g×1 賞味期限：3年

02 WINTER FOOD CATALOG

¥2,050（税込）軽

㈱山田養蜂場

特定原材料：なし
内容量：200g 賞味期限：2年

㈱山田養蜂場

トースターで温めると

特定原材料：小麦・乳
内容量：麺 110g×5 醤油スープ36g×5
賞味期限：60日 高山めん本舗㈱

¥1,080（税込）軽

喜多方ラーメンの定番醤油味に︑

8 高山ラーメン 5食 醤油味

自家製のやわらかで厚みのある

本格チャーシューとメンマをセット！

昔ながらのなつかしい味わいは

スープは魚介鶏がらベースのあっさり醤油味︒

何度食べても食べ飽きることがありません︒

絶妙なハーモニー︒

¥1,400（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：生麺5食 味噌スープ×5
賞味期限：60日 ㈱樽政本店

チーズといかの

とことんこだわって作り上げたスープに︑

おどろくほどにまろやか︒

マー油を加えたスープは

とんこつ
ラーメンの
決定版!

お楽しみください︒

半生ならではのモチモチ感と

使い切りタイプのつゆ付きです︒

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦・卵
内容量：麺120g×4 スープ47g×4
ラー油1.5g×4 山椒2.4g×1
賞味期限：45日 ㈱堀製麺

コシを味わえるうどんです︒

特定原材料：小麦
内容量：半生讃岐うどん包丁切り
（つゆ付）260g×2袋
賞味期限：3 ヶ月 石丸製麺㈱

6 中国料理
「大笑」
四川風白ごま担々麺

の

あったか麺

冬

み特集
おつま

¥1,350（税込）軽

特定原材料：そば・小麦
内容量：220g×4袋
（約8人前）
賞味期限：1年 山本食品㈱

16 丹波篠山産 丹波黒煮豆

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：260g（130g×2袋）
賞味期限：6 ヶ月 丹波農産㈱

19 焼きたらチーズ2個セット

¥1,200（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：120g×2個セット
賞味期限：120日 長谷食品㈱

WINTER FOOD CATALOG 03

紅は
るか
を

6つの味

使

っぷりに仕
旨 味た
上げ
まし
材の
素
た
い

濃い甘みが
特徴の
﹁紅はるか﹂

冬スイーツ特集

!

7つの味が楽しめる
かわいいギフトボックスに入った
アソートチョコレート。

新食感

26 【オリジナル】
アソートチョコレート

NEW

おうちにいながら旅気分♪
生地には新潟産の米粉を使用し、
ニッポン各地のご当地フルーツを
軽くあっさりした食感に！
イメージしました。

いちご

りんご

マンゴー

青森の味
りんご

栃木の味
いちご

宮崎の味
マンゴー

¥1,300（税込）軽

特定原材料：乳・落花生
内容量：190g
（ティラミスチョコレート、
抹茶ティラミスチョコ、いちごパフェ、
生キャラメルチョコ、ニューアモンド&
ホワイトチョコレート、マカデミアナッツ、
カカオ70%（ガーナ）
、
ピーナッツロックチョコレート） 賞味期限：180日 株式会社ピュアレ

NEW

25 鹿児島県産紅はるか使用
紅いもスイーツ 3袋セット

¥1,080（税込）軽

特定原材料：なし 内容量：紅いもスイーツ60g×3袋
賞味期限：4 ヶ月 丸金食品㈱
高知の味
ゆず

ゆず

レモン

みかん

20 ニッポンのかりんとう 6種セット

広島の味
レモン

愛媛の味
みかん

※いちご、みかん、マンゴーに関しては
各産地の原料は使用しておりません。

国産もち米使用!
程よいラー油の辛さであとひく旨さ。

パリッと香ばしく、素材の旨み、
風味を大切にした逸品です。

栗を贅沢に練り込んだ栗ミルク餡を
こだわりの生地で包み、しっとり焼き上げました。

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：6種類（いちご・りんご・マンゴー・ゆず・レモン・みかん/各30g×1袋）
賞味期限：150日 ㈱パントーネシステム

くまもんの
パッケージ

濃厚な味わいが特徴の
ベイクドチーズケーキです︒

なると金時芋を使い、しっとり焼き上げた
和風スイートポテト。

29 めちゃうまラー油あられ

¥750

28 丹波黒大豆入りおかき
（TO-11）
27 月下の熊本城

¥1,080（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：小判22枚

賞味期限：90日 丹波農産㈱

冬ならではの味わいで
アソートしました︒

21 ビアードパパの
しっとり濃厚チーズケーキ

¥1,080（税込）軽
特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：4号 直径12㎝
賞味期限：45日 ㈱麦の穂

¥1,180

22 ひととえ こがね芋
なると金時芋の和風スイートポテト 包装
特定原材料：小麦・卵・乳 内容量：こがね芋 10個
賞味期限：90日 ㈱中島大祥堂

食感・風味の違いを
是非食べ比べて下さい︒

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：15個 賞味期限：60日 清正製菓㈱

（税込）軽
特定原材料：小麦・乳
内容量：135g（個装紙込み） 賞味期限：210日 森白製菓㈱

（税込）軽

NEW

31 三種のお米せんべい

¥860（税込）軽

30 豆みっくす 冬ver.

¥1,080（税込）軽

¥860（税込）軽

特定原材料：小麦・えび
内容量：18枚入り
（もち麦、
焼きむすび、おこげ 各6枚）
賞味期限：120日 山盛堂本舗㈱

特定原材料：小麦・乳・落花生
内容量：きなこ豆、竹炭豆:約15g×5袋づつ
あんころ豆:約15g×4袋 ホワイトチョコレート豆、
黒胡麻とうふ豆:約15g×3袋づつ
賞味期限：120日 徳永製菓㈱

あったか飲み物で一息

24 ロシアケーキ
（15個）包装

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦・卵・乳・落花生
内容量：ロシアケーキ15個 賞味期限：180日 中山製菓㈱

23 ロカボ・スタイル
メープルフィナンシェ

¥640（税込）軽

32 HAMAYAスペシャルブレンド ドリップ・バッグ
特定原材料：なし
内容量：8g×36袋

¥1,200（税込）軽

賞味期限：12 ヶ月 ハマヤ㈱

（30P）
33 減脂プーアール茶 ティーバッグ

¥1,080（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：5g×30パック
（ティーバッグ）
賞味期限：1年 ㈲益田製茶

高知県産ゆずと
瀬戸内産はっさくを使用︒

50%オフ

体にも優しい
スイーツ。

プーアール茶を焙煎殺菌して︑
飲みやすく仕上げました︒

老舗コーヒーメーカーが︑
こだわったドリップコーヒーが
手軽に味わえます︒

糖質

チョコレート︑フルーツジャム
などをデコレーションした
素朴で懐かしいお菓子です︒

メープルシロップのやさしい甘さが広がる、
しっとりとしたフィナンシェです。

1杯にレモン約34個分（700mg）
の
ビタミンＣ配合

34 まるごと ゆずはっさく

¥1,080（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：15g×22袋
賞味期限：180日 ㈱おばねや

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：6個入り 賞味期限：120日 ㈱中島大祥堂

04 WINTER FOOD CATALOG

WINTER FOOD CATALOG 05

わかめ、めかぶ、ねぎ、えごま、煎りごまが
入って、美味しいスープに仕上げました。

手軽 におうちご飯！

35 飛騨牛肉味噌

NEW

NEW

ごはんのお供に
おすすめ!

NEW

42 からだ想いのとろとろスープ

43 薬膳美人 ミックスナッツ

¥1,300（税込）軽

¥860（税込）軽

特定原材料：乳・小麦
内容量：116.6g
（5.3g×22食）
賞味期限：1年 東海農産㈱

特定原材料：なし
内容量：189g
（27g×7袋）
賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱

ゴーヤチップス スナック小豆 クコノ実

¥860

¥1,180（税込）軽

レトルトカレー
タヒチ風ビーフカレー

特定原材料：小麦
内容量：まろやかきゅうり200g
（100g×2）
あとひきごぼう200g（100g×2）
賞味期限：8 ヶ月 梅辰㈱

いわしの甘露煮と明太子をまぶした明太いわし、
2種類の味わい。

北海道産のほたてでつくった
贅沢な炊き込みごはんの素。

お弁当にも
便利!

アーモンド

深いコクと豊かな香りの中辛カレー。

45 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”（スタンダード）

¥1,620（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×5袋
（レトルトパウチ）
賞味期限：2年 宮島醤油㈱

ジャワ風ビーフカレー

北海道産の真昆布のおいしさ、
柔らかさを実感できる、函館発の三品詰合せ。

国産の
野菜使用！

クルミ

きょうされんカレー売れてます！

温めるだけ！

36 まろやかきゅうり・あとひきごぼうセット

（税込）軽
特定原材料：小麦
内容量：120g
賞味期限：1年 ㈱葵フーズディナーズ

薬膳×ナッツの
新ルーティーン。

素材由来のとろみ

まろやかきゅうりは︑
昆布の旨味があとを引きます︒

NEW

あとひきごぼうは︑醤油ベースの
甘辛味に仕上げました︒

﹁飛騨牛﹂
を贅沢に使い︑
山菜を加えた肉味噌です︒

温かいご飯に
のせて

薬膳で気・血・水のバランスを整えて、
2種類のナッツで栄養補給!

フルーツチャツネやりんごの甘みと
うまみがぎゅっと溶け込むまろやかな味わい

お正月料理
にオススメ

バターチキンカレー

46 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”（甘口）

欧風ビーフカレー

¥1,620（税込）軽

特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×5袋
（レトルトパウチ）
賞味期限：2年 宮島醤油㈱

辛いもの好きの方に
満足いただけるよう仕上げました。

37 明太いわしといわし甘露煮詰合せ

¥1,200（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：明太いわし 300g いわし甘露煮 170g
賞味期限：3 ヶ月 松下食品㈱

38 北海道産 ほたてめし

¥1,030（税込）軽

特定原材料：小麦 内容量：146g
（具材33g×2
たれ 40g×2）米2~3合用が2セット
賞味期限：120日 ㈲ヤマチュウ食品

39 北海昆布セット
（昆布巻&昆布の佃煮詰合せ）

¥1,450（税込）軽

47 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”（辛口）

化学調味料無添加で
体にやさしい、
おいしいカレー。

44 ワールドカレー 4種詰合せ

特定原材料：小麦
内容量：たっぷり鰊巻/2本、たっぷり鮭巻/2本、
生結び昆布/100g
賞味期限：90日 マルキチ食品㈱

¥1,250（税込）軽

¥1,620（税込）軽
特定原材料：小麦・乳
内容量：200g×5袋
（レトルトパウチ）
賞味期限：2年 宮島醤油㈱

特定原材料：小麦・乳・えび
内容量：タヒチ風ビーフカレー・ジャワ風ビーフカレー・
欧風ビーフカレー 各180g×1・バターチキンカレー 160g
（レトルトパウチ） 賞味期限：730日 エム・シーシー食品㈱

※辛さに弱い方やお子様は御注意ください。

NEW

調味料コーナー

クラムチャウダー

ミネストローネ

特定原材料：小麦
内容量：豚干肉（和風甘たれ醤油風味）
30g×2袋
賞味期限：180日 ㈱山野井

48 日高昆布

特定原材料：なし
内容量：165g
賞味期限：360日 ㈱シマウマ
参鶏湯
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¥1,300（税込）軽

49 【大容量】鰹ふりだし
（50包入り）

¥1,620（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：8.8g×50パック
（ティーパックタイプ）
賞味期限：547日 ㈲サバ

クセがなくなじみやすい
タイプのオイルです︒

¥860（税込）軽

¥1,120（税込）軽

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：スーパー大麦入りミネストローネ、
スーパー大麦入りクラムチャウダー、もち麦入り
参鶏湯、押麦入り黒酢酸辣湯 各160g×1袋
賞味期限：1年 エム・シーシー食品㈱

料理が楽しくなる調味料をご用意しました！
高級素材を調味料とバランス良く配合した
天然素材主体の本格派和風だしです︒

41 世界のスープセット 4食
40 食仙人珍味 豚干肉 2個セット

煮上がりが早く使い勝手の良い日高昆布は︑
昆布巻きなどにオススメです︒

噛むごとに味わいが増して
豚肉本来の旨味と
コクが味わえます︒

世界各国をイメージしたスープは、
具材がたっぷり入って満足度の高い
スープに仕上がっています。

50 オリーブオイル

¥1,190（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：182g（箱入り）
賞味期限：540日 小豆島オリーブ㈱

黒酢酸辣湯
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