きょうされん 2022年度 冬季販売事業 食品カタログ

人気の定番商品！
おいしく食べやすく
仕上げた
3種ミックスです︒

食塩無添加の
個食タイプの
ミックスナッツ︒

香ばしい豆菓子です︒
ベストセラー商品！

48 お徳用 あとひき豆

49トン 素焼きナッツ
食塩無添加ミックスナッツ

¥1,150（税込）軽

¥1,520（税込）軽

50 さかなっつハイ!
10g×30P

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㈱

ひまわりの種・かぼちゃの種・
レーズン・バナナチップ等を
ミックスしました。

手軽においしく
食べられる
小魚のスナック。

51 おばあちゃんの
焼こあじ

NEW

たんぽの
秋田名物のきり
。
す
お得なセットで

みんなで手軽に
あったかおうちごはん

53うるめフライ

¥1,050（税込）軽

¥1,080（税込）軽

特定原材料：ー 内容量：205g
賞味期限：150日 ㈱一榮食品

伝統の味を
手軽に
美味しく
！

うるめいわしの
おいしさ、
骨までまるごと。

52 健康菓集
ナッツ&フルーツ

¥1,180（税込）軽

特集

¥1,620（税込）軽

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

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：10 ヶ月 名糖産業㈱
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炙ってみそたれを
つけても美味しい！

特定原材料：ー
内容量：90g
（2尾×約27袋）
賞味期限：120日 ㈱金城軒

特定原材料：ー 内容量：340g
賞味期限：120日 ㈱一榮食品

秋田
の味

美味しく健康な毎日！
においも
少なく、
食べやすい

ニュージーランド産の
マヌカ蜂蜜は一般的な蜂蜜より
抗菌成分が多く含まれています。

54 マヌカ蜂蜜 MG50+
（クリームタイプ）

※写真はイメージです
NEW

1 秋田名物手提げきりたんぽセット
（箱入）

たわわに実った柿の実
を
天日に干した干し柿を
用いた
人気の銘菓です。

55 元祖梅にんにく
（200g）

¥2,050（税込）軽

¥1,080（税込）軽

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：きりたんぽ70g×6本（3本×2袋）
、なべつゆ
（しょうゆ味）50g×1袋、みそたれ35g×1袋
賞味期限：180日 渡辺食品工業㈱

特定原材料：小麦
内容量：200g（100g×2袋）
賞味期限：365日 山本食品工業㈱

特定原材料：ー
内容量：200g×1
賞味期限：2年 ㈱山田養蜂場

マイルドに
食べやすい
クリーム状！

小粒にんにくとかつお節の旨み、
梅の酸味が1つとなった
絶妙な味わいです。

なべつゆ・
みそたれ付
きで
2種類楽し
めてお得！

毎日の食卓で大活躍！
しじみ約100個分の
オルニチン（1杯当り）配合。

お湯を
注ぐだけ

57 毎日のおみそ汁30P

56 いつものおみそ汁5種セット

¥1,200（税込）軽

¥1,180（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：171g（5.7g×30食）
乾燥わかめ、乾燥ネギ入り
賞味期限：365日
東海農産㈱

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

クリーミーで
コクがある、
北海道産
コーン使用。

58 ろくさん亭
道場六三郎 スープ・味噌汁セット10食

¥1,460（税込）軽

2 やま柿

¥970（税込）軽

包装

特定原材料：ー 内容量：12個
賞味期限：60日 國和産業㈱

売上の一部が
第46回全国大会inさいたまの
協賛金となります

NEW

59 北海道コーンスープ

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
昆布と野菜の味噌汁、とん汁 各1食
賞味期限：360日 トップ卵㈱

¥1,190（税込）軽

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

取扱作業所名

3 埼玉 寿製麺 よしかわ

¥1,180（税込）軽

特定原材料：小麦・卵
内容量：麺 110g×3 煮干醤油スープ60g×3
賞味期限：90日 ㈱アイランド食品

NEW

牛肉のうまみが
ご飯へ染み込んでいます。
5 飛騨牛ひつまぶし

社会福祉法人あまね

¥1,080（税込）軽

4 草加せんべい
（赤）

¥1,080（税込）軽

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〜
「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。

NEW

全国大会応援企画

栄養たっぷり

伝統的な堅焼きせんべいとして
長年愛され続ける﹁草加せんべい﹂
の
アソートセットです︒

和の匠、道場六三郎監修の
フリーズドライスープセット。

歯切れの良い細麺と
煮干しの力強さが
ガツンと効いた
味わいの一杯です︒

毎日食べたくなる
味噌汁5種類のセットです。

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

包装

特定原材料：小麦・卵
内容量：醤油4枚、胡麻4枚、切り海苔2枚 海苔・
白砂糖・七味唐辛子・ざらめ各1枚
賞味期限：180日 ㈱東彰

全国大会応援企画
売上の一部が
第46回全国大会inさいたまの
協賛金となります

「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。

タレと山椒
付き

特定原材料：小麦
内容量：飛騨牛ひつまぶしご飯245g
タレ10ml 山椒0.2g
賞味期限：12 ヶ月 ㈱葵フーズディナーズ

■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。

KYOSAREN

WINTER FOOD CATALOG 01

ば
そ
・
ん
ど
う
・
ン
ラーメ

冬のあったか ごちそう麺 はいかがですか？
乾麺なのにまるで
生麺のような食感が
味わえます。

NEW

おす
すめ
詰め ラーメン
合わ
せ！！

11 ご当地ラーメン紀行

¥1,180（税込）軽

昔ながらの
なつかしい味わい

お鍋ひとつで
簡単調理!

特定原材料：小麦・卵
内容量：札幌・黒帯本店味噌味、帯広・らぁめんとん平醤油味（麺80ｇ・スープ付）
喜多方・一平醤油味、尾道・尾道醤油味、博多・博多豚骨味
（麺70ｇ・スープ付）
賞味期限：180日 ㈱クックランド

12 高山らーめん 5食 醤油味

全国ラーメン味めぐり
熊本
とんこつラーメン

¥1,180（税込）軽

あっさり
醤油味

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㈱

長崎
あごだしラーメン

6 九州ラーメン味めぐり4食

¥1,180（税込）軽

特定原材料：小麦・卵
内容量：博多とんこつラーメン
（めん70g、液体スープ30g）
×1食、
長崎あごだしラーメン
（めん70g、
液体スープ29g）
×1食、
熊本とんこつラーメン
（めん70g、液体スープ30g）
×1食、
鹿児島とんこつラーメン
（めん70g、液体スープ30g）
×1食
賞味期限：180日 ㈱エン・ダイニング

博多
とんこつラーメン

胡麻の濃厚なコクと
ラー油の辛さ、
山椒のしびれる
辛さをお楽しみください。

鹿児島
とんこつラーメン

自家製のやわらかで
厚みのある
本格チャーシュー

13 中国料理
「大笑」
四川風白ごま担々麺

とことんこだわって作り上げた
スープに、
マー油を加えた味は
驚くほどにまろやか。

濃厚
とんこつ

定番
醤油

8 熊本ラーメン繁盛店
もっこす亭とんこつラーメン5食

¥1,290（税込）軽

¥1,180（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

クリーミーで
濃厚

そば粉を八割使用した
風味豊かな信州そばです。

ストックしておくと便利です！

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㈱

7 喜多方ラーメンプレミアム
「厚み」
4食

¥1,810（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：生麺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

化学調味料不使用で、
麺には100%国内産の
小麦粉、
そば粉を
使用しています

NEW

15 ノンカップ麺彩色セット

¥1,450（税込）軽

特定原材料：そば・小麦
内容量：220g×4袋
賞味期限：365日 山本食品㈱

半生ならではの
モチモチ感とコシを
味わえる讃岐うどん

風味豊かな
愛知県岡崎の
八丁味噌仕立て︒

¥1,490（税込）軽

14 田舎造り 信州そば

の定番！梅干し
常備 食
昔ながらの酸っぱい
塩っぱい味です。

16 本場紀州の梅干500g

¥1,650（税込）軽

特定原材料：ー
内容量：500g
賞味期限：365日 （有）
大野農園

9 味噌煮込みうどん 5食

¥1,530（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：麺120g×5 みそ60g×5
賞味期限：60日 ㈱樽政本店
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お湯を
注ぐだけ

特定原材料：小麦・乳・そば
内容量：国産ねぎ入りそば、和風カレーうどん、
わかめラーメン、チキン味 各2食
賞味期限：6 ヶ月 トーエー食品㈱

10 半なま讃岐うどん包丁切り

¥1,300

（税込）軽 包装

まろやかなはちみつと
南高梅の旨みが
合わさった豊かな味

17 紀州南部の南高梅はちみつ

¥1,080（税込）軽

特定原材料：ー
内容量：400g
賞味期限：180日 （有）
大野農園

特定原材料：小麦
内容量：半生うどん220g×2、
めんつゆ（20mlx4）
×1、かつお節
（2gx2）×1
賞味期限：3 ヶ月 石丸製麺㈱

WINTER FOOD CATALOG 03

美味しいスイ
ーツ
冬の

NEW

23 ひととえ こがね芋

¥1,180（税込）軽

3層のクリスピー
ウエハース

¥1,550（税込）軽

特定原材料：小麦・乳・落花生
内容量：45g×12個
賞味期限：18 ヶ月 A.Loacker AG
特定原材料：ー
内容量：5個
賞味期限：180日 （有）
米良食品

羊羹の新しい食べ方をご提案します！
NEW

21 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

24 ひととえ 濃厚ベイクドショコラ

¥1,180（税込）軽

っぷりに仕 上
味た
げま
旨
の

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：4号（直径約12㎝）
賞味期限：45日 ㈱平田屋

包装

特定原材料：卵・小麦・乳
内容量：濃厚ベイクドショコラ 8個
賞味期限：90日 ㈱中島大祥堂

Drink

¥1,080税込）軽

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

あたためて
ふんわり

冷して
しっとり

スイーツと一緒にどうぞ！

料理にも使えます！

厳選した香り、風味ともにこだわったドリップコーヒー

20トーストヨーカン2袋セット

鉄分プラス！

¥970（税込）軽

特定原材料：ー
内容量：12個×2袋
賞味期限：360日 ㈱菊水屋

26ドリップバッグ
スペシャルブレンド

ロングセラーのヨーグルトレーズンに
植物性乳酸菌、
さらに鉄を
プラスしてリニューアルしました。

22 植物性乳酸菌
ヨーグルトレーズン10g×30袋

¥1,300（税込）軽

おつまみ

27 乳酸菌入り九州産大麦若葉青汁

¥1,380（税込）軽

¥1,980（税込）軽

特定原材料：ー
内容量：8g×36袋
賞味期限：1年 ハマヤ㈱

特定原材料：乳
内容量：300g（10g×30袋）
賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱

特定原材料：ー
内容量：90g
（3g×30）
賞味期限：2年 ㈱新日配薬品

ロングセラ
ー

国産もち米を使用。
花椒パウダーを使用し、
ピリ辛の麻辣味のあられです。

25 ビアードパパのしっとり濃厚チーズケーキ

九州産大麦若葉に
シールド乳酸菌 ®
300億個配合した
青汁です︒

羊羹をうすく食べやすい大きさに
仕上げた商品です！
トーストにのせて焼くだけ！
簡単に小倉トースト風の完成！
もちろんそのままお召し上がり
いただいてもOKです。

材

アクセントに
ラム酒

た！
し

濃い甘みが
特徴の
「紅はるか」

素

¥1,450（税込）軽

包装

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：こがね芋 10個
賞味期限：120日 ㈱中島大祥堂

19 ロアカー クラシック ピーナッツバター

18 柚子小町
（栗）
5個入りセット

濃厚な味わいが
特徴のベイクド
チーズケーキです。

上品な甘さと︑
芋本来の風味を
お楽しみください︒

NEW

濃厚でとろける
カカオのケーキ︒

宮崎県産のゆず皮を甘露煮にし︑
甘露煮の栗を練り状にして巻いた
お菓子です︒爽やかな風味が
癖になるお菓子です︒

Winter Sweets

なると金時芋
使用

香ばしい
ピーナッツバタークリームを
サンドしました。

NEW

29 海鮮煎餅グッドセレクション

¥1,080（税込）軽

老舗豆菓子屋がお届けする、
冬ならではの味わいでアソートしました。

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。

おつまみの定番3種を
詰め合わせしました。

の

特定原材料：小麦・乳・えび・かに
内容量：15ｇ×9袋（うに煎餅・かに煎餅・
こんぶ煎餅×各3袋）
賞味期限：120日 北海道製菓㈱

NEW

お

菓子

濃厚な甘塩味のうに風味、
あっさり上品な塩味のかに風味、
北海道産昆布を練り込んだ昆布風味の
3種入りです。

こがね
さきいか

30 丹波黒大豆入りおかき
（TO-11）

¥1,180（税込）軽

28 麻辣えびラー油あられ

¥750（税込）軽

特定原材料：小麦・乳・えび
内容量：135g（個装紙込み）
賞味期限：210日 森白製菓㈱
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特定原材料：ー
内容量：小判22枚
賞味期限：90日 西田製菓㈱

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。

31 豆みっくす 冬ver.

¥980（税込）軽

特定原材料：小麦・乳・落花生
内容量：きなこ豆、竹炭豆:約15g×5袋ずつ
あんころ豆:約15g×4袋
ホワイトチョコレート豆 約15ｇ×3袋
黒胡麻豆腐豆 約12g×3袋
賞味期限：120日 徳永製菓㈱

32 焼きたらチーズ120g
2個セット

¥1,250（税込）軽
特定原材料：小麦・乳
内容量：120g×2個
賞味期限：120日 長谷食品㈱

まろやか
甘露
いか天

あっさり
サクサク
のり天
うす塩味

33 おつまみお楽しみセット

¥1,260（税込）軽

特定原材料：小麦・卵
内容量：こがねさきいか/70g
あっさりサクサクのり天うす塩味/75g まろやか甘露いか天/60g
賞味期限：120日 ㈱金城軒

WINTER FOOD CATALOG 05

ストック食品で 簡単 便利おいしいね
タヒチ風ビーフカレー

ジャワ風ビーフカレー

NEW

愛知県産のあゆを香ばしく
焼き上げ、甘露煮にしました。
一匹丸ごと骨まで食べられます。

忙しい日の夕飯に
手軽に栄養補給 !
カレーコーナー

40 焼あゆ甘露煮

素材の味をいかし、
エキス類も
最小限に抑えてすっきりとした
味わいに仕上げました。

¥1,300（税込）軽
特定原材料：小麦 内容量：200g×2
賞味期限：90日 ㈱セキヤ食品工業

バターチキンカレー

バター
チキンカレー

※イメージ画像

欧風
ビーフカレー

34 ワールドカレー 4種詰合せ

¥1,250（税込）軽

化学
調味料
不使用

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

きょうされんカレー売れてます！

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㈱

¥1,620（税込）軽

38 北海昆布セット

¥1,550

（税込）軽

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

丹波篠山産黒大豆を、艶良く
ふっくらと煮上げ、
あっさり
とした味わいに仕上げました。

¥1,300（税込）軽
特定原材料：乳・小麦・卵
内容量：160g
賞味期限：120日 長谷食品㈱

44 日高昆布

¥1,350（税込）軽

特定原材料：ー
内容量：165g
賞味期限：365日
㈱シマウマ

45 食用オリーブ油

¥1,300（税込）軽

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

特定原材料：小麦
内容量：8.8g×50包（440ｇ）
賞味期限：547日 ㈲サバ

北海道産のほたてと
国産の野菜でつくった
贅沢な炊き込みごはんの素。

お 正 月 の 準 備 に ！
国産の真昆布の
おいしさ、柔らかさを実感
できる三品詰合せ。

¥1,620（税込）軽

¥1,200（税込）軽
特定原材料：小麦
内容量：明太いわし270g×1、
いわし甘露煮170g×1
賞味期限：90日 松下食品㈱

旨味たっぷりの
海鮮だしで
炊き上げました︒

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㈱

43 SABA 鰹ふりだし

41 明太いわしといわし
甘露煮詰合せ

42 北海道名産チーズいか
（カマンベールチーズ入り）

クセがなくなじみやすい
タイプのオイルです︒

¥1,620（税込）軽

37 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”
（辛口）

定番

煮上がりが早く
使い勝手の良い
日高昆布︒

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㈱

36 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”
（甘口）

Spicy

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︒

¥1,620（税込）軽

Mild

辛いもの好きの方に
満足いただけるよう
仕上げました︒

35 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）

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

深いコクと豊かな
香りの中辛カレー︒

Standard

2種類の味わい。
ごはんのおかずに
大活躍!

北海道産のするめいかをサッと焼き︑
胴体にカマンベール入りの柔らかいチーズを
詰めました︒
着色料不使用︒

ジャワ風
ビーフカレー

欧風ビーフカレー

新鮮な国産いわしを使用した
明太子をまぶした明太いわしと︑
骨が柔らかくなるまで煮込んだ甘露煮

タヒチ風
ビーフカレー

食卓に海産物も
取り入れて
バランスよく！

39 丹波篠山産 丹波黒煮豆

¥1,300（税込）軽

47 海鮮雑炊4種セット

¥950（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：260g（130g×2袋）
賞味期限：180日
メグミフーズ㈱

46 北海道産 ほたてめし

¥1,080（税込）軽

特定原材料：卵・乳・小麦・えび・かに
内容量：ほぐし身入りかに雑炊20.5g×1、
ほぐし身入りさけ雑炊20.7g×1、
炙りたらこ雑炊21g×1、
まるごと貝柱雑炊19.8g×1
賞味期限：1年 アサヒグループ食品㈱

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
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