きょうされん 2021年度 夏季販売事業 食品カタログ

さかなの栄養をそのままに、
手軽においしく食べられる
小魚のスナック。
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48 健康菓集 ナッツ&フルーツ

¥1,080（税込）軽
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

木の実や果実、種を
一口食べ切りサイズにしました。

¥1,520（税込）軽

¥1,030

（税込）軽
特定原材料：なし 内容量：225g（個装紙込み）
賞味期限：150日 ㈱一榮食品

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㈱

果肉
増量

さを閉じ込めた
国産フルーツの美味し
かな
シャーベットとなめら
ート。
ザ
デ
スの
イ
ヨーグルトア

うるめいわしのおいしさ︑
骨までまるごと︒
人気のロングセラー商品︒

人気の
定 番 商 品！！

1 ひととえ 凍らせて食べるアイスデザート
〜国産フルーツ入り〜 包装

¥1,620

（税込）軽
特定原材料：乳
内容量：青森ふじりんご&ヨーグルト味（107g）×1、
瀬戸内柚子檸檬&ヨーグルト味（107g）×2、
北海道メロン&ヨーグルト味（107g）×1、
福岡あまおう&ヨーグルト味（107g）×1、
山形ラ・フランス&ヨーグルト味（107g）×1
賞味期限：180日間 ㈱中島大祥堂

栄養士も
おオススメする
食育おやつです。

51 お徳用 あとひき豆

50 さかなっつハイ!10g×30P

49うるめフライ

¥1,030（税込）軽

¥1,620（税込）軽

¥1,030（税込）軽

特定原材料：落花生
内容量：10g×30袋（アーモンド・味付いわし・落花生）
賞味期限：180日 東洋ナッツ食品㈱

特定原材料：なし
内容量：90g（個装紙込み）
賞味期限：4ヶ月 ㈱金城軒

レモンを皮︑
種まで
丸ごとすりおろして
配合した粉末清涼飲料︒

ロングセラー商品。
ピーナッツを寒梅粉（もち米粉）で
くるんだ香ばしい豆菓子です。

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㈱

手軽で美味しい！食卓の強い味方！
セット内容リニューアル

1杯分にレモン
約28個分（約570mg）の
ビタミンＣ配合。

2 瀬戸田町産レモン使用 レモネード

¥1,080（税込）軽

クリーミーで
コクがある。
北海道産
コーン使用。

特定原材料：なし
内容量：330g（15g×22袋）
賞味期限：180日 ㈱おばねや

¥1,080（税込）軽

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

NEW

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㈱

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袋でしじみ75個分の
オルニチンを配合しました。

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。

54 大容量!しじみのみそ汁 24P

便利な
個包装
タイプ

特定原材料：なし
内容量：30g×8包×2袋セット
賞味期限：120日 ㈱丸将木曽路家

沖縄県産黒糖蜜を使用した
優しい甘さのわらび餅との
贅沢なコラボレーション。

和のデザート

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㈱

取扱作業所名

5 井村屋 カップ水ようかん C-15

包装

¥1,080

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：黒わらび餅89g×6個 黒きな粉 3.5g×6
賞味期限：180日 ㈱中島大祥堂

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〜

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

¥1,620（税込）軽

4 ひととえ 黒わらび餅

「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。

夏ギフトの定番品

¥1,080（税込）軽

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：6.5g×24袋
賞味期限：365日 東海農産㈱

小豆本来の風味を堪能できます。
素材ならではのとろける甘さと、
みずみずしさをお楽しみください。

3 まいにち甘酒

55 いつものおみそ汁5種セット

¥1,300（税込）軽

﹁飲む点滴﹂と言われる
甘酒で夏バテ対策に
お役立てください︒

53 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

52 北海道コーンスープ

夏にピッタリ！
冷たくて美味しいスイーツ

46トン 素焼きナッツ
食塩無添加ミックスナッツ

47 おばあちゃんの
焼こあじ

食塩無添加の
個食タイプの
ミックスナッツ。

特定原材料：なし
内容量：水ようかん煉/6個 水ようかん抹茶/4個
水ようかん小倉/4個
賞味期限：1年 井村屋㈱

■記載のある賞味期限は、製造・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

SUMMER FOOD CATALOG 01

おつまみにもピッタリ！

おうち時間のお供に
味
6つのわり
の食感
こだ

おしゃれなパッケージと
食べきりサイズ感が
大好評！ 6つの味が
楽しめるアソートセット︒

自家挽きしたアーモンドプードルを
使用し︑爽やかな瀬戸内レモンの
果汁を加え焼きあげました︒

NEW

NEW

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

7 パン屋の作ったかりんとう6種セット 夏ver

¥1,080

（税込）軽
特定原材料：小麦・乳・落花生
内容量：黒糖かりんとう57g・キャラメルかりんとう55g・シナモンかりんとう55g・
ピーナッツかりんとう55g・抹茶かりんとう55g・甘酒かりんとう55g
賞味期限：90日 ㈱パントーネシステム

12 めちゃうまラー油あられ
黒糖かりんとう

キャラメルかりんとう

シナモンかりんとう

¥1,400（税込）軽

13 焼たらチーズ2個セット

国産餅米を
使用。

¥750（税込）軽

6 スティックフィナンシェ
〈瀬戸内レモン〉

NEW

沖縄産ラー油に刻みねぎと
ローストオニオンで味付けしました。
程よい辛さでおつまみにも良く合います。

特定原材料：小麦・乳
内容量：めちゃうまラー油あられ 135g（個装込み）
賞味期限：210日 森白製菓㈱

¥1,200

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㈱

（税込）軽

トースターで
温めると
美味しさアップ。

全国大会 売上の一部が第44回全国大会
応 援
at オンラインの協賛金となります。

特定原材料：卵・小麦・乳
内容量：瀬戸内レモンスティック
フィナンシェ/10本
賞味期限：150日 井桁堂㈱

夏のおつまみにぴったりな海苔わさび豆をはじめ、
お子様に人気の高いカレーそら豆、
竹炭豆などを含む人気の豆菓子5種の詰合せです。

人気おつまみのアソートセット。
食べだしたら止まらない美味しさです。

全国大会 売上の一部が第44回全国大会
応 援
at オンラインの協賛金となります。

ピーナッツかりんとう

抹茶かりんとう

甘酒かりんとう
お子様に
も人気！

夏の爽やかドリンク

¥1,950（税込）軽

じっくり煎り上げた黒豆と︑
大麦をブレンドした
香ばしくスッキリとした麦茶です︒

8 はちみつバーモントドリンク

はちみつからできたお酢だから︑
ツンとくる刺激が少なく︑
マイルドでさわやかな風味が特長です︒

手のひらサイズで
おでかけにも便利！

9 国産 黒豆麦茶

¥1,080

厳選した香り、風味ともに
こだわったドリップコーヒーが
手軽に味わえます。

10 HAMAYA コールドブリュー
水出しアイスコーヒー

¥1,080

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：1袋（35g×4パック入）×2袋
賞味期限：1年 ハマヤ㈱
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れんこん天
のり天
チップス瀬戸内 わさび味
レモン味

国産
一夜干し
焼きいか

梅 パワーで夏バテ防止！
食べやすい小粒のにんにくと︑
国産鰹節の旨み︑
紀州南高梅の酸味が
一つになって絶妙な味わい︒

雑味がなくクリアな
味わいのアイスコーヒーが
お楽しみいただけます。

¥860

（税込）軽
特定原材料：小麦・乳・落花生
内容量：竹炭豆・海苔わさび豆・抹茶みるく豆・カレ
ーそら豆:各約15g×4袋 梅干豆:約12g×4袋
賞味期限：120日 徳永製菓㈱

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︒

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：1袋（ティーパック 10g×40パック）×2袋
賞味期限：2年 ㈲益田製茶

特定原材料：小麦・卵・乳
内容量：れんこん天チップス瀬戸内
レモン味60g、のり天わさび味 80g・
国産一夜干し焼きいか70g
賞味期限：120日 ㈱金城軒

15 豆みっくす 夏ver.

昔ながらの手法で丁寧に
漬け込んだ梅干しです︒

特定原材料：なし
内容量：125ml×12（縦3㎝×横4.8㎝×高さ8.5㎝）
賞味期限：1年 ㈱山田養蜂場

14 おつまみお楽しみセット
夏ver.
¥1,260（税込）軽

11 HAMAYA スペシャルブレンド
ドリップ・バッグ

¥1,200

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：8g×36袋
賞味期限：360日 ハマヤ㈱

16 本場紀州みなべの梅干

¥1,650（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

17 紀州南部の南高梅（はちみつ）

¥1,080

（税込）軽

特定原材料：なし
内容量：350g（塩分8%）
賞味期限：180日 （有）大野農園

18 梅にんにく

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：元祖梅にんにく 200g（100g×2袋）
賞味期限：1年 ㈱梅辰

SUMMER FOOD CATALOG 03

麺好き集合！おいしい！おうちごはん

インパクト系
豚 骨スープに熊 本な らではの
マー油が食 欲をそそ り ます︒
熊 本ラーメンには 欠かせない揚 げにんにく 付 き ︒

NEW

鶏がらをベースにトマトをきかせた
洋風の冷しとまとラーメンです。

¥1,300

リゾットで
！
メは
シ

1食で2度
美味しい

特定原材料：小麦・卵
内容量：麺100g×4食 スープ46g×4食
賞味期限：60日 宮本産業㈱

26 讃岐うどん HU-2

軽

No.1

あっさりとした和風醤油味と、
ゆず果汁を加えた香り豊かな
ゆず塩味のセットです。

23 高山ラーメン醤油味&
ゆず塩味（4食）

¥1,080

（税込）軽
特定原材料：小麦・乳
内容量：生麺110g×4 醤油スープ36g×2
ゆず塩スープ33g×2
賞味期限：60日 高山めん本舗㈱

27 小豆島手延べそうめん 1.5Kg

帯広らぁめんとん平

そばの実を丸ごと挽きこんだ粉を使用し、
長い伝統と秘伝の方法で作り上げた
品格のある信州そばです。

特定原材料：小麦
内容量：乾麺 2㎏（50g×40束入）
賞味期限：2年 内田製麺

そば 粉 八 割 使 用

札幌黒帯本店

包装

¥2,160（税込）軽

（税込）軽

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。
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。

ご当地
ラーメン紀行

28 島原手延素麺「葵の雫」2㎏

包装

¥1,800

特定原材料：小麦
内容量：乾麺 1.5kg（50g×30束入）
賞味期限：2年 （有）吉岡製麺所

つるつるとしたのどごしの麺に、
やさしい甘みとさわやかな酸味の
醤油味と、
ゴマの香ばしさとまろやかな甘みのごまスープ。

安心・安全で旨味のある一等小麦粉のみを使用︒
コシの強い香り豊かな麺に仕上がっています︒

瀬戸内の自然と四百年の時がつくった夏の風物詩︒
爽やかな夏の食卓人気

全国大会 売上の一部が第44回全国大会
応 援
at オンラインの協賛金となります。

¥1,080（税込）軽
和風醤油味

特定原材料：小麦
内容量：盛岡冷麺（麺135g×4、
スープ40g×4、
キムチの素5g×4）
賞味期限：100日 ㈱戸田久

¥920

21 中国料理「大笑」
四川風汁なし担々麺

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

包装

（税込）軽
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㈱

山椒
しび の
れ
辛さ！る
！

ゆず塩味

¥1,080（税込）軽

半生ならではのモチモチ感とコシを
味わえるうどんです。
使い切りタイプのつゆ付きです。

¥1,080（税込）軽

も う！
一品

クリーミーなごまのコクと
ラー油の辛さ、
山椒のしびれる辛さを
お楽しみください。

コシの強いツルツルの麺に
牛骨ベースのコクのあるスープが
クセになるおいしさです︒

22 盛岡冷麺 R10s

NEW

20 もっこす亭
冷製冷しとまとラーメン 4食

19 熊本 味千拉麺
（税込）
特定原材料：小麦・卵
内容量：610g（麺100g×4、
スープ40g×4、調味油
10.5g×4、揚げにんにく2.0g×4）
賞味期限：90日 重光産業㈱

さっぱり系

カンタン！

保存食に
も！

100％
国産小麦
使用
化学
調味料
不使用

喜多方一平

24 喜多方生ラーメン 4食冷やし中華

¥1,080（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：麺120g×4 冷し醤油味スープ50g×2
冷しごま味スープ50g×2
賞味期限：45日 ㈱河京
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25 ご当地ラーメン紀行

尾道醤油味

カップ麺からカップを取り除いた環境を配慮した
即席麺です。
麺は国内産小麦100%使用しています。

博多ラーメンとんこつ味

29 田舎造り 信州そば

¥1,080（税込）軽

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

¥1,200（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㈱

30 ノンカップ麺 和風セット

¥1,450

（税込）軽
特定原材料：小麦・乳・そば
内容量：2種×5食（ねぎ入りそば5食・きつねうどん5食）
賞味期限：6ヶ月 トーエー食品㈱

人気の秘密をCHECK!！

✓保存に便利（非常食に最適！）
✓調理が簡単（お湯を注ぐだけ！）

SUMMER FOOD CATALOG 05

毎日の食卓で大活躍

日本の畑で大切に育てられたこだわりの
野菜で作ったスープを詰め合せました。

国産のイワシを使い、
特製ダレでじっくり
煮込んでつくりました。

NEW

37 明太いわしと
いわし甘露煮詰合せ

¥1,200（税込）軽

ピュアホワイト

雪にんじん

糖度が高く、
果物にも負けない甘さが
特徴。
生食も可能な品種です。

雪の下で冬を越すことで甘さが増し、
味がマイルドに。

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㈱

31 プレミアムファームセット
（冷製スープ）

2種の味わい

36 北海道産 ほたてめし

¥1,080

（税込）軽

チーズといかの絶妙なハーモニーを
お楽しみいただけます。

特定原材料：乳、小麦
内容量：冷製ピュアホワイトのスープ・
冷製雪にんじんのスープ 各160g×2袋
賞味期限：365日 エム・シーシー食品㈱

32 北海道名産チーズいか
（カマンベールチーズ入り）

¥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

ほたてたっぷり!
ボリューム満点の炊き込みご飯の素。

¥1,250（税込）軽
特定原材料：小麦・乳・卵
内容量：160g 賞味期限：120日
長谷食品㈱

調味料コーナー

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
本格和風だしです。

富山県産丸大豆の甘みと
北海道産根昆布の旨みを
感じられます︒

NEW

りんごと苺の原料は、
すべて信州産を使用。
バターと砂糖は北海道産を使用。素材にこだわりました。

34 鰹ふりだし50P

NEW

国産原料のみ

35 オリーブオイル

料理の幅
広がる！

¥870（税込）軽

特定原材料：小麦
内容量：200ml×1本（箱入り）
賞味期限：18ヶ月 ㈱マツオ

沖縄県産の粗糖・黒糖・塩を使用。

¥1,620

揚げ物や炒め物、サラダ、
ドレッシング、パスタ料理等に
お使いください。

33 昆布のぽん酢

自然食品
です！

（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 （有）サバ

くせがなくなじみやすい

無添加

国産の海藻6種類を彩りよくミックスしました。

38りんごバターと苺バターセット

果実バター系で
メディアも
注目！！

大きめ
カット

39 国産海藻ミックス

40 徳用 沖縄の塩黒糖（ピロ）

¥1,400（税込）軽

¥1,500（税込）軽

特定原材料：乳
内容量：りんごバター190g 苺バター190g（箱入り）
賞味期限：300日 ㈱浅間農園

¥1,080

（税込）軽
特定原材料：なし
内容量：400g（個包装）
賞味期限：300日 琉球黒糖㈱

特定原材料：なし
内容量：75g
賞味期限：365日 ㈲コタニ

¥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㈱

夕食のメ
ニ
に困った ュー
ときに

種類もたくさん！カレーセット

深いコクと豊かな香りの中辛カレー。
スパイスを独自にブレンドして仕上げました。

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。

辛いもの好きの方に満足いただけるよう
仕上げました。

Standard

Mild

Spicy

たっぷり野菜と鶏肉のカレー
ひきわり豆のトマトカレー

野菜と果実のスムージーから丁寧に仕上げた
ソースは、
トマトの酸味とスパイスが効いた
爽やかで食欲をそそる味です。

41 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㈱
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42 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”（甘口）

¥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㈱

43 きょうされんカレー
“わたしたちのめざす味”（辛口）

¥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㈱

44 野菜スムージーで煮込んだ
畑のカレー 2種セット

¥1,120

（税込）軽
特定原材料：乳・小麦
内容量：畑のカレー（たっぷり野菜と鶏肉のカレー）×2食、
畑のカレー（ひきわり豆のトマトカレー）×2食
賞味期限：1年 アサヒグループ食品㈱

タヒチ風ビーフカレー

ジャワ風ビーフカレー

バターチキンカレー

欧風ビーフカレー

全商品﹁化学調味料不使用﹂︒

食べ応えのあるゴロゴロ野菜と鶏肉の
旨味がギュッと凝縮した
まろやかな味わいのカレー。

人気の味わい4種のセットです︒

カレー

忙しい朝やお夜食に︑食事の一品として大活躍!

きょう さ れ ん

お湯を注ぐだけの簡単調理!

こだわりの

ミネラル
補給に
最適。

45 ワールドカレー4種詰合せ

¥1,250

（税込）軽
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㈱
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