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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

表

紙 

009 リフレッシュ レモン 果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン果汁、ポリデキストロー
ス、りんご酢、ハーブエキス（レモングラス、ペパーミント）、ロー
ヤルゼリー粉末／炭酸、ビタミンＣ、酸味料、香料、ナイアシ
ン、クエン酸鉄Ｎａ、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

表

紙 

3165 リフレッシュ レモン 果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン果汁、ポリデキストロー
ス、りんご酢、ハーブエキス（レモングラス、ペパーミント）、ロー
ヤルゼリー粉末／炭酸、ビタミンＣ、酸味料、香料、ナイアシ
ン、クエン酸鉄Ｎａ、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

2 023 豆腐バーグ 豆腐（大豆を含む：遺伝子組換えでない）（国内製造）、鶏肉、
たまねぎ、植物油脂、パン粉（乳成分・小麦を含む）、粉末状
植物性たん白、豚脂、糖類（砂糖、ぶどう糖）、粒状植物性た
ん白、しょうゆ、食塩、乾燥卵白（卵を含む）、香味油、チキン
ペースト、香辛料、酵母エキス／加工でん粉、凝固剤 

 

2 032 ハーゲンダッツスイ

ートテラス 

チョコレートファッジ：クリーム(生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、
砂糖、チョコレートシロップ、卵黄／安定剤（ペクチン）、（一部
に乳成分・卵を含む）クッキー＆グリーンティー：クリーム（生乳
（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、チョコレートクッキー、卵黄、
まっ茶／植物レシチン、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含
む）ストロベリー＆ミルク：ストロベリー果汁（イタリア製造）、クリ
ーム、砂糖、ストロベリーピューレ、脱脂濃縮乳、卵黄、粉あめ
／安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵を含む） 

 

3 038 コープヌードル(あさ

りだしうどん) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩）、スープ
（あさりエキス、食塩、植物油脂、かつおぶし粉末、かつおぶ
し調味料、たん白加水分解物、こんぶエキス、酵母エキス、あ
さり調味料、にぼし調味料、さばぶし粉末、こんぶ粉末）、かや
く（えびボール風卵白加工品、味付卵、キャベツ、ねぎ、わか
め）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、リン酸塩（Ｎ
ａ）、炭酸Ｃａ、セルロース、着色料（パプリカ色素、カラメル、カ
ロチン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤、増粘多糖類、炭
酸Ｍｇ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、チャ抽出物、酸味料、（一部
に卵・乳成分・小麦・えび・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを
含む） 

 

3 3166 コープヌードル(あさ

りだしうどん) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩）、スープ
（あさりエキス、食塩、植物油脂、かつおぶし粉末、かつおぶ
し調味料、たん白加水分解物、こんぶエキス、酵母エキス、あ
さり調味料、にぼし調味料、さばぶし粉末、こんぶ粉末）、かや
く（えびボール風卵白加工品、味付卵、キャベツ、ねぎ、わか
め）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、リン酸塩（Ｎ
ａ）、炭酸Ｃａ、セルロース、着色料（パプリカ色素、カラメル、カ
ロチン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤、増粘多糖類、炭
酸Ｍｇ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、チャ抽出物、酸味料、（一部
に卵・乳成分・小麦・えび・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを
含む） 

 

2021年 
4月2週 

（15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。 
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商品名 一括表示原材料名  

6 062 国産小麦手延べそう

めん 

小麦粉（小麦（国産））、食塩、コーン油 

 

6 3170 国産小麦手延べそう

めん 

小麦粉（小麦（国産））、食塩、コーン油 

 

10 105 フラワートルティーヤ 小麦粉（国内製造）、ショートニング、砂糖、食塩、イースト／
膨脹剤、システイン塩酸塩、乳化剤、（一部に小麦を含む） 

 

11 119 八丁味噌を使ったい

わし味噌煮 

いわし（三陸沖）、みそ、砂糖、しょうがペースト、昆布エキス、
食酢、食塩／増粘剤（加工でん粉）、（一部に大豆を含む） 

 

27 354 おいしく果実いちごヨ

ーグルト 

いちご果肉・果汁、乳製品、砂糖、生乳、果糖ぶどう糖液糖、
デキストリン、ゼラチン、乳たんぱく／増粘剤（加工でん粉、増
粘多糖類）、香料、乳酸 Ca、酸味料  

27 355 おいしく果実のむヨ

ーグルト(いちご) 

生乳、いちご果肉、乳製品、砂糖、果糖、デキストリン／香
料、安定剤（増粘多糖類）、酸味料 

 

27 359 国産みかんゼリー みかん還元果汁（国内製造）、砂糖、果糖／ゲル化剤（増粘
多糖類）、酸味料、香料、ビタミン C 

 

27 361 なめらか焼プリン 鶏卵（国産）、乳等を主要原料とする食品、砂糖、カラメルソー
ス、生乳、ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、脱脂粉乳、クリーム
チーズ、ゼラチン、クリーム、食塩／香料、増粘多糖類  

29 416 しあわせ届けるくりぃ

むぱん 

カスタード味フラワーペースト、カスタードクリーム、小麦粉、砂
糖、ミックス粉（小麦粉、小麦たん白、大豆たん白、その他）、
バター入りマーガリン、発酵風味料、卵、乳等を主要原料とす
る食品、パン酵母、ぶどう糖、食塩／加工デンプン、グリシン、
糊料（繊維素グリコール酸Ｎａ、アルギン酸Ｎａ、増粘多糖類、
アルギン酸エステル）、乳化剤、膨張剤、香料、保存料(ソルビ
ン酸、ポリリジン)、ｐＨ調整剤、イーストフード、リン酸塩(Ｎａ)、
カロチノイド色素、ビタミンＣ、酸化防止剤(ビタミンＥ)、(一部に
乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチンを含む) 

 

30 433 マンゴーバター(スプ

レッド) 

マンゴー（インド、ベトナム）、砂糖、バター（乳成分を含む）、
食塩／増粘多糖類、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、乳化
剤  

30 437 応援食ココアクッキ

ー 

小麦粉（小麦（国産））、マーガリン、砂糖、脱脂大豆、ショート
ニング、ココアパウダー、大豆パフ、加糖練乳、液卵、植物性
たん白／着色料（カラメル、カロチン）、ピロリン酸鉄、トレハロ
ース、香料 

 

32 468 骨取り天然鯛のオイ

ル焼き(レモンペッパ

ー) 

真鯛（鹿児島県産）、植物油、食塩、胡椒、ガーリックパウダ
ー、レモンピール、オニオンエキスパウダー、畜肉エキス、レッ
ドベル、パセリ、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、香料、乳化
剤、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ）、カロチノイド
色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・オレンジ・ゼラ
チンを含む） 

 

33 482 北海道産いくら醤油

漬け丼用 

いくら醤油漬（秋鮭の卵（北海道沖）、調味液（しょうゆ、昆布
だし、みりん、砂糖、発酵調味料、食塩、酵母エキス））、調味
液（しょうゆ、昆布だし、みりん、砂糖、発酵調味料、食塩、酵
母エキス）、（一部に小麦・いくら・大豆を含む） 
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34 510 かなわかきのムニエ

ル 

かき（広島県産）、ばれいしょ澱粉（北海道産・遺伝子組み換
えでない） 

 

38 559 国産牛肉とごぼうの

炊き込みご飯の素 

牛肉（国産）、ごぼう（国産）、しょう油、にんじん（国産）、砂
糖、食塩、本みりん、オイスターソース、小麦粉加工品、風味
調味料【食塩、砂糖、風味原料（かつお節粉末、かつおエキ
ス）、酵母エキス、でん粉】、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、（一部に小麦・牛肉・
大豆を含む）  

42 633 チャイナチューボー

甘酢あんかけ肉団

子 

豚肉（国産）、野菜[玉葱(国産）、葱、生姜、にんにく]、鶏卵、
くわい水煮、でん粉、ごま油、香味油、清酒、チキンブイヨン、
食塩、胡椒／調味料（アミノ酸）、ソース[砂糖、醸造酢、醤油、
トマトケチャップ、香味油、野菜（生姜、にんにく）、カラメルソ
ース／増粘剤（加工でん粉）]、揚げ油（なたね油）、（一部に
小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

42 637 三代目たいめいけん

茂出木浩司シェフ監

修ナポリタン 

めん（乾燥スパゲッティ（小麦を含む））、鶏肉（国産）、トマト・
ピューレーづけ、たまねぎ（国産）、トマトペースト、植物油（大
豆を含む）、マッシュルーム、トマトケチャップ、砂糖、ワイン、
食塩、チキンエキス、酵母エキス、食酢、香辛料／乳化剤、ｐ
Ｈ調整剤、いため油（なたね油、綿実油）／乳化剤 

 

43 647 れんこんまんじゅう

のかに湯葉あんかけ 

野菜（たまねぎ（国産）、えだまめ（大豆：遺伝子組換えでな
い）、にんじん、れんこん）、植物油脂（なたね：遺伝子組換え
不分別）、粉末状植物性たん白（大豆を含む）、しょうゆ、糖類
（砂糖、ぶどう糖）、小麦粉、かつおぶしエキス、みりん、湯葉、
かに風味かまぼこ（卵を含む）、かに、清酒、食塩、こんぶエキ
ス、魚介エキス、酵母エキス／加工でん粉、増粘剤（加工でん
粉）、着色料（ベニコウジ色素） 

 

46 699 肉餃子 皮（小麦粉（国内製造）、もち粉、食塩、乳化油脂、大豆粉）、
野菜（キャベツ、玉ねぎ、にら、しょうが、にんにく）、食肉（豚
肉、鶏肉）、たれ（しょうゆ、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、
たん白加水分解物／調味料（アミノ酸等）、酸味料）、粒状大
豆たん白、豚脂、しょうゆ、砂糖、ごま油、中華風調味料、パン
粉、添付油（ラー油）、オイスターソース、つなぎ（でん粉、粉
末卵白）、しいたけ水煮、ゼラチン、食塩、豆腐発酵調味料、
香辛料／調味料（有機酸等）、加工でん粉、乳酸 Na、キシロ
ース、着色料（カラメル）、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんご・ゼラチンを含む） 

 

51 799 真あじの旨味ソーセ

ージ(フィッシュソーセ

ージ) 

魚肉（たら（アメリカ又は国産）、たちうお（中国）、あじ）、植物
油脂、結着材料（ペースト状小麦たん白、でん粉、大豆粉）、
食塩、砂糖、精製魚油、しょうゆ、かつおエキス、香辛料、醸
造酢／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、着色料（クチナシ、カ
ラメル、トマトリコピン）、甘味料（カンゾウ、ステビア）、（一部に
かに・小麦・さけ・大豆を含む） 

 

57 903 レンジでおいしいご

ちそうスープコーン

のポタージュ 

スイートコーン（遺伝子組換えでない）、クリーム、ソテーオニ
オン、濃縮乳、小麦粉、砂糖、チキンエキス調味料、食塩、酵
母エキス、香辛料／乳化剤、マリーゴールド色素、（一部に乳
成分・小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

57 904 レンジでおいしいご

ちそうスープクラムチ

ャウダー 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、あさり、じゃがいも
（遺伝子組換えでない）、ひらたけ、にんじん、貝エキス、たま
ねぎ、チキンエキス調味料、砂糖、小麦粉、食塩、バター、香
辛料、酵母エキス／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、ｐＨ調
整剤、（一部に乳成分・小麦・鶏肉を含む） 
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58 905 ザクザク食べるオリ

ーブオイル(焼肉味) 

オリーブオイル（イタリア製造）、粒状大豆たん白、砂糖、ポー
クエキス調味料、動物油脂、りんご濃縮果汁、チキンエキス、
粉末しょうゆ、香辛料、いりごま、食塩、ビーフエキス調味料、
にんにく、チキンコンソメ／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ、Ｖ．Ｅ）、香料、キシロース、Ｖ．Ｂ１、カラメル色素、（一
部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含
む） 

 

58 906 日本のさば(梅じそ風

味) 

さば（国産）、砂糖、しょうゆ風調味料、みりん、ねりうめ、しょう
が、食塩／調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工デンプン、グァー
ガム）、酸味料、香料、果実色素、（一部に小麦・さば・大豆を
含む）  

58 907 日本のさば (ゆず胡

椒風味) 

さば（国産）、ゆず胡椒、食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工デンプン）、香料、（一部にさばを含む） 

 

60 943 半生冷し中華(醤油) めん〔小麦粉（国内製造）、食塩、乳化油脂／ソルビット、酒
精、グリセリン、かんすい、クチナシ色素、（一部に小麦を含
む）〕添付調味料〔砂糖、醸造酢、しょうゆ、食塩、ごま油、蛋
白加水分解物、レモン果汁／調味料（アミノ酸等）、（一部に
小麦・大豆・ごまを含む）〕 

 

60 944 半生冷し中華(ごまだ

れ) 

めん〔小麦粉（国内製造）、食塩、乳化油脂／ソルビット、酒
精、グリセリン、かんすい、クチナシ色素、（一部に小麦を含
む）〕添付調味料〔醸造酢、砂糖、しょうゆ、蛋白加水分解物、
ねりごま、食塩、ごま油、香辛料、酵母エキス／ソルビット、調
味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタン）、（一部に小
麦・大豆・ごまを含む）〕 

 

62 3241 鹿児島の黒酢ドリン

ク (梅+ビタミン B1・

B6) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、うめ果汁／酸味料、
ビタミンＣ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６ 

 

62 995 鹿児島の黒酢ドリン

ク (梅+ビタミン B1・

B6) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、うめ果汁／酸味料、
ビタミンＣ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６ 

 

64 3269 瀬戸の汐揚(海老揚

げせん) 

植物油脂、うるち米粉（米国産、国産）、でん粉、食塩、魚介
エキスパウダー（えびを含む）、砂糖、えび、デキストリン、粉末
しょう油（小麦･大豆を含む）、香味油（えびを含む）、酵母エキ
ス粉末／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹、カ
ラメル）、酸味料 

 

64 3288 KitKat ミニ(プリン味) 準チョコレート（砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、ココアバタ
ー）、小麦粉、植物油脂、乳糖、砂糖、キャラメルパウダー、イ
ースト、ココアパウダー、全粉乳、カカオマス、ココアバター、
おからパウダー（大豆を含む）／乳化剤、香料、重曹、イースト
フード、クチナシ色素 

 

チ

ラ

シ 

3566 ブルドック有機ソース

(中濃) 

野菜・果実（有機トマト、有機りんご、有機にんじん、有機たま
ねぎ）、有機砂糖、有機米酢、食塩、有機本醸造醤油（小麦・
大豆を含む）、香辛料、麦芽エキス 

 

 

 


