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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 042 いしの屋キンパ (韓

国風海苔巻) 

精白米（国産）､厚焼き玉子（鶏卵（国産）､砂糖､大豆油､で
ん粉分解物､醸造酢､小麦でん粉､しょうゆ､発酵調味料､食
塩）､牛焼肉（牛肉（国産）､しょうゆ､砂糖､水あめ､りんご､発
酵調味料､ごま､にんにく､オニオンエキス､ワイン､ごま油､ワイ
ンビネガー､香辛料､酵母エキス）､たくあん（大根､食塩､砂
糖､果糖ぶどう糖液糖､醸造酢）､ほうれん草､にんじん､食塩､
焼きのり､白ごま､ごま油､なたね油／増粘剤（加工でん粉）､
調味料（アミノ酸等）､酸味料､甘味料（ステビア）､着色料（ク
チナシ､V.B2､ウコン）､ミョウバン 

 

4 049 国産塩いわし 真いわし（国産）、食塩 

 

4 051 節分きびだんご (き

なこ) 

砂糖（国内製造）、もち粉、水飴、きな粉、澱粉、きび粉／ト
レハロース、酵素、乳化剤、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

14 152 ホリの北海道キャラ

メルチョコレート 

チョコレート(ココアバター、砂糖、全粉乳、植物油脂、キャラ
メルパウダー(濃縮乳、加糖脱脂練乳)、脱脂粉乳、乳糖、カ
ラメルシラップパウダー)(国内製造)、キャラメルソース(砂糖、
クリーム、バター)/乳化剤、香料、(一部に乳成分･大豆を含
む) 

 

14 153 六花亭ベビーチョコ

ミックス 

乳製品(生乳、砂糖)、ココアバター、抹茶、コーヒー、カカオ
マス、バニラビーンズ､植物レシチン(大豆由来)、香料 

 

14 155 モロゾフブルーミン

グブーケ 

チョコレート（国内製造、ベルギー製造、スイス製造）（砂糖、
カカオマス、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、乳等を主要
原料とする食品、水飴、乳糖、クリーミングパウダー、酵母エ
キス）、乳等を主要原料とする食品、砂糖、洋酒、水飴、砂
糖・異性化液糖、濃縮チェリー果汁、砂糖統合水飴、ココア
バター、ヘーゼルナッツ、アーモンド、はちみつ、全粉乳、カ
シューナッツ、カカオマス、濃縮白桃果汁、白桃ペースト、転
化糖、乾燥ラズベリー、濃縮レモン果汁、デンプン、異性化
液糖、チェリーペースト、植物油脂/乳化剤、トレハロース、
香料、着色料（紅麹、二酸化チタン、果実色素、野菜色素、
金、クチナシ）、酸味料、（一部に乳成分・小麦・アーモンド・
オレンジ・大豆・もも・カシューナッツを含む） 

 

22 325 白バラココア (乳飲

料) 

乳（国内製造）、乳製品、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ココア、
食塩／セルロース、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香料
（大豆由来）、甘味料（アセスルファムＫ） 

 

36 621 国産若鶏の和風ミニ

生つくね 

鶏ムネ肉（国産）、パン粉、食塩、ぶどう糖、砂糖、人参、小
麦粉、野沢菜、デキストリン、香辛料、玉ねぎ、ゼラチン、酵
母エキス、昆布エキス、ゆず果皮、レッドビート、ネギ／加工
でん粉、調味料（アミノ酸）、香料、（一部に小麦・卵・乳成
分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

2022年 
1月4週 

（4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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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

38 640 ラケルモッツァレラチ

ーズのオムライス 

全卵（国産）、精白米（国産）、野菜（たまねぎ（国産）、にんじ
ん（国産））、トマトケチャップ、ナチュラルチーズ（乳成分を
含む）、鶏肉（国産）、卵白、卵黄、植物油脂（大豆を含む）、
でん粉（小麦を含む）、還元水あめ、ぶどう発酵調味液、バタ
ー、砂糖、食塩、肉エキス（豚肉を含む）、トマトペースト、チ
キンコンソメ（ゼラチンを含む）、脱脂粉乳、コショウ／ｐＨ調
整剤 

 

38 645 カップフォー(トムヤ

ム) 

野菜（もやし、ねぎ、たまねぎ、赤ピーマン）、米めん（タイ製
造）（米、でん粉）、たけのこ水煮、チキンエキス、砂糖、チキ
ンオイル、牛乳、えびエキス、魚しょう、たん白加水分解物、
ゼラチン、トムヤムペースト、食塩、濃縮レモン果汁、おろし
しょうが、おろしにんにく、しょうゆ、乳等を主要原料とする食
品／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ン）、酸味料、香料、カロチノイド色素、乳化剤、（一部にえ
び・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

38 646  カップフォー(鶏だ

し) 

米めん（タイ製造）（米、でん粉）、野菜（ねぎ、赤ピーマン、
たまねぎ、もやし）、味付け蒸し鶏、魚しょう、たけのこ水煮、
チキンエキス、チキンオイル、おろししょうが、砂糖、食塩、お
ろしにんにく、香辛料、ゼラチン、たん白加水分解物、濃縮
レモン果汁、えびエキス、しょうゆ、乳等を主要原料とする食
品／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ン）、香料、乳化剤、ポリリン酸Ｎａ、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、（一
部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含
む） 

 

44 752 パリパリ無限もやし

のもと (ピリ辛しょう

ゆ味) 

めん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩／かんすい、酸
化防止剤（ビタミン E）、パプリカ色素、（一部に小麦を含
む））、添付調味料（植物油、食塩、砂糖、乳糖、香辛料、粉
末味噌、粉末醤油、魚醤（魚介類）、チキンエキス、かつお
ぶしエキス、粉末野菜、たん白加水分解物、香味油脂、酵
母エキス／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・ご
ま・さば・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含む）） 

 

45 773 チャンポン (国産小

麦使用) 

めん[小麦粉（国内製造）、小麦たん白、卵白粉、食塩/加工
でん粉、かんすい、増粘剤（アルギン酸）、クチナシ色素、
（一部に小麦・卵を含む）]、スープ[畜肉エキス、豚脂、食
塩、たん白加水分解物、砂糖、香辛料、魚醤（魚介類）、豚
脂加工品/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（グァ
ーガム）、酸化防止剤（V.E、ローズマリー抽出物）、香料、
（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・魚醤（魚介類）を含む）] 

 

48 815 京五色漬 (刻み塩

漬) 

はくさい､みぶな､だいこん､赤かぶら､にんじん､漬け原材料
[還元水あめ､しょうゆ､食塩､りんご酢､醸造酢]／調味料(アミ
ノ酸)､ｐＨ調整剤､酸味料､香辛料､環状オリゴ糖､酸化防止
剤(イソアスコルビン酸Ｎa)､(一部に小麦･大豆･りんごを含む) 

 

53 912 タイ風グリーンカレ

ー(中辛) 

鶏肉、マッシュルーム、素揚げなす、ココナッツミルクパウダ
ー、砂糖、植物油脂クリーム、魚醤、青唐がらしペースト、生
クリーム、タイカレーペースト、ガーリックペースト、パーム油、
チキンブイヨン、アーモンドパウダー、ほうれん草ペースト、
でんぷん、香辛料、野菜エキス、しょうがペースト、食塩、焙
煎唐がらし、ビーフ風味調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘
剤（加工デンプン）、乳化剤、乳酸Ｃａ、香料、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、シリコーン、香辛料抽出物、（一部に乳成分・え
び・アーモンド・大豆・鶏肉を含む） 
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53 913 完熟トマトのバター

チキンカレー(中辛) 

鶏肉、砂糖、生クリーム、トマトペースト、ヨーグルト、ガーリッ
クペースト、バター、パーム油、でんぷん、チキンエキス、み
そ、しょうがペースト、食塩、全粉乳、濃縮トマト、香辛料、酵
母エキス、焙煎フェヌグリーク／増粘剤（加工デンプン）、調
味料（アミノ酸等）、乳化剤、酸味料、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、香料、（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

53 914 欧風ビーフカレー(中

辛) 

牛肉、バナナピューレ、ソテーオニオン、りんごペースト、牛
脂豚脂混合油、カレーパウダー、しょう油、ホワイトルウ、砂
糖、小麦粉、チキンブイヨン、全粉乳、ウスターソース、生クリ
ーム、食塩、でんぷん、チャツネ、コーヒーエキス、トマトペー
スト、香辛料、オニオンパウダー、ぶどう果汁加工品、ガーリ
ックパウダー、焙煎フェヌグリーク／調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、乳化剤、香料、酸化防
止剤（ビタミンＥ）、酸味料、香辛料抽出物、（一部に乳成分・
小麦・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む） 

 

56 3201 中華三昧酸辣湯麺 めん（小麦粉（国内製造）、でん粉、植物油脂、食塩、植物
性たん白、しょうゆ、大豆食物繊維）、スープ（デキストリン、
食塩、たん白加水分解物、植物油脂、糖類、香味調味料、
醸造酢、しょうゆ、豚脂、黒酢、香辛料、貝エキス、でん粉、
香味油）、かやく（卵、チンゲン菜）／加工デンプン、調味料
（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酸味
料、かんすい、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素、乳化剤、
ソルビット、グリセリン、カロチノイド色素、香辛料抽出物、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、香料、ビタミンＢ１、（一
部に卵･乳成分･小麦･えび･ごま･さば･大豆･鶏肉･豚肉を含
む） 

 

56 3202 中華三昧広東風醤

油 

めん（小麦粉（国内製造）、でん粉、植物油脂、食塩、植物
性たん白、しょうゆ、大豆食物繊維）、スープ（しょうゆ、デキ
ストリン、食塩、豚脂、香味調味料、糖類、植物油脂、たん白
加水分解物、ポークエキス、酵母エキス、香味油、みそ、で
ん粉、香辛料、魚介エキス、ＸＯ醤）、かやく（味付鶏団子、
卵、赤ピーマン、ねぎ）／加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、かんすい、カラメル色素、乳化剤、微粒
二酸化ケイ素、ソルビット、グリセリン、カロチノイド色素、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、香料、酸味料、ビタミンＢ２、ビタミンＢ
１、（一部に卵･乳成分･小麦･えび･牛肉･ごま･大豆･鶏肉･豚
肉･ゼラチンを含む） 

 

56 3203 中華三昧北京風香

塩 

めん（小麦粉（国内製造）、でん粉、植物油脂、食塩、植物
性たん白、しょうゆ、大豆食物繊維）、スープ（食塩、デキスト
リン、糖類、香味調味料、豚脂、植物油脂、豚･鶏エキス、香
辛料、たん白加水分解物、蝦醤、香味油、ホタテエキス、魚
醤、ローストオニオン粉末、でん粉、酵母エキス）、かやく（チ
ンゲン菜、卵、魚肉練り製品）／加工デンプン、調味料（アミ
ノ酸等）、増粘多糖類、かんすい、グリセリン、乳化剤、香
料、微粒二酸化ケイ素、ソルビット、カロチノイド色素、ベニコ
ウジ色素、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、
ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵･乳成分･小麦･えび･か
に･ごま･さば･大豆･鶏肉･豚肉を含む） 
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59 3262 カフェオレ 砂糖（国内製造、外国製造）、乳糖、クリーミングパウダー
（植物油脂、水あめ、麦芽糖、乳糖、デキストリン）、インスタ
ントコーヒー、脱脂粉乳、キャラメルパウダー、食塩、粉砕コ
ーヒー豆、たん白質濃縮ホエイパウダー、酵母エキス、水あ
め／カゼイン Na、リン酸塩（K、Na、Ca）、香料、乳化剤、着
色料（ビタミン B2） 

 

60 3288 アルファベットチョコ

レート(フィアンティー

ヌ) 

砂糖（外国製造）、乳糖、植物油脂、カカオマス、全粉乳、フ
ィアンティーヌ（小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ショートニ
ング、バター、脱脂粉乳、モルトエキス、食塩）、ココアバター
／乳化剤(大豆由来)、香料 

 

63 3338 豚肉の醤油バターコ

ーン炒めセット 

豚肉（スペイン産）、ポテト（馬鈴薯、植物油脂）、ほうれん
草、とうもろこし、塩バターソース（発酵調味料、砂糖・異性化
液糖、バター、たん白加水分解物、にんにく、食塩、しょう
ゆ、チキンエキス、酵母エキス、魚介エキス、胡椒、豆板
醤）、タレ（しょうゆ、水あめ、発酵調味料、みりん、果糖ぶどう
糖液糖、たん白加水分解物、玉ねぎ、にんにく、砂糖、食
塩、胡椒、植物油脂、酵母エキス）、発酵調味料、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖、ベース調味料／増粘剤（加工デンプン、
キサンタン）、紅麹色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・
豚肉を含む） 

 

66 3422 高カロリー豆腐(充て

ん豆腐) 

大豆（日本（三重県））（遺伝子組換えでない）、食用油脂
（中鎖脂肪酸油）／凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（に
がり））、乳化剤（大豆由来） 

 

66 3425 キーマカレー(中辛) 炒めたまねぎ（中国製造）、鶏肉、トマト・ジュースづけ、ひよ
こ豆、野菜（しょうが、にんにく）、植物油脂、トマトペースト、
乾燥たまねぎ、香辛料、砂糖、食塩、クリーム、チキンエキ
ス、クリーミングパウダー、バター／増粘剤（加工デンプン）、
調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、香料、（一部に小麦・
乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む） 

 

66 3438 パン工房カレー 植物油脂（国内製造）、砂糖、じゃがいも、醸造酢、にんじ
ん、ソテーオニオンペースト、卵黄、食塩、カレー粉、乾燥た
まねぎ、粒状植物性たん白、ポークエキス、しょうが、にんに
く、ミルポワペースト、濃縮りんご果汁、酵母エキスパウダー、
卵たん白加水分解物／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
類）、着色料（カラメル、カロチノイド）、調味料（アミノ酸等）、
香料、乳酸カルシウム、甘味料（ステビア）、香辛料抽出物、
（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3568 よだれ鶏ソース しょうゆ（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、すりりんご、砂糖、
食用植物油脂、辣油、発酵調味料、醸造酢、みじん切り長
ねぎ、ねりごま、チキンエキス、すりにんにく、豆板醤、しょう
ゆ加工品（しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖）、でん粉、米黒酢、
味噌、すりしょうが、トウチ、香辛料、食塩、酵母エキス／ｐＨ
調整剤（クエン酸）、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・り
んご・ごま・鶏肉を含む） 

 

 

 


