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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 029 濃厚とろける白桃ア

イスバー 

もも果汁、水飴、砂糖／安定剤（増粘多糖類）、香料、酸化防
止剤（Ｖ．Ｃ）、ｐＨ調整剤、（一部にももを含む） 

 

7 072 銀座梅林のヒレカツ 豚ヒレ肉、還元水あめ、でん粉、粉末卵白（卵を含む）、大豆
たん白、食塩、粉末水あめ、砂糖、酵母エキス、香辛料、衣
（パン粉、でん粉、植物油脂、小麦粉、米粉）、揚げ油（なたね
油、パーム油）／加工でん粉、ｐＨ調整剤 

 

7 080 リフレッシュ ピンクグ

レープフルーツ(カロ

リーハーフ) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、グレープフルーツ果汁、りん
ご酢、ハーブエキス（ローズヒップ、ハイビスカス）、ローヤルゼ
リー粉末／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、着色料（ムラサキイモ色
素）、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、ナイアシン、ク
エン酸鉄Ｎa、香料、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

7 3167 リフレッシュ ピンクグ

レープフルーツ(カロ

リーハーフ) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、グレープフルーツ果汁、りん
ご酢、ハーブエキス（ローズヒップ、ハイビスカス）、ローヤルゼ
リー粉末／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、着色料（ムラサキイモ色
素）、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、ナイアシン、ク
エン酸鉄Ｎa、香料、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

11 124 赤身がおいしいロー

ストビーフブロック(特

製ソース付き) 

ローストビーフ（牛肉（豪州産）、食塩、香辛料）、タレ（糖類
（水飴、砂糖）、しょうゆ、ビーフエキス、発酵調味液、玉ねぎ、
食用オリーブ油、ワイン、野菜エキス、醸造酢、香辛料／調味
料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタンガム））、（一部に小
麦・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む） 

 

12 131 レンジでふんわり !4

種野菜の入ったすり

身揚げ 

野菜（たまねぎ、えだまめ、にんじん、大黒くわい）、魚肉すり
身（国内製造）、植物油脂、粉末状植物性たん白、豆乳、え
び、たん白加水分解物、砂糖、食塩、えびパウダー、衣（小麦
粉、植物油脂）、揚げ油（なたね油）／加工でん粉、硫酸 Ca、
膨張剤、乳化剤、着色料（カロチノイド）、増粘多糖類、（一部
にえび・小麦・乳成分・大豆を含む） 

 

12 133 かぶさつまちゃん(さ

つま揚げ) 

魚肉、還元水あめ、でん粉、ほうれんそうペースト、食塩、植
物油（大豆を含む）/加工でん粉、着色料（クチナシ、紅麹） 

 

12 134 赤かぶさつまちゃん

(さつま揚げ) 

魚肉、還元水あめ、でん粉、ほうれんそうペースト、食塩、植
物油（大豆を含む）/加工でん粉、着色料（クチナシ、紅麹、コ
チニール） 

 

22 320 白バラ抹茶(乳飲料) 乳、乳製品、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、抹茶／セルロース、乳
化剤、安定剤（ジェラン）、甘味料（アセスルファムＫ） 

 

2021年 
4月3週 

（16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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番号 

商品名 一括表示原材料名  

23 352 どっさり果実とヨーグ

ルト 

フルーツソース（もも果肉、すもも果肉・果汁、砂糖）（国内製
造）、乳等を主要原料とする食品、乳製品、粉乳調製品（砂
糖、乳製品、デキストリン）、ゼラチン、デキストリン、乳たんぱく
／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香料、酸味料 

 

25 392 アンパンマンのミニ

スナック(野菜) 

小麦粉(国内製造)、ミックス粉(小麦粉、砂糖、全粉乳、ばれい
しょ粉末、食塩、植物油脂)、マーガリン、野菜・果実ミックスジ
ュース(野菜(ニンジン、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマ
ン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、ダイコン、ハクサイ、セ
ロリ、メキャベツ、紫キャベツ、ビート、タマネギ、レタス、キャベ
ツ、ナス、パセリ、クレソン、カボチャ)、果実(リンゴ、オレンジ、
レモン))、砂糖、卵、発酵風味料、パン酵母／膨張剤、香料、
V.C、カロチン色素、(一部に卵・乳成分・小麦・オレンジ・大
豆・りんごを含む) 

 

25 413 愛知県産小麦のデ

ニッシュ 

小麦粉（小麦（愛知県産））、バター入りファットスプレッド、砂
糖、ショートニング、加工油脂、パン酵母、卵、乳等を主要原
料とする食品、食塩、発酵風味料／乳化剤、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、増粘多糖類、香料、イーストフード、ビタ
ミンＣ、酸化防止剤(ビタミンＥ)、カロチン色素、(一部に乳成
分・卵・小麦・大豆を含む) 

 

28 464 真あじ開き 真あじ（九州産）、食塩／酸化防止剤(ビタミン C) 

 

30 512 いかとほたての炭火

焼風(ねぎ塩味) 

アカイカ（国産）、ボイル帆立（帆立貝（北海道沖））、タレ（植
物油脂、食塩、ガーリック、乾燥ねぎ、こしょう、香味食用油）
／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、カロチン色素、（一部
に小麦・いか・大豆・鶏肉を含む） 

 

32 537 栗豚の梅しそ焼 味付豚肉：豚バラ肉（スペイン産）、小麦粉加工品/調味料（有
機酸等）、（一部に小麦・豚肉を含む） シーズニング：食塩、
顆粒塩（食塩、でん粉、砂糖）、コショウ、梅フレーク、マスター
ド、乾燥玉ねぎ、ガーリックコース、赤じそフレーク/調味料（ア
ミノ酸等）、卵殻カルシウム、香料、（一部に卵を含む）  

34 574 大同門国産牛ハラミ

(もみダレ漬け・加工

肉) 

牛内臓肉（国産）､タレ【還元水あめ､砂糖､しょうゆ､アミノ酸
液、みそ、にんにく加工品、食塩、りんご果汁、醸造酢、生
姜、酵母エキス、赤唐辛子、こしょう】､牛脂（国産）、エンドウた
ん白､粉末コラーゲン､ショートニング､酵母エキス､イヌリン､食
塩/酒精､調味料（アミノ酸等）､ｐH 調整剤､カラメル色素､酸化
防止剤（V.C)､トレハロース､増粘多糖類、（一部に小麦・大
豆・りんご・牛肉・豚肉を含む） 

 

38 636 国産里芋コロッケ 野菜（国産（里芋、玉ねぎ、れんこん、人参））、鶏肉、乾燥マ
ッシュポテト、砂糖、だししょうゆ、カツオブシエキス、バター、
コンブエキス、食塩、酵母エキス、衣（パン粉、加工米粉）、揚
げ油（なたね油）、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

43 714 海老と炒め野菜の香

ばし塩焼そば 

めん（小麦粉（国内製造）、粉末状植物性たん白、卵黄粉（卵
を含む）、卵白粉／かんすい、着色料（クチナシ黄色素））、野
菜（キャベツ、もやし、ほうれん草、にんじん、たまねぎ、ねぎ、
にんにく、しょうが）、塩だれ（還元水あめ、食塩、しょうゆ（大
豆を含む）、こしょう、ガーリックパウダー）、ボイルえび、動物
油脂、植物油脂（ごまを含む）、きくらげ、ゼラチン、焙焼小麦
全粒粉、食塩、こしょう／調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化
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防止剤（ビタミンＥ）、ｐＨ調整剤 

45 753 ガッツリえだまめ天 えだまめ（ベトナム）、魚肉、植物油、卵白（卵を含む）、でん
粉、食塩、砂糖、植物たん白（小麦・大豆を含む）、魚介エキ
ス、ぶどう糖／加工でん粉、pH調整剤、調味料（アミノ酸）、炭
酸 Ca 

 

49 834 ちりめんひじきの家

まぜご飯(1合用) 

しょうゆ（国内製造）、砂糖、にんじん、こんにゃく、ちりめんじ
ゃこ、油あげ、発酵調味料、ひじき、焼きあごだし、寒天／増
粘剤（キサンタンガム）、(一部に小麦・大豆を含む) 

 

50 843 愛知県産小麦使用

手延そうめん (油不

使用麺) 

小麦粉(小麦(愛知県産))、食塩、澱粉(打粉として使用) 

 

50 844 愛知県産小麦使用

手延そうめん (油不

使用麺) 

小麦粉(小麦(愛知県産))、食塩、澱粉(打粉として使用) 

 

52 877 鰹昆布あわせだしつ

ゆ(2倍濃縮) 

しょうゆ（国内製造）、ぶどう糖果糖液糖、食塩、魚介エキス、
砂糖、醸造酢、そうだぶし、酵母エキス、かつおぶし、昆布、
昆布エキス／アルコール、調味料(アミノ酸等)、（一部に小麦・
大豆を含む） 

 

53 893 レストラン仕様カレー

(中辛) 

野菜（じゃがいも（国産）、にんにく）、食肉等（牛脂肪、牛
肉）、小麦粉、ソテーオニオン、にんじんパルプ、砂糖、トマト
ペースト、チャツネ、香辛料、濃縮りんご果汁、食塩、植物油、
ショートニング、マーガリン、ヨーグルト、しょう油、牛乳、ウスタ
ーソース、生クリーム、酵母エキス、脱脂粉乳、準チョコレー
ト、卵黄／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、カロテン）、
酸味料、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・りんご
を含む） 

 

56 939 1 食分の野菜うどん

(関西風) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、乾燥酵
母、小麦たん白）、かやく（キャベツ、コーン、にんじん）、添付
調味料（食塩、でん粉、粉末しょうゆ、魚介エキス、こんぶエキ
ス、たん白加水分解物、植物油脂、香辛料）／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、リン酸塩（Ｎａ）、増粘多糖類、
着色料（カラメル、カロチン）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（一部に乳成分・小麦・さば・大豆を含む） 

 

56 940 1 食分の野菜ヌード

ル(ちゃんぽん風) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、小麦たん
白）、かやく（キャベツ、コーン、にんじん）、添付調味料（ポー
クエキス、食塩、魚介エキス、チキンエキス、粉末野菜、砂糖、
香辛料、たん白加水分解物、植物油脂）／加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、香料、乳化剤、かん
すい、着色料（カラメル、クチナシ黄色素、カロチン）、ｐＨ調整
剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

 

57 965 十六茶(ラベルレスボ

トル) 

ハトムギ（タイ産、ラオス産、その他）、大麦、ハブ茶、発芽大
麦、とうもろこし、ハトムギ発酵エキス、玄米、たんぽぽの根、
びわの葉、カワラケツメイ、ごぼう、あわ、きび、小豆、エゴマの
葉、ナツメ、ゆずの皮／ビタミンＣ 

 

60 3262 ミニキャラメルコーン

(カルシウム入り) 

コーングリッツ（国内製造）、植物油脂、砂糖、還元水あめ、マ
ーガリン、加糖れん乳、食塩／焼成Ｃａ、カラメル色素、香料、
カロチノイド色素、（一部に乳成分・大豆を含む）  
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60 3265 手塩屋ミニ(しお味) うるち米（米国産、国産）、もち米（タイ産）、植物油脂、食塩、
魚介エキス調味料、カツオ節粉末、香辛料、ガーリックオイル
／調味料（アミノ酸等）、植物レシチン、着色料（ウコン）、（一
部に小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

61 3266 ナッツ好きの７種類ミ

ックスナッツ 増量(食

塩不使用) 

アーモンド（アメリカ産）、くるみ（アメリカ産）、カシューナッツ
（ベトナム産）、ヘーゼルナッツ（トルコ産）、マカダミアナッツ
（オーストラリア産）、ピーカンナッツ（アメリカ産）、ピスタチオ
（アメリカ産） 

 

61 3285 B1 乳酸菌キャンディ

ー(ヨーグルト味) 

砂糖、水飴、乳又は乳製品を主要原料とする食品、植物油
脂、凍結乳酸菌／酸味料、香料、乳化剤、（一部に乳成分・
大豆を含む） 

 

65 3396 キユーピーサラダソ

ルト(バジル&オレガ

ノ MIX) 

塩顆粒（食塩（ドイツ産岩塩）、乳糖、でん粉、デキストリン）、
食塩、粉末油脂、バジル、乾燥たまねぎ、乾燥パセリ、オレガ
ノ、バジル風味フレーク、ローストオニオン、デキストリン、こし
ょう、青じそ風味フレーク、ローストガーリック／酸味料、香料、
香辛料抽出物、（一部に乳成分を含む） 

 

66 3405 チョコがしみこんだミ

ニアスパラガス(ビス

ケット) 

準チョコレート（植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、ココア
パウダー）（国内製造）、小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニ
ング、ぶどう糖、転化糖蜜、粉末醤油、食塩、ごま油、イース
ト、ごま／乳化剤、膨脹剤、炭酸 Ca、香料、（一部に小麦・乳
成分・大豆・ごま・鶏肉を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3552 まぐろやわらか煮(ふ

っくら) 

まぐろ（国産）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醤油、砂糖、米
発酵調味液、アミノ酸液、植物たん白加水分解物、清酒、生
姜、米黒酢、寒天、(一部に小麦・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3559 北海道産真ふぐ出汁

漬(生食用) 

（標準和名）マフグ（北海道産）、白だし（ぶどう糖果糖液糖、
食塩、しょうゆ、砂糖、かつおぶしエキス、濃縮かつおだし、こ
んぶエキスパウダー）、白ごま、刻み昆布／アルコール、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆・ごまを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3566 若鶏のみぞれ煮 タレ（大根おろし、水あめ、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、発酵
調味料、醸造酢、かつお節エキス、食塩、昆布エキス、かつ
おだし、でん粉、酵母エキス、昆布だし、かつお節粉末）、鶏
肉、衣（コーンスターチ、小麦粉、ばれいしょでん粉）、発酵調
味料、しょうゆ、おろししょうが、砂糖、食塩、おろしにんにく、
揚げ油（なたね油、パーム油）／酒精、ｐＨ調整剤 

 

 

 


