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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 041 アンパンマンのひとく

ちお野菜せんべい 

米（うるち米（国産）、うるち米粉（国産））、植物油脂、でん粉、
食物繊維（イヌリン）、食塩、野菜粉末（ほうれん草、にんじん、
オニオン、トマト、かぼちゃ、コーン）、発酵調味料（小麦・大豆
を含む）、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、粉末しょう油
（小麦・大豆を含む）、ガーリックパウダー（大豆を含む）、チキ
ンブイヨンパウダー（乳成分を含む）、チーズパウダー、黒胡
椒、黒糖パウダー、ココアパウダー、酵母エキスパウダー 

 

3 043 PARM(ストロベリー

チーズケーキ) 

乳製品、ホワイトチョコレートコーチング、砂糖、水あめ、いち
ご果汁、卵黄、乳ペプチド／乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、
香料、野菜色素、酸味料、カロテン色素、(一部に卵・乳成分・
大豆を含む)  

6 074 スキッとキリッとレモ

ン 

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、レモン（アルゼンチン）／ビ
タミンＣ、炭酸、酸味料、香料 

 

6 075 世界の果実アルフォ

ンソマンゴー 

マンゴー（インド）、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）／酸味
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 

 

6 3170 鹿児島の黒酢ドリン

ク(ざくろ&アサイー+

葉酸) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、ざくろ果汁、アサイ
ーエキス／酸味料、香料、葉酸 

 

6 3176 スキッとキリッとレモ

ン 

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、レモン（アルゼンチン）／ビ
タミンＣ、炭酸、酸味料、香料 

 

6 3177 世界の果実アルフォ

ンソマンゴー 

マンゴー（インド）、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）／酸味
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料 

 

12 134 里芋のとろふわ揚げ

(4種の具材入り) 

野菜（さといも（中国）、水くわい、たまねぎ、えだまめ（大豆を
含む）、にんじん）、つなぎ（粉末状植物性たん白、卵白（卵を
含む）、パン粉（乳成分を含む））、植物油脂、乾燥マッシュポ
テト、砂糖、しょうゆ、食塩、酵母エキス、かつおぶしエキス、
衣（小麦粉、でん粉、植物油脂、粉末状植物性たん白、砂
糖、ぶどう糖、食塩）、揚げ油（なたね油）／加工でん粉、乳化
剤、増粘剤（キサンタンガム） 

 

13 140 すき家牛カルビ丼の

具 

牛肉（アメリカ産）、たまねぎ、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂
糖）、みりん、しょうゆ、たん白加水分解物、ごま油、果汁（りん
ご、パイナップル）、香辛料、りんご酢、洋風料理用調味料、
食塩／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ン）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・り
んごを含む） 

 

2021年 
4月4週 

（17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  

13 146 大阪王将こだわり餃

子 

【ぎょうざ】野菜〔キャベツ(国産)、にら〕、豚ハラミ、豚脂、豚
肉、ラード、粒状植物性たん白、しょうゆ、植物油脂、おろしに
んにく、砂糖、食塩、発酵調味料、鶏だしの素、おろししょう
が、ポークエキス調味料、こしょう、唐辛子、皮(小麦粉、植物
油脂、小麦たん白、大豆粉、食塩、オリゴ糖混合異性化液糖)
／加工でん粉、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
【たれ】醸造酢、しょうゆ、アミノ酸液、果糖ぶどう糖液糖、食
塩、ラー油、ぶどう糖、唐辛子、りんご果汁加工品／増粘剤
(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) 

 

14 150 やわらかチーズ帆立 帆立（北海道）、チーズ加工品（ナチュラルチーズ、還元水
飴、植物油脂、ゼラチン）、食塩、醸造酢、砂糖／ソルビット、
乳化剤、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に乳成分・ゼラ
チンを含む） 

 

14 154 マネケンゆずと抹茶

のワッフル 

小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、卵、乳等を主要原料
とする食品（植物油脂、乳脂肪、その他）、柚子ピール加工
品、豆乳、還元水あめ、イースト、抹茶、柚子ピューレ、クロレ
ラ粉末、食塩／香料、乳化剤、着色料（クチナシ、カロチン）、
酵素、酸化防止剤（ビタミン C、ビタミン E）、ビタミン C、（一部
に卵・乳成分・小麦・大豆を含む） 

 

14 3150 ねこねこダックワー

ズ(メイプル・チョコ) 

【メイプル】液卵白（卵を含む、国内製造）、砂糖（グラニュー
糖、メープルシュガー）、アーモンド、準チョコレート（乳成分を
含む）、小麦粉、乾燥卵白、でん粉、食塩／トレハロース、香
料、カラメル色素、セルロース、環状オリゴ糖、乳化剤（大豆由
来）【チョコ】液卵白（卵を含む、国内製造）、砂糖、アーモン
ド、準チョコレート（乳成分を含む）、小麦粉、ココアパウダー、
乾燥卵白、でん粉、食塩／トレハロース、香料、着色料（炭
末、クチナシ）、環状オリゴ糖、乳化剤（大豆由来） 

 

21 323 ピリ辛こんにゃく (唐

辛子入) 

こんにゃく粉（国産）、赤とうがらし、海藻粉末/水酸化カルシウ
ム（こんにゃく用凝固剤） 

 

23 349 バニラヨーグルト(沖

縄県産パイン) 

乳製品（国内製造、外国製造）、砂糖、パインアップル果汁、
卵黄、寒天／香料、（一部に卵・乳成分を含む） 

 

26 428 抹茶大納言(食パン) 小麦粉、甘納豆(砂糖、大納言小豆、還元水あめ)、牛乳、卵、
砂糖、ラード、乳等を主要原料とする食品、食塩、パン酵母、
抹茶／V.C、(一部に小麦・乳成分・卵・豚肉を含む) 

 

27 448 塩さんま(個包装) さんま、食塩 

 

28 470 国産真あじ開き 真あじ(国産)、食塩 

 

30 516 かなわかきのアヒー

ジョ風 

冷凍かき、植物油(国内製造）、食塩、ガーリックパウダー、馬
鈴薯澱粉、フライドガーリック、マスタード、蛋白加水分解物、
オニオンパウダー、コショウ、レッドベルペッパー、タイム、パセ
リ、ローレル/調味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、カロチン色
素、酵素、（一部に乳成分・大豆を含む） 
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36 601 黒酢酢豚紙包み 豚肉（カナダ産）、たれ（砂糖混合異性化液糖、醸造酢、砂
糖、しょうゆ、食塩、米発酵調味料、たん白加水分解物）、ブロ
ッコリー、赤パプリカ、黄パプリカ、でん粉、食用植物油脂、し
ょうゆ、小麦粉、食塩、胡椒／加工デンプン、増粘剤（加工デ
ンプン、キサンタン）、カラメル色素、焼成カルシウム、調味料
（無機塩等）、乳化剤、（一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含
む） 

 

38 639 四海樓皿うどん (太

麺) 

めん［小麦粉｛小麦（国産）｝、卵黄粉、小麦たん白、食塩／焼
成カルシウム、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を含む）］、具
［野菜（もやし、キャベツ、ねぎ）、いか、きくらげ、植物油脂、
はんぺん、香辛料／増粘多糖類、加工でん粉、ベニコウジ色
素、（一部に卵・いかを含む）］、たれ［肉エキス、しょうゆ、砂
糖・異性化液糖、動物油脂、ほたてエキス、酵母エキス、砂
糖、食塩、香辛料、野菜エキス、煮干粉末／アルコール、増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、香料、カラメル色素、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含
む）］ 

 

38 641 ステーキのあさくま

あさくまビーフシチュ

ー 

牛肉、赤ワイン、デミグラスソース、ビーフコンソメ、たまねぎ、ト
マトケチャップ、乳等を主要原料とする食品、みりん、にんじん
ピューレー、みそ、濃厚ソース、ビーフブイヨン調味料、ウスタ
ーソース、シチュールウ、バター、砂糖、オニオンエキス、野菜
ペースト、カカオマス、小麦粉、植物油、食塩／着色料（カラメ
ル、パプリカ色素）、調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、香辛
料抽出物、香料、酸味料、甘味料（甘草）、（一部に小麦・卵・
乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

38 642 ステーキのあさくま

あさくまビーフカレー 

野菜・果実（たまねぎ、ばれいしょ、しょうが、にんじん、りん
ご、にんにく、バナナ）、牛肉、トマト・ピューレーづけ、カレー
ルウ（牛脂豚脂混合油脂、小麦粉、ソテー・ド・オニオン、カレ
ー粉、食塩、砂糖、その他）、マンゴチャツネ、オニオンエキ
ス、トマトケチャップ、ウスターソース、砂糖、ビーフエキス、香
辛料／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸味料、香
料、香辛料抽出物、甘味料（甘草）、（一部に小麦・乳成分・牛
肉・大豆・りんご・バナナを含む） 

 

42 698 海老餃子 皮（小麦粉（国内製造）、もち粉、食塩、乳化油脂、大豆粉）、
野菜（玉ねぎ、キャベツ）、魚肉（えび、たら）、豚肉、つなぎ
（でん粉、粉末状大豆たん白）、粒状大豆たん白、大豆油、砂
糖、パン粉、蝦醤、食塩、しょうゆ、しいたけ水煮、香辛料、酵
母エキス／調味料（アミノ酸等）、乳酸 Na、キシロース、香料、
着色料（紅麹）、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）、
添付油（ラー油）、（一部に卵・小麦・えび・ごま・大豆・豚肉・り
んごを含む） 

 

45 755 えび入りしょうが天

(高知県産しょうが使

用) 

魚肉（国産、中国）、キャベツ、紅しょうが、植物油、砂糖、でん
粉、植物たん白（小麦・大豆を含む）、えび、食塩、ぶどう糖、
卵白（卵を含む）、魚介エキス／加工でん粉、pH 調整剤、調
味料（アミノ酸）、炭酸 Ca、ベニコウジ色素、酸味料 

 

52 867 レモンジンジャー&玄

米黒酢(3～4 倍希釈

用) 

米黒酢（国内製造）、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、
しょうがエキス／酸味料、香料 
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56 956 マルちゃん QTTA(コ

ク味噌味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、精製ラード、で
ん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵
白）、添付調味料（みそ、香辛料、砂糖、粉末野菜、ポークエ
キス、ラード、脱脂大豆粉、香味油脂、発酵調味料、たん白加
水分解物、酵母エキス）、かやく（キャベツ、味付豚肉、コー
ン、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウ
ム、増粘多糖類、かんすい、カラメル色素、クチナシ色素、酸
化防止剤（ビタミン E、ローズマリー抽出物）、香料、ビタミン
B2、ビタミン B1、香辛料抽出物、（一部にえび・小麦・卵・乳成
分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

56 957 マルちゃん QTTA(エ

クストラホット味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、精製ラード、で
ん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵
白）、添付調味料（香辛料、みそ、乳糖、ポークエキス、豚脂、
食塩、しょうゆ、粉末野菜、たん白加水分解物、酵母エキス、
香味油脂）、かやく（キャベツ、味付挽肉、いんげん）／加工で
ん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、増粘多糖類、か
んすい、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミン
E、ローズマリー抽出物）、パプリカ色素、香辛料抽出物、ベニ
コウジ色素、香料、ビタミン B2、ビタミン B1、（一部にえび・小
麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
を含む） 

 

57 977 ドトールカフェ・オ・レ 

アイスバー 

乳製品、砂糖、異性化液糖、植物油脂、乳等を主要原料とす
る食品、コーヒーエキス、水あめ、コーヒー粉末、デキストリン、
コーヒーオイル／安定剤（増粘多糖類）、乳化剤、香料、カラ
メル色素、（一部に乳成分を含む）  

62 3313 ぎふ・中津川の和栗

モンブラン 

白あん（生あん、砂糖、酵素糖化水あめ、その他）（国内製
造）、ホイップクリーム（植物油脂、脱脂粉乳、その他）、栗ペ
ースト（栗、砂糖）、鶏卵、小麦粉、砂糖、黒糖、食用乳化油
脂、加糖卵黄、麦芽糖、水あめ、乳等を主要原料とする食品
／トレハロース、乳化剤、香料、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、カロ
チン色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

64 3368 国産緑黄やさいのお

やさいチヂミ 

じゃがいも（国産）、豆腐、魚肉すり身、かぼちゃ（国産）、たま
ねぎ（国産）、にんじん（国産）、ほうれんそう（国産）、豚脂、鶏
卵、植物油脂、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、しょうゆ、砂糖、
魚介エキス、食塩、（一部に小麦・卵・大豆・豚肉を含む）／加
工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に大豆を含む） 

 

64 3373 くめ納豆北海道納豆

(小粒) 

●【納豆】大豆（北海道）（遺伝子組換えでない）、納豆菌 ●
【たれ（別添）】砂糖、食塩、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、かつ
おエキス、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、昆布だし／調
味料（アミノ酸等）、酸味料 ●【からし（別添）】からし、醸造
酢、食塩／ｐＨ調整剤、着色料（ウコン）、増粘剤（グァーガ
ム）、香辛料抽出物 

 

68 3446 椎茸昆布  増量 (佃

煮) 

しょうゆ（国内製造）、砂糖、昆布、発酵調味料、椎茸、還元水
あめ、水あめ、寒天、唐辛子／ソルビトール、調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、酢酸Ｎａ、酸味料、増粘多糖類、Ｖ．Ｂ１、
（一部に小麦・大豆を含む） 

 

68 3450 ラー油昆布(佃煮) しょうゆ（国内製造）、砂糖、昆布、植物油脂、発酵調味料、ご
ま、小えび、にんにく、唐辛子、還元水あめ、水あめ、寒天／
ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酢酸 Na、増粘多糖類、酸
味料、V.B1、（一部にえび・小麦・ごま・大豆を含む） 
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裏

表

紙 

3551 うれしいフルーツマン

ゴーゼリー 

マンゴー果実、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖、マンゴーピュー
レ、洋酒、寒天、濃縮ピーチ果汁／ゲル化剤（増粘多糖類）、
酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料  

チ

ラ

シ 

3554 のどぐろ(下ごしらえ

済み) 

記載無し／酸化防止剤（Ｖ．Ｃ） 

 

チ

ラ

シ 

3558 京都府産真さばだし

〆炙り 

真さば（京都府産）、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）、柚子果汁、食塩／アルコール、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、（一部に小麦・さば・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3597 ステーキのあさくま

あさくまハンバーグ

(デミグラスソース入) 

牛肉、たまねぎ、つなぎ（液卵、パン粉、粉末状植物性たん
白）、牛脂、しょうゆ、砂糖、オニオンエキス、食塩、植物油、で
ん粉、香辛料／加工でん粉、ソース［デミグラスソース、しょう
ゆ、砂糖、トマトピューレー、りんご果汁、カカオマス、小麦粉、
オニオンエキス／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）］、
（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・りんごを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3598 ステーキのあさくま

あさくまローストビー

フ 

［ローストビーフ］牛肉、黒コショウ、食塩、（一部に牛肉を含
む）［ソース］だし醤油、たまねぎ、醸造酢、かんきつ果汁、植
物油／着色料（カラメル）、（一部に小麦・大豆・魚醤（魚介類）
を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3610 有明海産一番摘み

味付のり 

乾のり（有明海）、砂糖、しょうゆ（大豆を含む：遺伝子組換え
でない）、かつおぶしエキス、みりん、煮干しエキス、ほたてエ
キス、しいたけエキス、こんぶエキス、唐辛子、えびエキス（小
麦を含む）、食塩、昆布、酵母エキス、デキストリン  

 

 


