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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 030 金魚すくい(ゼリー) 砂糖（国内製造）、りんご果汁、牛乳、寒天／ゲル化剤（増粘
多糖類）、酸味料、酸化防止剤（V.C）、香料、野菜色素、炭
末色素、（一部に乳成分・りんご・大豆を含む） 
 

 

2 031 白バラアイスモナカ チョコレートコーチング(国内製造)、モナカ、加糖脱脂れん
乳、植物油脂、砂糖、牛乳、脱脂粉乳、水あめ、食塩／加工
でん粉、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カラメ
ル)、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む） 

 

3 038 あおいのグリーンテ

ィー (加糖タイプ・粉

末) 

グラニュー糖（国内製造）、茶（愛知県西尾市産） 

 

6 067 国産若鶏からあげ

(和風しょうゆ味) 

鶏むね肉（国産）、還元水あめ、しょうゆ、砂糖、米発酵調味
液、大豆たん白、食塩、脱脂粉乳、でん粉、チキンブイヨン、
水あめ、還元乳糖、粉末油脂、たん白加水分解物、衣（小麦
粉、コーンフラワー、でん粉、しょうゆ、脱脂粉乳、おろししょ
うが、食塩、チキンブイヨン、大豆たん白、水あめ、粉末油
脂）、揚げ油（なたね油）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、ｐＨ調整剤、アルコール、酸化防止剤（ビタミンＣ）、酸
味料、着色料（ウコン色素） 

 

9 103 ごはんがすすむ !だ

しの味わい和風麻

婆豆腐 

絹とうふ（国内製造）、鶏そぼろ、添付和風調味料（しょうゆ、
砂糖、水あめ、本みりん、その他）、たまねぎ、えだまめ／凝
固剤、調味料（アミノ酸）、カラメル色素、安定剤（加工でん
粉）、（一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む） 
 

 

10 109 具沢山春雨スープ

(みつせ鶏団子入り) 

はるさめ（中国製造）、鶏肉団子、はくさい、もやし、添付た
れ（醤油、たん白加水分解物、砂糖、その他）、きくらげ、に
んじん、にら、しいたけ、植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、しょう
が、チキンブイヨン／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリ
シン、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、カラメル色素、
酵素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含
む） 
 

 

10 112 

3185 

国産チキンの油淋

鶏(野菜添え) 

チキン竜田揚げ（国内製造）、レタス、たまねぎ、しょうゆ、穀
物酢、果糖ぶどう糖液糖、植物油脂、しょうが、にんにく、ガ
ラスープパウダー／加工でん粉、膨張剤、リン酸塩（Ｎａ）、ｐ
Ｈ調整剤、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、糊料（増
粘多糖類）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（一部に卵・乳成分・小
麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 
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（31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  

11 115 若鶏とエビのチリソ

ース炒め 

具材：鶏肉（国産）、むきえび（えび、食塩）、ブロッコリー、赤
ピーマン、（一部にえび・鶏肉を含む）添付ダレ：トマトケチャ
ップ、発酵調味料、しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、生姜、ごま
油、醸造酢、リンゴピューレ、水あめ、にんにく、砂糖、豆板
醤、顆粒ガラスープ、チキンエキス、食塩、ウスターソース、
酵母エキス、香辛料、オニオンエキス、オイスターソース／増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、着色料（パプリカ色
素、カラメル）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・大豆・
鶏肉・豚肉・りんご・ごまを含む） 

 

11 116 おうちで作る手作り

干物キット(ほっけ) 

しまほっけ（アメリカ産） 

 

11 117 アジのイタリアントマ

トソース炒め 

【野菜ミックス】玉ねぎ、揚げなす（なす、食塩、揚げ油（パー
ム油））、ブロッコリー、【トマトソース】トマトケチャップ（国内製
造）、トマトペースト、果糖ぶどう糖液糖、植物油脂、粉末ブイ
ヨン、乾燥玉ねぎ、醸造酢、ニンニク、ビーフエキス、食塩、
香辛料、【アジ唐揚げ】メアジ（タイ産）、馬鈴薯でん粉／増
粘剤（加工でん粉）、酒精、酸味料、着色料（紅麹、パプリカ
色素）、（一部に牛肉・大豆を含む） 

 

11 119 はぐくみ自慢の豚バ

ラ肉と国産野菜で作

るトマト煮 

〔具材）豚バラ肉（国産）、玉ねぎ、ばれいしょ、にんじん、（一
部に豚肉を含む）〔液体調味料〕トマトペースト、食塩、砂糖、
トマトケチャップ、還元水あめ、醸造酢、トマトパウダー、ドラ
イトマトエキス、大豆油、酵母エキス、オレガノ、ローストガー
リックパウダー、ローズマリー、オリーブ油、こしょう、タイム、
セロリーシード、ローレル、バジル/酒精、調味料（アミノ酸
等）、パプリカ色素、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、
（一部に大豆を含む） 

 

11 120 八宝菜 タレ（チキンエキス、マルトデキストリン、チキンスープパウダ
ー、発酵調味料、オイスターソース、しょうゆ、ごま油、砂糖、
生姜、食塩、にんにく、醸造酢、香味食用油、香辛料）、豚
肉（カナダ産）、にんじん、いんげん、白菜、いか、むきえび
（えび、食塩）、たけのこ、ほたて、きくらげ／増粘剤（加工デ
ンプン、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、香料、カラメ
ル色素、（一部に小麦・えび・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を
含む） 

 

11 122 シーフードアヒージョ 【具材】ブロッコリー（エクアドル産）、むきえび（インドネシア
産）、ボイルムール貝（チリ製造）、マッシュルーム（オランダ
産）、食塩／調味料（無機塩等）、（一部にえびを含む）、【添
付スパイス】食塩、にんにく末、パン粉、こしょう、オニオンパ
ウダー、唐辛子、オレガノ、パセリ／調味料（アミノ酸等）、
（一部に乳成分・小麦を含む） 

 

15 174 うな一(うなぎの蒲焼

風蒲鉾) 

【うな一】魚肉（アメリカ、ベトナム）、かば焼きのたれ（大豆を
含む）、植物油、豚脂、発酵調味液、ぶどう糖、こんにゃく
粉、食塩、でん粉（小麦を含む）、酵母エキス、カラメルソー
ス／加工でん粉、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、pH 調
整剤、増粘剤（加工でん粉）、乳化剤、着色料（カラメル、イ
カ墨）、香料、水酸化 Ca【蒲焼のたれ】しょう油（小麦・大豆を
含む）（国内製造）、砂糖、発酵調味料、しょう油加工品、た
ん白加水分解物、うなぎエキス、酵母エキス／増粘剤（加工
でん粉、キサンタン）【山椒】山椒（中国）、陳皮 
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17 195 大阪王将肉餃子 野菜 〔キャベツ（国産）、にら〕、食肉（鶏肉、豚肉）、豚脂、
粒状植物性たん白、しょうゆ、植物油脂、おろしにんにく、発
酵調味料、ラード、食塩、砂糖、ポークエキス調味料、調味
油、おろししょうが、こしょう、皮（小麦粉、でん粉分解物、植
物油脂、食塩、小麦たん白、発酵調味料、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） 

 

17 198 はまんど監修ラアメ

ン 

めん（小麦粉(国内製造)、粉末状小麦たん白、食塩／加工
デンプン、かんすい）、スープ（魚介エキス、鶏油、豚脂、食
塩、畜肉エキス、砂糖、発酵調味料、こんぶエキス、いわし
煮干し、香辛料、えび加工品、さばぶし粉末、焼あご粉末、
あじ煮干し粉末／調味料(アミノ酸等)、加工デンプン）、（一
部に小麦・えび・さば・鶏肉・豚肉を含む） 

 

25 372 三重県産無臭黒に

んにく使用松阪牛万

能だれ(相可高校調

理クラブ考案) 

砂糖（国内製造）、味噌（大豆を含む）、しょうゆ（小麦を含
む）、みりん、炒め玉ねぎ、水あめ、りんごピューレ、食塩、発
酵調味料、ごま油、でん粉分解物、ガーリックペースト、穀物
酢、生姜ペースト、黒にんにくペースト、いりごま、酵母エキ
ス、ビーフエキス、牛肉（松阪牛 100％）、すりごま、香辛料 
/ 増粘剤（コンニャクイモ抽出物）  

29 475 ビスケット(全粒粉入

り) 

小麦粉（国内製造）、小麦全粒粉、マーガリン、砂糖、液卵、
還元水あめ、黒糖、バター、食塩／トレハロース、膨張剤、
増粘剤（キサンタン）、着色料（カラメル、カロチノイド）、ｐＨ
調整剤、グリシン、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を
含む） 

 

30 479 バゲット (ガーリック

バター) 

バゲット（小麦粉、イースト、その他）、ガーリックバター（バタ
ー、マーガリン、その他）／乳化剤、ｐＨ調整剤、増粘剤（グ
ァーガム）、香料、カロチノイド色素、（一部に小麦・乳成分・
大豆を含む） 

 

33 538 北海たこ薄造り  増

量(生食用) 

ミズダコ（北海道沖）、添付たれ（しょうゆ、異性化液糖、りん
ご酢、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料）、
（一部に小麦・大豆・りんご・鶏肉・さばを含む）  

40 660 電子レンジで!肉汁じ

ゅわっとハンバーグ 

食肉（牛肉（オーストラリア）、豚肉）、たまねぎ、粒状植物性
たん白、つなぎ（パン粉、鶏卵、粉末卵白、コーンフラワ
ー）、ソテーオニオン、糖類（ぶどう糖、砂糖）、ワイン、ビーフ
エキス、卵殻粉、食塩、香辛料、糖加工品、乳清たん白濃縮
物、ゼラチン、ポークブイヨン／加工でん粉、調味料（アミノ
酸）、着色料（カラメル）、ゲル化剤（増粘多糖類）、乳酸 Ca、
（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチンを含
む） 

 

40 672 国産若鶏の加賀味

噌漬け 

鶏肩小肉（国産）、米みそ（大豆を含む）、本みりん 

 

41 688 レンジで簡単 !カリッ

と!ひとくちチキン(ベ

ビースターラーメン

使用) 

鶏肉（タイ又は国産（５％未満））、大豆たん白食品（粉末状
植物性たん白、でん粉）、粉末状植物性たん白、植物油脂、
しょうゆ、砂糖、食塩、衣（パン粉、味付油揚げめん（小麦
粉、植物油脂、しょうゆ、砂糖、食塩、チキンエキス、たん白
加水分解物、ミート調味エキス、ミート調味パウダー、酵母エ
キスパウダー、ポークパウダー、魚介パウダー）、でん粉、で
ん粉加工品、植物油脂）、揚げ油（大豆油）／加工デンプ
ン、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、着色料
（アナトー）、（一部に小麦・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含
む） 
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41 689 レンジで簡単!とりな

んこつから揚げ 

鶏軟骨（タイ）、衣（でん粉、パン粉、小麦粉、食塩、ぶどう
糖、香辛料、粉末状植物性たん白、植物油脂）、揚げ油（大
豆油）／加工デンプン、調味料（アミノ酸）、膨脹剤、パプリカ
色素、増粘多糖類、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

41 690 レンジで簡単！甘辛

だれの鶏軟骨唐揚

げ 

鶏軟骨（タイ）、衣（でん粉、パン粉、小麦粉、食塩、ぶどう
糖、香辛料、粉末状植物性たん白、植物油脂）、たれ（糖類
（ぶどう糖果糖液糖、砂糖（三温糖、加工黒糖））、しょうゆ、
米醗酵調味料、醸造酢、食塩、香辛料、しょうゆ加工品、酵
母エキス、味噌加工品）、揚げ油（大豆油）／加工デンプン、
調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル、パプリカ色素）、膨脹
剤、増粘多糖類、セルロース、甘味料（スクラロース）、（一部
に小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

43 713 サクッと蓮根の甘辛

揚げ 

れんこん（中国）、砂糖、しょうゆ、米発酵調味料、おろしにん
にく、食塩、唐辛子、衣（小麦粉、パン粉、でん粉、植物油
脂、しょうゆ、砂糖、食塩）、揚げ油（なたね油）／酸味料、
（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）  

46 754 のせるだけ肉末芹

菜 

植物性たんぱく、セロリ、たまねぎ、食用植物油脂、しょうゆ、
たけのこ、焼豚、醸造酢、ごま、香辛料、砂糖、ローストオニ
オンペースト、食塩／増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、
グリシン、調味料（アミノ酸等）、酢酸 Na、着色料（カラメル、
紅麹、カロチノイド）、加工デンプン、ｐＨ調整剤、リン酸塩
（Ｎａ）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・豚
肉を含む） 

 

46 755 中華名菜八宝菜 【具】鶏肉、にんじん水煮、たけのこ水煮、きくらげ、豚肉、し
いたけ水煮、食塩、しょう油、米粉、パン粉、砂糖、醸造酢、
水あめ、しょうが汁、でん粉、大豆たん白、卵白末、香辛料
／調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、増粘多糖類、カード
ラン、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）【ソ
ース】うずら卵水煮（タイ製造又は国内製造）、液糖、ポーク
エキス、たん白加水分解物、食塩、中華調味料、オイスター
ソース、植物油、まいたけ水煮、ほたてエキス調味料、発酵
調味液、チキンスープパウダー、香辛料、醸造酢、酵母エキ
ス、脱脂粉乳／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、（一部に卵・乳成分・
小麦・あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

52 859 阿波のちびなす (塩

漬) 

小なす､漬け原材料[食塩､リンゴ酢､すだち果汁］／ソルビッ
ト､調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤(ビタミンＣ)､酸味料､ミョウ
バン 

 

54 897 マネケンバレンシア

オレンジワッフル(蜜

漬けピール入り) 

小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、卵、オレンジ砂糖漬
（オレンジピール、砂糖、水あめ、洋酒）、乳等を主要原料と
する食品、イースト、還元水あめ、牛乳、蜂蜜、食塩、ローズ
マリーパウダー／乳化剤、香料、酒精、酵素、ビタミン C、
（一部に卵・乳成分・小麦・オレンジ・大豆を含む） 
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54 902 くりごろ 白餡（白いんげん豆、砂糖、水飴）（国内製造）、マーガリン、
小麦粉、栗甘露煮（栗（熊本県産）、砂糖）、液卵、栗ペース
ト（栗（熊本県産）、砂糖）、アーモンドパウダー、牛乳、乳等
を主要原料とする食品、ショートニング、麦芽粉末、食塩、ラ
ム酒／トレハロース、着色料（カラメル、カロテン）、乳化剤、
香料、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモ
ンド・大豆を含む） 

 

56 937 秘伝のスパイスブレ

ンド マイスターズス

パイス 

食塩（岩塩（アメリカ））、ブラックペッパー、砂糖、醤油加工
品（食塩、砂糖、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、醤
油、その他）、ローストガーリック、ナツメッグ、レッドベルペッ
パー、ホワイトペッパー、焙煎香辛料（クミン、カルダモン、コ
ーン油、フェネグリーク、マスタード、クローブ）、フライドオニ
オン、クミン、コリアンダー、パセリ、コーン油、セロリーシード
／加工デンプン、乳化剤、セルロース、二酸化ケイ素、カラメ
ル色素、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

62 3303 リプトン水出しアイス

ティー グリーンティ

ー (ピーチ &オレン

ジ・ティーバッグ) 

緑茶（ケニア）、抹茶（日本）/香料 

 

64 996 

3329 

つぶらなリンゴ(リン

ゴつぶつぶ入り) 

りんご（国産）、果糖ぶどう糖液糖、果粒（りんご（国産））／酸
味料、乳酸 Ca、香料、ビタミンＣ、安定剤（増粘多糖類） 

 

65 3346 雷神ポータブル缶

(雷おこし) 

水飴(国内製造)、小麦粉、落花生、米粉、砂糖、加工黒糖、
還元麦芽糖水飴、植物油脂、食塩／カラメル色素、膨脹
剤、香料、(一部に小麦・落花生・大豆を含む)  

66 3373 網代焼 うるち米(国内産)、中双糖、しょう油(小麦・大豆を含む)、食
塩、えび粉／加工でん粉、膨脹剤、調味料(アミノ酸等) 

 

68 3420 HERSHEY'Sチョコバ

ウムクーヘン (ホー

ルタイプ) 

液卵（国産）、砂糖、小麦粉、マーガリン、ショートニング、チ
ョコレート、ココアパウダー、麦芽糖、牛乳、食塩／加工デン
プン、ソルビトール、膨張剤、乳化剤、香料、（一部に小麦・
卵・乳成分・大豆を含む）  

68 3422 とろける生ロール(夏

バニラ) 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、砂糖、液全卵、小
麦粉、牛乳、クリーム、加工油脂、練乳ペースト、液卵黄、粉
糖、水飴混合異性化液糖、マーガリン、洋酒、食塩、異性化
液糖、バニラシード／乳化剤、膨脹剤、香料、加工デンプ
ン、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に卵・乳成分・小麦・大
豆を含む） 

 

70 3492 ぶっかけわさび (刻

み) 

刻み本わさび､漬け原材料(しょうゆ､還元水飴､砂糖､味醂､
醸造酢､鰹節調味エキス､食塩)／調味料(アミノ酸等)､酒精､
酸味料､香辛料､(一部に大豆･小麦を含む) 

 

70 3498 おからパウダー(クッ

キングタイプ) 

大豆（カナダ又はアメリカ又はその他） 
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頁 
注文 
番号 
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74 3594 きなこ豆 砂糖（国内製造）、落花生、きなこ（北海道産大豆）、寒梅粉
ミックス（でんぷん、もち米）、植物油脂（パーム油、菜種
油）、小麦粉、水飴、食塩／膨張剤、（一部に落花生・小麦・
大豆を含む）  

チ

ラ

シ 

3628 竹笛しそ (国産しそ

入り) 

魚肉（アメリカ）、卵白、でん粉、発酵調味液、砂糖、食塩、し
そ、ぶどう糖、植物油／調味料（有機酸等）、加工でん粉、
貝 Ca、香料、（一部に卵・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3631 糖質コントロール直

火炒めチャーハン

(カリフラワーライス

入り) 

野菜（カリフラワー（メキシコ）、青ねぎ）、米（国産）、粒状こん
にゃく、スクランブルエッグ、液卵、煮豚、中華ソース、ポーク
香味調味料、たん白加水分解物、植物油脂、ラード、食塩、
ポークエキス、顆粒中華スープ、紹興酒、おろししょうが、し
ょうゆ、おろしにんにく、黒こしょう／調味料（アミノ酸等）、糊
料（加工デンプン）、着色料（カラメル、カロチノイド）、貝カル
シウム、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・
ゼラチンを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3632 糖質コントロール背

脂 しょうゆラーメン

(背脂入り液体スー

プ付) 

めん〔小麦粉(国内製造)、小麦たん白、食塩〕、添付調味料
〔しょうゆ、豚脂、砂糖、畜肉エキス（チキンエキス、ポークエ
キス）、食塩、煮干しエキス、かつお節エキス、でん粉、醸造
調味料、野菜エキス、香辛料、昆布エキス〕／加工デンプ
ン、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、かんすい、増粘剤
（アルギン酸エステル、キサンタン）、クチナシ色素、酸化防
止剤（ビタミン E)、（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉を含む）  

 

 


