2018 年
10 月 4 週
（43 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。

頁

注文
番号

8

100

8

111

11

136

商品名

一括表示原材料名

ギョーザ(国産肉・野 野菜（キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく）、食肉（鶏肉、豚
肉）、豚脂、粒状大豆たん白、卵白、ごま油、オイスターソー
菜使用)
ス、砂糖、発酵調味料、食塩、香辛料、酵母エキス、皮（小麦
粉、なたね油、でん粉、食塩、粉末状小麦たん白、粉末状大
豆たん白、大豆粉）/ 調味料（アミノ酸等）、乳化剤、増粘剤
（キサンタン、アルギン酸 Na）、クエン酸 Na、塩化 Ca、カゼイン
Na、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
小麦粉、準チョコレート（乳成分・大豆を含む）、砂糖、マーガ
ちょこのデニッシュ
リン、液卵、ショートニング、パン酵母、食塩／乳化剤、香料、
イーストフード、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＣ、着色料
（カロチン）
アトランティックサー アトランティックサーモン（養殖・ノルウェー産）、食塩
モンハラスカット(うす
塩)
サンマ（国産）、米こうじ、食塩

11

137

さんまの塩こうじ漬

13

153

13

154

13

155

マ ル ち ゃ ん 正 麺 ( 醤 めん（小麦粉（国内製造）、食塩、植物性たん白、植物油脂、
卵白）、添付調味料（しょうゆ、チキンエキス、食塩、植物油、
油味)
鶏脂、ポークエキス、砂糖、香辛料、野菜エキス、発酵調味
料、たん白加水分解物、酵母エキス、香味油脂）／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、かんすい、酒精、炭酸
カルシウム、レシチン、カラメル色素、香料、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、香辛料抽出物、クチナシ色素、増粘多糖類、甘味料
（カンゾウ）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラ
チンを含む）
マ ル ち ゃ ん 正 麺 ( 旨 めん（小麦粉（国内製造）、食塩、植物油脂、植物性たん白、
卵白）、添付調味料（チキンエキス、食塩、ポークエキス、香味
塩味)
油脂、しょうゆ、野菜エキス、植物油、砂糖、香辛料、魚介エ
キス、たん白加水分解物、豚脂）／加工でん粉、調味料（アミ
ノ酸等）、酒精、トレハロース、かんすい、炭酸カルシウム、レ
シチン、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ）、増粘多糖類、香
料、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏
肉・豚肉・ゼラチンを含む）
マ ル ち ゃ ん 正 麺 ( 味 めん（小麦粉（国内製造）、食塩、植物性たん白、植物油脂、
卵白）、添付調味料（みそ、ポークエキス、食塩、香辛料、香
噌味)
味油脂、野菜エキス、植物油、ラード、砂糖、発酵調味料、デ
ーツ果汁、たん白加水分解物）／加工でん粉、調味料（アミノ
酸等）、トレハロース、酒精、かんすい、炭酸カルシウム、カラメ
ル色素、レシチン、酸化防止剤（ビタミンＥ）、クチナシ色素、
（一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

－ 1 －

頁

注文
番号

18

293

商品名

一括表示原材料名

国内産たけのこ水煮 たけのこ（国内産）、pH 調整剤
(ホール)

19

3750

おとうふ屋さんの豆
乳どーなつ

21

362

お いし く果実 ブル ー
ベリーヨーグルト

ドーナツミックス(小麦粉、砂糖、卵粉末、粉末かぼちゃ、食
塩、でん粉)、豆乳（大豆を含む）[国産(岐阜)]、なたね油／重
曹

ブルーベリー果肉・果汁、生乳、乳製品、砂糖、乳等を主要
原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、乳たんぱく、ゼラチン、
カシス果汁、デキストリン／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
類）、香料、酸味料
小麦粉、砂糖、全卵、ショートニング、大豆粉、牛乳、植物油
脂、転化型液糖、殺菌乳酸菌粉末／膨脹剤

24

458

乳酸菌入りドーナツ

36

711

38

756

39

771

39

790

40

792

オマールビスク味わ 衣（パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、粉あめ、粉末油脂、
米粉、粉末卵白、ショートニング、粉末状植物性たん白、食
うミニクロケット
塩、卵殻粉）、牛乳、無脂肪牛乳、たまねぎ、小麦粉、ソース
アメリケーヌ、植物油脂、トマトペースト、えびエキス、マーガリ
ン、乳又は乳製品を主要原料とする食品、バター、生クリー
ム、ゼラチン、ワイン、コンソメパウダー、砂糖、食塩、香辛料
／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味
料（アミノ酸等）、乳化剤、膨張剤、カロチノイド色素、（一部に
えび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
もちもち紫芋(黒糖使 さつまいも（国産）、もち粉、揚げ油（なたね油）、衣［小麦粉、
プレミックス粉（小麦粉、でん粉、パンプキンパウダー、卵黄
用)
粉）、コーンフラワー、ごま、赤糖]、上白糖、黒糖、さつま芋
粉、乾燥マッシュポテト、なたね油、食塩／加工デンプン、トレ
ハロース、膨張剤、着色料（カロチン）、（一部に小麦・卵・ごま
を含む）
4 種野菜のワンタン めん（小麦粉、卵白粉末（卵を含む）、食塩 ／ かんすい、着
色料（クチナシ黄色素））、具（ワンタン（皮（小麦粉、植物油
入りワンタン麺(鶏清 脂、食塩）、野菜（にんじん、キャベツ）、鶏肉、粒状植物性た
湯スープ)
ん白（大豆を含む）、オニオンソテー、でん粉、豚脂、ごま油、
かぼちゃペースト、香辛料、しょうゆ、ほうれん草ペースト、食
塩、こんぶエキス、砂糖）、ほうれん草、味付メンマ／酸味料、
調味料（核酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ））、スープ（ラード、
還元水あめ、食塩、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、たん白加水
分解物、チキンエキス、ポークシーズニングペースト、ポーク
エキス、こんぶエキス、香辛料、メンマパウダー／調味料（アミ
ノ酸等）、アルコール、着色料（カラメル）、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ））
イタリア産 3 種チーズ 乳等を主要原料とする食品、ナチュラルチーズ、植物油脂
（オリーブ油、大豆油）、生クリーム、砂糖、チキンエキス、食
のクリームソース(パ 塩、還元水あめ、ガーリック、香辛料、増粘剤（加工デンプン、
スタソース)
キサンタンガム）、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含
む）
チ ー ズの 入った ド ラ 米（日本）、野菜（たまねぎ、にんじん、いんげん）、大麦（日
本）、鶏肉（日本）、プロセスチーズ、なたね油、カレールウ、
イカレー
鶏皮、チキンエキス調味料、トマトケチャップ、食塩、ウスター
－ 2 －

頁

42

注文
番号

850

商品名

ソフトたこマヨスティッ
ク(ピリ辛)

45

901

50

3225

52

3150

一括表示原材料名
ソース、砂糖、香辛料、酵母エキス／着色料（カロチノイド、カ
ラメル）、加工でん粉、乳化剤、セルロース、酸味料、（一部に
小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
魚肉（タラ）、大豆たん白、植物油脂、たこ、砂糖、マヨネー
ズ、卵白、食塩、香辛料、加工澱粉（小麦由来）（５％）、調味
料（アミノ酸等）、（原材料の一部に乳を含む）

十割松茸極 釜めし 松茸具：松茸、食塩、調味料(アミノ酸)、酸味料、酸化防止剤
(V.C)、カラメル色素、香料、（原材料の一部に松茸を含む）
の素(2 合用)
調味スープ：しょうゆ、かつお節エキス、発酵調味料、昆布エ
キス、砂糖、魚介エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、（原材料
の一部に小麦、大豆を含む）
釜めしの素牛めし (3 牛肉（オーストラリア産）、野菜（まいたけ、ごぼう、しょうが）、し
ょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、ぶどう発酵調味液、食塩、
合用)
たん白加水分解物（大豆・ゼラチンを含む）、ビーフエキス、か
つおぶしエキス（小麦を含む）／増粘剤（加工でん粉）、調味
料（アミノ酸等）
そば湯まで美味しい そば粉（長野県産）、小麦粉、小麦たんぱく
信州新蕎麦(食塩不
使用)

53

3280

マジックケーキミック
ス(濃厚ショコラ)

54

3309

54

3310

55

3383

【ミックスＢ】小麦粉、砂糖、ココアパウダー、植物油脂、準チョ
コレート、脱脂粉乳、乾燥全卵 ／ 香料、乳化剤、酸化防止
剤（V．E、V．C）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）、【ミ
ックス A】砂糖、デキストリン ／ 増粘剤（キサンタンガム）

野菜汁（にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン
豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、
大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロ
ッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょう
が、緑豆スプラウト（もやし）、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディ
ッシュ、ほうれん草、三つ葉）、レモン果汁、海藻カルシウム、
ライスマグネシウム／ビタミンＣ
野菜汁（にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン
1 日分の野菜
豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、
大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロ
ッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょう
が、緑豆スプラウト（もやし）、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディ
ッシュ、ほうれん草、三つ葉）、レモン果汁、海藻カルシウム、
ライスマグネシウム／ビタミンＣ
プチドーナツ(チョコ・ 【チョコ】準チョコレート、乳等を主要原料とする食品、水あめ、
乳製品、砂糖、植物油脂、ワッフルクランチ、卵黄、デキストリ
キャラメル・ストロベ ン、食塩／乳化剤、香料、安定剤（増粘多糖類）、（一部に小
リー)
麦・卵・乳成分・大豆を含む）【キャラメル】キャラメル風味チョコ
コーチング、乳等を主要原料とする食品、水あめ、乳製品、砂
糖、植物油脂、ワッフルクランチ、卵黄、デキストリン、食塩／
乳化剤、香料、安定剤（増粘多糖類）、着色料（クチナシ、カロ
テノイド、紅麹）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）【スト
ロベリー】ストロベリーチョココーチング、乳等を主要原料とす
る食品、水あめ、乳製品、砂糖、植物油脂、いちご顆粒、卵
黄、デキストリン、食塩／乳化剤、酸味料、香料、安定剤（増
－ 3 －
1 日分の野菜

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

粘多糖類）、野菜色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含
む）
スペシャルティコーヒ コーヒー豆（生豆生産国名：■ブラジル ピーベリーＮｏ．２：ブ
ラジル ■グアテマラ アティトランＳＨＢ：グアテマラ ■インド
ーアソート (コーヒ ー ネシア マンデリンＧ１：インドネシア ■エチオピア イルガチ
バッグ)
ャフィーＧ１：エチオピア ■タンザニア カンジラルジＫＩＢＯ：
タンザニア）

56

3388

56

3410

どくだみ入神農茶(テ どくだみ、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、はと麦、ハブ
茶、大麦、浜茶、びわ（葉）、小豆、あまちゃづる、キダチアロ
ィーパック)
エ

57

3411

カントリーマアム(和
栗)

小麦粉、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ（乳成分を含
む）、還元水あめ、栗ペースト、卵、全脂大豆粉、水あめ、脱
脂粉乳、食塩、卵黄（卵を含む）、全粉乳/加工デンプン、乳
化剤（大豆由来）、安定剤（加工デンプン）、香料（乳・大豆由
来）、カラメル色素、膨脹剤

57

3414

ひとくち抹茶餅(宇治 水飴、砂糖、もち粉加工品（もち粉、でん粉）、抹茶（宇治）、
寒天、甘味料（ソルビトール）、ゲル化剤（増粘多糖類）、安定
抹茶使用)
剤（加工でん粉）、酸味料、乳化剤、香料、クチナシ色素

57

3431

国産小麦のミニロー
ルケーキ(いちご)

57

3434

ラミー(ラムレーズン
チョコ)

58

3437

オブセ牛乳ゴーフレ
ット

58

3438

58

3455

いちご風味クリーム（マーガリン、水あめ、砂糖、卵白、練乳調
製品、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、でん粉、いちごジャム）、
鶏卵、小麦粉、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、卵殻粉、はちみつ
／ソルビトール、トレハロース、乳化剤（大豆由来）、香料、膨
張剤、酸味料、着色料（クチナシ赤色素、ベニコウジ色素）、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、カゼインＮａ、増粘多糖類、ｐＨ調整
剤
砂糖、全粉乳、ラムレーズン、カカオマス、植物油脂、ココアバ
ター、乳糖、生クリーム、乳等を主要原料とする食品（卵を含
む）、洋酒／ソルビトール、乳化剤（大豆由来）、酒精、香料
小麦粉、牛乳（長野県産）、砂糖、鶏卵、ファットスプレッド、植
物油脂、脱脂粉乳

オブセ牛乳チョコチッ 小麦粉、砂糖、牛乳（長野県産）、ショートニング（大豆を含
む）、チョコチップ、液全卵、ホエイパウダー、還元水あめ、食
プスコーン
塩／膨張剤、乳化剤、香料、増粘剤（キサンタンガム）、甘味
料（ステビア）
素焼きのカミ噛みあ いか（国産）
たりめ(国産イカ使
用)

58

3457

カルビーポテトチップ
ス(うすしお味)

じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油、食塩、こんぶエ
キスパウダー、デキストリン / 調味料（アミノ酸等）

－ 4 －

頁

注文
番号

61

3511

62

3540

62

3542

64

3578

65

3593

きざみパクチー

食塩、パクチー、魚醤／ソルビット、加工デンプン、酒精、酸
味料、香料、増粘剤（キサンタン）、着色料（紅花黄、クチナ
シ）

65

3601

マカダミアスカッチ

ローストマカダミアナッツ、水飴、砂糖、ショートニング、乳等を
主要原料とする食品、ライスパフ（小麦を含む）、加糖れん
乳、脱脂粉乳、食塩、乳化剤（大豆由来）、香料

65

3602

乳酸菌 200 億個ヨー アーモンド（アメリカ産）、ヨーグルトシーズニング（ぶどう糖、砂
糖、デキストリン、クリーミングパウダー、コーンスターチ、食
グルトアーモンド
塩）、エリスリトール、ショートニング、植物油脂、乳酸菌末（乳
酸菌（殺菌）、デキストリン）／酸味料、香料、甘味料（ステビ
ア、ラカンカ抽出物、スクラロース）、（一部に乳成分・大豆を
含む）

商品名

一括表示原材料名

じゃがいも、にんじん、醤油、砂糖、玉ねぎ、牛肉、こんにゃ
く、本みりん、風味調味料（かつお）、料理酒、ゼラチン、菜種
油、調味料（アミノ酸等）、pH 調整剤、グリシン、水酸化 Ca、酸
味料、（原材料の一部に小麦、乳成分、牛肉、大豆、ゼラチン
を含む）
鉄板で焼いた ふっく ハンバーグ（食肉（鶏肉、牛肉、豚肉）、たまねぎ、鶏皮、豚脂
肪、粒状植物性たん白（大豆を含む：遺伝子組換え不分別）、
らハンバーグ(和風お パン粉、でん粉、こんにゃくペースト、調味酢、ポークエキス、
ろしソース)
しょうゆ、食塩、卵白（卵を含む）、チキンエキス、乳たん白、小
麦たん白、ウーロン茶エキス、香辛料）、ソース（だいこん、しょ
うゆ、たまねぎ、砂糖、発酵調味液、レモン果汁、チキンエキ
ス、かつおぶしエキス、こんぶエキス）／増粘剤（加工でん粉、
マンナン）、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリシン、着色
料（カラメル）、焼成Ｃａ、香料
米（国産）、牛乳、チーズ、たまねぎ、トマト・ピューレーづけ、
ミラノ風ミートドリア
牛肉、植物油脂、トマトペースト、チキンコンソメ、ホワイトソー
ス、脱脂濃縮乳、食塩、砂糖、小麦粉、バター、オニオンソテ
ー、粒状植物性たん白、シチュールウ、マーガリン、ワイン濃
縮調味液、油脂加工品、ビーフエキス、加工油脂、ワイン、き
のこソース、おろしにんにく、パン粉、発酵バター、たまねぎペ
ースト、香辛料、ゼラチン、パセリ、チーズ加工品、卵加工品、
乳等を主要原料とする食品、ミルポアペースト／増粘剤（加工
でん粉）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、着色料
（カラメル、ココア、カロチノイド、紅麹、ラック）、セルロース、加
工でん粉、酸味料、香料、トレハロース、香辛料抽出物、（一
部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含
む）
本醸造うまくちさしみ 脱脂加工大豆、小麦、食塩、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）
／アルコール、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
醤油(濃口)
（キサンタン）、甘味料（甘草、ステビア）
肉じゃが
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頁

注文
番号

66

3622

67

3630

68

3638

68

3639

68

3640

68

3643

68

3644

商品名

一括表示原材料名

イカスミソース (パス トマト、たまねぎ、砂糖、ラード、でん粉、いかすみ、食塩、ア
サリエキス、バター、アンチョビーソース、ガーリックペースト、
タソース)
シーフードエキス、にんにく、魚醤（魚介類）、果実酒、香辛料
／乳酸、（一部にかに・乳成分・いか・鶏肉・豚肉・魚醤（魚介
類）を含む）
ナポリの職人カマン ピザクラスト（小麦粉、食塩、イースト、砂糖）、ナチュラルチー
ズ、ピザソース、トマト、トマト・ピューレーづけ（トマト、トマトピュ
ベールのマルゲリー ーレー）、ブラックオリーブ、トマトパウダー、オリーブ油、食
タ
塩、砂糖、バジル、オレガノ、ブラックペッパー、ガーリックパウ
ダー、ｐＨ調整剤、グルコン酸鉄、（原材料の一部に乳、小麦
を含む）
鶏卵、砂糖、バター、小麦粉、植物油脂、かぼちゃペースト、
魔女のパンプキン
牛乳、水あめ、かぼちゃパウダー、アーモンドプードル、全粉
乳、カカオマス、ココアパウダー、ココアバター、乳化剤（大豆
由来）、膨張剤、香料、クチナシ色素、酒精、増粘剤（キサンタ
ン）、pH 調整剤
東京ひよ子(ハロウィ 白餡（隠元豆）、砂糖、小麦粉、卵、還元水飴、麦芽糖、水
飴、ぶどう糖、ソルビトール、膨張剤、着色料（ビタミンＢ２）
ンパッケージ)

ロイズアールショコラ 【ジャンドゥーヤ】砂糖、カカオマス、ヘーゼルナッツペースト、
植物油脂、ココアバター、全粉乳、クッキー、乳糖、脱脂粉
(ハロウィン)
乳、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦･大豆を含む）【スト
ロベリー】砂糖、全粉乳、植物油脂、ココアバター、乳糖、カカ
オマス、ストロベリーパウダー、脱脂粉乳、練乳パウダー、乳
化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）【ミルクココア】砂
糖、全粉乳、植物油脂、ココアバター、乳糖、ココアパウダー、
カカオマス、クッキー、脱脂粉乳、乳化剤、香料、（原材料の
一部に小麦･大豆を含む）【レモン】砂糖、植物油脂、カカオマ
ス、ココアバター、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、レモンパウダー、
グレープフルーツパウダー、乳化剤、トレハロース、香料、カロ
チン色素、（原材料の一部に大豆を含む）
月寒ドーナツ(北海道 小豆こしあん［小豆、砂糖、水飴、食塩］、小麦粉、砂糖、植物
油脂、鶏卵、水飴、ぶどう糖、澱粉、膨張剤、香料
産小豆あん入り)

北海道 150 年記念限 こしあん【生あん〔小豆（北海道十勝産）〕、砂糖（北海道産）、
水飴、食塩】、小麦粉〔小麦（北海道産きたほなみ）〕、砂糖
定月寒あんぱん(十 （北海道産）、鶏卵（北海道産）、水飴、蜂蜜（北海道産）、膨
勝産小豆こしあん入 張剤
り)
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