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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 045 マルちゃん力もちカ

レーうどん(杵つき餅

入り) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、食
塩、小麦たん白、乾燥酵母）、かやく（もち、にんじん）、添付
調味料（砂糖、でん粉、食塩、香辛料、ポークエキス、粉末し
ょうゆ、粉末たまねぎ、豚脂、たん白加水分解物、酵母エキ
ス、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル）、乳化剤、香
料、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に乳成分・
小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

7 088 鶏肉と野菜のシュク

メルリセット 

具材【鶏肩小肉（国産）、さつまいも、ブロッコリー】ソース【お
ろしニンニク、植物油脂（大豆を含む）、乳等を主要原料とす
る食品、乳糖、還元水あめ、食塩、砂糖、粉末チキンブイヨ
ン（小麦を含む）、しょうゆ、ファットスプレッド、発酵調味料、
チキンエキス、バター、チーズフード、香辛料／調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、グリシン、
酸味料、香料、カロチン色素】 

 

21 326 骨取り国産さば瀬戸

内レモンソテー 

さば（国産）、食塩、ねぎ、醸造酢、にんにくペースト、砂糖、
たん白加水分解物、こしょう粉末、たまねぎ粉末、ごま油、し
ょうゆ、いりごま、レモン果汁／加工でんぷん、香料、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタン）、カラメル色素、
（一部にさば・小麦・大豆・ごまを含む） 

 

21 327 塩こうじ鍋 米こうじ（国産米）、米（国産）、食塩、たん白加水分解物、砂
糖、かつお節エキス、こんぶエキス、ガラスープ、米みそ（大
豆、米、食塩）／酒精、調味料（アミノ酸等）、酸化澱粉、香
料、酸味料、香辛料抽出物、着色料（カラメル）（一部に乳成
分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

23 355 カナダ産はちみつヨ

ーグルト 

生乳（長野県）、はちみつ、脱脂粉乳 

 

25 402 フロランタンみたい

なケーキ 

小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、卵、アーモンド、油
脂加工品（でんぷん分解物、ショートニング、砂糖、麦芽
糖）、ショートニング、水あめ、カラメル粉末、食塩／トレハロ
ース、ソルビトール、グリセリン、加工デンプン、乳化剤、安定
剤（アカシア）、膨脹剤、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着
色料（カロチノイド）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆・アーモ
ンドを含む） 

 

25 427 石窯粒あんバター 小麦粉（国内製造）、つぶあん、バター、サワー種、砂糖、ラ
イ麦粉、発酵風味料、ライ麦サワー種、加工油脂、小麦たん
白、食塩、脱脂粉乳、パン酵母、食酢、モルト／ソルビット、
増粘剤（加工デンプン）、Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・乳成分を含
む） 

 

26 445 12 月のジャム(ネー

ブルオレンジ) 

砂糖（てんさい（北海道産））、ネーブルオレンジ（国産）／ゲ
ル化剤（ペクチン）、酸味料 

 

2021年 
12月1週 

（48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  

29 495 まぐろの生ハム まぐろ（太平洋）、食塩、食用植物油脂、香辛料（タイム・ロー
レル）/ソルビトール、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、燻
液、着色料（モナスカス ラック アナトー）、保存料（分解ペク
チン） 

 

29 505 ニシンレモン(燻製風

味) 

にしん（ノルウェー、アイスランド）、醸造酢、砂糖、たまねぎ、
にんじん、しょうゆ、レモン、食塩、発酵調味料、還元水あ
め、はちみつ、ガストリックソース、かつお節エキス調整品、こ
んぶエキス／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、くん液、増粘
多糖類、ｐＨ調整剤、酒精、酸味料、（一部に小麦・大豆・ゼ
ラチンを含む） 
 

 

32 550 豚ロース醤油スモー

ク風味漬け 

豚肉（カナダ産）、タレ（しょうゆ、水あめ、砂糖・異性化液
糖、発酵調味料、醸造酢、酵母エキス）、清酒／増粘剤（加
工デンプン）、くん液、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

36 615 とりからあげモモ 鶏もも肉（国産）、しょうゆ（大豆を含む）、おろししょうが、米
発酵調味液、チキンオイル、りんご発酵調味液、ポークエキ
ス、砂糖、チキンスープ、しょうが、おろしにんにく、食塩、衣
（小麦粉、米粉、でん粉、しょうゆ）、揚げ油（なたね油、パー
ム油）／トレハロース、ｐＨ調整剤 

 

36 621 野菜と炒める !国産

若鶏のごま醤油焼

き 

鶏もも肉（国産）、タレ（しょうゆ、果実・野菜（りんご、にんに
く、生姜）、砂糖、米発酵調味料、胡麻油、みそ、りんご酢、
胡麻、香辛料、小麦発酵調味料、食塩）、（一部に小麦・ご
ま・大豆・鶏肉・りんごを含む）  

38 642 はぐくみ自慢の豚を

つかった中華春巻 

野菜（キャベツ、にんじん）、豚肉、たけのこ水煮、はるさめ、
でん粉、植物油脂、ポークエキス調味料、砂糖、食塩、香辛
料、にんにくペースト、皮〔小麦粉｛小麦（国産）｝、ぶどう糖、
食塩、植物油脂〕／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大
豆・豚肉・ごまを含む） 

 

39 649 電子レンジで!なすと

ひき肉のはさみ揚げ 

揚げなす（ベトナム製造）（なす、植物油脂、食塩）、鶏肉、
野菜（たまねぎ、しょうが）、粒状植物性たん白、つなぎ（パン
粉、粉末状植物性たん白、でん粉）、しょうゆ、しょうがペース
ト、食塩、発酵調味料、酵母エキス、香辛料、衣（小麦粉、で
ん粉、粉末状植物性たん白、還元乳糖、デキストリン、植物
油脂）、タレ（糖類（砂糖、水あめ）、しょうゆ、発酵調味料、か
つおぶしエキス、食塩、こんぶエキス、寒天）、揚げ油（なた
ね油）／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、
炭酸 Ca、膨張剤、トレハロース、セルロース、乳化剤、（一部
に小麦・大豆・鶏肉を含む） 
 

 

39 664 国産チキンのレモン

バジル香味揚げ(シ

チリア産レモン使用) 

鶏肉、たん白加水分解物、醸造酢、でん粉、砂糖、食塩、風
味油、衣（米粉、醸造酢、でん粉、たん白加水分解物、レモ
ン濃縮果汁、粉末状大豆たん白、香辛料、食塩）、揚げ油
（なたね油）/ 加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、増粘剤（グァー）、ビタミンＢ1、（一部に大豆・鶏肉を含
む） 
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43 744 お徳用塩ラーメン めん［小麦粉｛小麦（国産）｝、卵白粉、小麦たん白、食塩、
食用卵殻粉／かんすい、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を
含む）］、スープ［食塩、しょうゆ、動物油脂、砂糖、肉エキ
ス、香辛料、たん白加水分解物、野菜エキス／調味料（アミ
ノ酸等）、アルコール、増粘剤（キサンタンガム）、カラメル色
素、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）］、具［野菜（も
やし、ねぎ）、チャーシュー／着色料（カラメル、チコリ）、調
味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、ビタ
ミンＢ１、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）］ 

 

44 760 肉野菜炒め弁当 野菜（もやし、白菜、キャベツ、ほうれん草、にんじん、きぬさ
や）、米（国産）、豚肉、高菜しょうゆ漬け、和風だし、植物油
脂（なたね油、コーン油）、しょうゆ、砂糖、粉末がらスープ、
食塩、みりん、発酵調味料、ラー油、かつお風味調味料、に
んにくペースト、かつおぶし、酒、昆布エキス、こしょう／調味
料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、酸味
料、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

 

45 771 お祭り弁当 酢飯(国産米使用）、錦糸玉子、さわら白醤油焼、鶏唐揚、
玉子焼、さつま揚、牛肉うま煮、人参昆布入りれんこん煮、
肉団子、きんぴらごぼう、焼穴子、れんこん酢漬、えび酢漬、
あさり煮、人参煮、椎茸煮、ままかり酢漬、紅生姜、おぼろ、
れんこん梅酢漬／加工デンプン、ソルビット、グリシン、調味
料（アミノ酸等）、pH 調整剤、増粘剤（加工デンプン、増粘多
糖類、寒天）、酸味料、着色料（カラメル、野菜色素、紅麹、
カロチノイド）、酢酸 Na、リン酸塩(Na、K)、グリセリンエステ
ル、甘味料（ステビア、カンゾウ）、V.C、酸化防止剤（V.C）、
香料、乳酸 Ca、漂白剤（亜硫酸塩）、V.B1、乳化剤、（一部
に小麦・乳成分・卵・えび・大豆・豚肉・鶏肉・牛肉・ごま・い
かを含む） 

 

45 772 栗おこわ弁当 赤飯（国産もち米使用、国産米使用）、れんこん辛子マヨ和
え、さけ塩焼、鶏肉ごま南蛮漬、玉子焼、さつま揚、きんぴら
ごぼう、栗甘露煮、肉団子、ごま塩／加工デンプン、ソルビッ
ト、グリシン、着色料（紅麹、ラック、フラボノイド、カロチン、カ
ラメル、ウコン、クチナシ)、調味料（アミノ酸等）、トレハロー
ス、pH 調整剤、酢酸 Na、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類、寒天)、リン酸塩（Na、K）、乳酸 Ca、酸化防止剤(V.C）、
酸味料、膨脹剤、香辛料、漂白剤（亜硫酸塩）、ミョウバン、
甘味料（カンゾウ、ステビア)、V.B1、(一部に小麦・乳成分・
卵・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・りんご・いか・さけ・ごまを含
む） 

 

47 794 なめらかお魚厚揚

げ(豆腐入り) 

魚肉（輸入、日本）、植物油、とうふ、砂糖、大豆たん白、食
塩、乾燥卵白、揚げ油（植物油）／加工でん粉、ソルビトー
ル、調味料（アミノ酸等）、ビタミンＢ1、（一部に卵・小麦・大
豆を含む） 

 

49 834 さつま芋ときんとき

豆煮 

さつま芋（国産）、還元水あめ、きんとき豆（国産）、砂糖、食
塩 
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52 890 赤から鍋スープ 三

番(ストレートタイプ) 

しょうゆ（国内製造）、砂糖、豆板醤、はちみつ、ぶどう糖果
糖液糖、みそ、コチュジャン、食塩、米発酵調味料、唐辛
子、にんにく、鰹エキス、昆布エキス、オイスターエキス、煮
干粉末／調味料(アミノ酸等)、アルコール、増粘多糖類、パ
プリカ色素、(一部に小麦・大豆を含む)  

56 3197 あったかおそうめん

(鯛だし仕立て) 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩、大豆食物繊維）、スープ
（食塩、たい調味料、香味調味料、焼たい粉末、たん白加水
分解物、香辛料（しょうが、こしょう）、にぼし粉末、チキンエキ
スパウダー、植物油脂、こんぶ調味料）、かやく（かき卵、か
に風味かまぼこ、ねぎ、わかめ）／調味料（アミノ酸等）、加
工でん粉、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、香料、増粘多糖類、乳
化剤、着色料（ベニコウジ色素、カロチン）、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料、チャ抽出物、香
辛料抽出物、苦味料、（一部に卵・乳成分・小麦・かに・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む） 

 

56 953 もう包まない！混ぜ

餃子の素 

でん粉（国内製造）、米粉、ｺｰﾝﾌﾗﾜｰ、粉末油脂、砂糖、食
塩、粉末醤油（小麦・大豆を含む）、にんにく粉末、黒こしょ
う、ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ ／ 加工でん粉、調味料（ｱﾐﾉ酸等）、ﾍﾞｰｷ
ﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 

 

56 966 マルちゃん力もちカ

レーうどん(杵つき餅

入り) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、食
塩、小麦たん白、乾燥酵母）、かやく（もち、にんじん）、添付
調味料（砂糖、でん粉、食塩、香辛料、ポークエキス、粉末し
ょうゆ、粉末たまねぎ、豚脂、たん白加水分解物、酵母エキ
ス、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル）、乳化剤、香
料、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に乳成分・
小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

56 970 あったかおそうめん

(鯛だし仕立て) 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩、大豆食物繊維）、スープ
（食塩、たい調味料、香味調味料、焼たい粉末、たん白加水
分解物、香辛料（しょうが、こしょう）、にぼし粉末、チキンエキ
スパウダー、植物油脂、こんぶ調味料）、かやく（かき卵、か
に風味かまぼこ、ねぎ、わかめ）／調味料（アミノ酸等）、加
工でん粉、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、香料、増粘多糖類、乳
化剤、着色料（ベニコウジ色素、カロチン）、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料、チャ抽出物、香
辛料抽出物、苦味料、（一部に卵・乳成分・小麦・かに・大
豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む） 

 

60 3261 不二のこぶっこ(梅こ

ぶ茶味) 

食物油脂（国内製造）、もち米（タイ産、国産）、昆布、食塩、
砂糖、凍結乾燥梅肉／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、
酸味料、酸化防止剤（ビタミン E）、香料、（一部に大豆を含
む） 

 

62 3311 濃厚ガトーショコラ

(チョコチップ入り) 

チョコレート（国内製造）、液全卵、砂糖、牛乳、準チョコレー
ト、加工油脂、小麦粉、水飴混合異性化液糖、ココアパウダ
ー、マーガリン、粉糖、食塩／加工デンプン、膨脹剤、乳化
剤、香料、着色料（アナトー）、（一部に卵・乳成分・小麦・大
豆を含む） 
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62 3316 9 層仕立てのミルク

レープ 

乳等を主要原料とする食品（国内製造）、鶏卵、砂糖、小麦
粉、カスタードクリーム、マーガリン、牛乳、ナチュラルチー
ズ、植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、粉糖、食塩、バター／糊
料(加工でん粉、増粘多糖類)、トレハロース、乳化剤、グリシ
ン、調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、香料、ソルビット、酸化防
止剤(V.C、V.E)、リン酸塩(Na)、着色料(カロチノイド)、酵素、
pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)  

63 3334 1/3日分野菜のあん

かけ焼きそばセット 

焼そば（国内製造）、もやし、はくさい、たれ（醤油、たん白加
水分解物、砂糖、その他）、たまねぎ、にんじん、きくらげ、豚
肉、えび、にら、加工酢／調味料（アミノ酸等）、かんすい、
増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、着色料（カロチノイ
ド、カラメル）、グリシン、ｐＨ調整剤、（一部に卵・小麦・えび・
ごま・大豆・豚肉を含む）   ●蒸し中華麺の製造工場で
は、そばを含む製品を製造しています。 

 

64 3375 ゆず香る里芋あん

かけ 

里芋（中国）、人参、発酵調味料、醤油、白だし、鰹エキス、
ゆず皮、砂糖／増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、
調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）  

66 3419 甘辛チキン南蛮カツ

(トマトチーズ味) 

鶏肉(国産)、プロセスチーズ、大豆たん白、食塩、粉末卵
白、でん粉、砂糖、豚たん白粉末、香辛料、衣(パン粉、でん
粉、食用油脂、小麦粉、米粉)、たれ(トマトピューレー、トマト
ケチャップ、トマトペースト、砂糖、オニオンペースト、酢、すり
にんにく)、揚げ油(なたね油、パーム油)／加工でん粉、調
味料(有機酸)、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

 

66 3421 糖質 0g麺(丸麺) おからパウダー（国内製造）、こんにゃく粉／セルロース、糊
料（アルギン酸 Na、サイリウムハスク、キサンタン、カラギナ
ン）、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃa、炭酸水素Ｎａ、着色料
（カロチン）、塩化Ｃa、（一部に大豆を含む）  

66 3424 信州安曇野産わさ

び使用野沢菜わさ

び漬(かす漬) 

野沢菜、大根、きゅうり、わさび、漬け原材料〔酒かす、水
飴、食塩、香辛料〕／ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、甘味料（ステビア）、酸味料、（一部に小
麦・大豆を含む）  

67 3446 白だし しょうゆ（小麦を含む、国内製造）、食塩、砂糖、たんぱく加
水分解物（小麦を含む）、かつお節エキス、清酒、かつおか
れ節削り、さばかれ節削り、かつお節、こんぶエキス／調味
料（アミノ酸等）、アルコール 

 

チ

ラ

シ 

3570 糖質コントロール和

風玉子がゆ(大麦入

り) 

鶏卵（国産）、米(国産)、大麦、食塩、でん粉、しょうゆ、昆布
エキス、かつお節エキス、酵母エキスパウダー、デキストリン
／調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) 

 

チ

ラ

シ 

3571 糖質コントロール中

華風がゆ(大麦入り) 

鶏卵（国産）、米（国産）、大麦、食用ごま油、おろししょうが、
でん粉、食塩、植物油脂、チキンパウダー、鶏脂、粉末しょう
ゆ、デキストリン、酵母エキス、たん白加水分解物、野菜エキ
ス／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香辛料抽出物、カラメル
色素、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを
含む） 

 



 

 － 6 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

チ

ラ

シ 

3572 糖質コントロールビ

ーフハヤシ 

野菜ソテー（たまねぎ、にんじん）（中国製造）、牛肉、トマト
ペースト、赤ワイン、ビーフエキス調味料、トマトケチャップ、
食塩、生クリーム、小麦粉、牛脂、酵母エキス、香辛料／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、甘味料（アスパルテーム・Ｌ-フェニルアラニン化
合物）、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3573 糖質コントロールコ

ーンポタージュ 

スイートコーン(国産、タイ産)（遺伝子組換えでない）、油脂
加工食品(食用油脂、還元水あめ、乳脂肪）、ソテーオニオ
ン、小麦粉、チキンエキス、食塩、酵母エキス調味料、酵母
エキスパウダー、香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、香料、マリーゴールド色素、甘味料（アセスルファム K)、
pH 調整剤、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含
む) 

 

チ

ラ

シ 

3574 糖質コントロールか

ぼちゃのスープ 

かぼちゃ（国産）、油脂加工食品（食用油脂、還元水あめ、
その他）、ソテーオニオン、小麦粉、チキンエキス調味料、食
塩、酵母エキス、香辛料／pH 調整剤、増粘多糖類、調味料
（アミノ酸）、カゼイン Na、リン酸塩（Na）、甘味料（アセスルフ
ァム K）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・鶏肉を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3581 明治プロビオヨーグ

ルト PA-3 (ドリンクタ

イプ) 

乳製品（国内製造又は外国製造）、砂糖 / 安定剤（ペクチ
ン）、甘味料（アスパルテーム・Ｌフェニルアラニン化合物、ス
テビア）、香料、茶抽出物 

 

 

 


