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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 030 おいしいジュレのメ

ロンフロート 

水あめ(国内製造)、乳製品、赤肉メロンソース、メロン果汁、
砂糖、果糖ぶどう糖液糖、粉末水あめ、植物油/香料、安定
剤(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、着色料(紅花黄、カロチ
ン、スピルリナ青)、クエン酸 Ca、(一部に乳成分・りんごを含
む) 

 

6 062 鹿児島の黒酢ドリン

ク(アセロラ&ローズ

ヒップ) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、果汁（アセロラ、ロ
ーズヒップ）／ビタミンＣ、酸味料、香料 

 

6 064 リフレッシュカロリー

ゼロ 

ポリデキストロース、エリスリトール、ハーブエキス、ギャバパ
ウダー、りんご酢、レモンエキス、ローヤルゼリー粉末、キダ
チアロエエキス粉末／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、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Ｂ１、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

6 3171 鹿児島の黒酢ドリン

ク(アセロラ&ローズ

ヒップ) 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米黒酢、果汁（アセロラ、ロ
ーズヒップ）／ビタミンＣ、酸味料、香料 

 

6 3173 リフレッシュカロリー

ゼロ 

ポリデキストロース、エリスリトール、ハーブエキス、ギャバパ
ウダー、りんご酢、レモンエキス、ローヤルゼリー粉末、キダ
チアロエエキス粉末／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、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Ｂ１、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミンＢ
１２ 

 

7 082 応援食発酵バターク

ッキー 

小麦粉（小麦（国産））、マーガリン、砂糖、脱脂大豆、ショー
トニング、バター（乳成分を含む）、大豆パフ、液卵、植物性
たん白、食塩／卵殻未焼成カルシウム、トレハロース、香
料、着色料（カロチン） 

 

11 122 吉野家牛すき 牛丼の具[牛肉（米国又はカナダ又は豪州（５％未満））、玉
ねぎ（国産又は米国）、牛丼タレ（砂糖、醤油、粉末醤油、ワ
イン、食塩、醤油加工品、生姜、オニオンエキス、にんにく、
ホワイトペッパー）]、すき焼タレ（醤油、砂糖、米醸造調味
料、果糖ぶどう糖液糖、蛋白加水分解物）、白菜（国産）、う
どん/ゼラチン、酒精、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
酸味料、乳化剤、（一部に小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチン
を含む） 

 

14 143 蔵生(ミルク生チョコ) チョコレート（国内製造）、小麦粉、砂糖、マーガリン、鶏卵、
水飴、食塩/トレハロース、膨脹剤、乳化剤、香料、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

2021年 
5月2週 

（19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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21 315 ベビースター(イセエ

ビ塩味) 

小麦粉（国内製造）、植物油脂、えび塩風味パウダー、伊勢
海老エキス、食塩、砂糖、ミート調味エキス、たんぱく加水分
解物、しょうゆ／調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・えび・かに・大豆・鶏
肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

25 415 スターブレッド (ミル

ク) 

小麦粉(国内製造)、牛乳、マーガリン、砂糖、卵、パン酵母、
食塩／香料、乳化剤、ビタミンＣ、着色料（カロチン）、（一部
に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

26 437 朝の応援食チーズ

マドレーヌ 

小麦粉（国内製造）、砂糖、鶏卵、植物油脂、ナチュラルチ
ーズ、ショートニング、牛乳、希少糖含有シロップ、食塩、チ
ーズ風味ペースト／トレハロース、膨張剤、加工でん粉、卵
殻未焼成カルシウム、乳化剤（大豆由来）、香料、安定剤
（増粘多糖類）、着色料（カロチン） 

 

29 491 鳥羽産わかめ(湯通

し塩蔵) 

わかめ（鳥羽産）、食塩 

 

37 624 さっぱり食べられる

とりの天ぷら (梅し

そ) 

鶏肉、小麦粉、うめペースト、食塩、大葉、でん粉、糖類（ぶ
どう糖、砂糖）、米粉、粉末鶏卵、しそ加工品、香辛料、衣
（小麦粉、鶏卵、でん粉、粉末鶏卵、食塩、香辛料）、揚げ油
（パーム油、大豆油）／加工でん粉、ポリリン酸 Na、調味料
（アミノ酸等）、ベーキングパウダー、増粘多糖類、着色料
（V.B2、カロチノイド）、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・鶏
肉を含む） 

 

38 630 クレープシート 小麦粉（国内製造）、液卵白、植物油（大豆を含む）、液全
卵、バター、砂糖、脱脂粉乳、食塩／ベーキングパウダー 

 

38 634 レンジでいつでもフ

ライドポテト(コンソメ

味) 

馬鈴しょ（北海道産、遺伝子組換えでない）、植物油脂、コン
ソメ風味シーズニング、食塩、／調味料（アミノ酸等）、香料、
りん酸Ｃａ、微粒酸化ケイ素、キシロース、酸味料、パプリカ
色素、甘味料（スクラロース）、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含
む） 

 

44 746 デミグラスソースハ

ンバーグセット 

デミグラスソースハンバーグ・ブロッコリー【ハンバーグ（鶏
肉、粒状植物性たん白、たまねぎ、パン粉、牛脂、しょうゆ、
砂糖、ワイン、食塩、香辛料、植物油脂）（国内製造）、ブロッ
コリー、トマト・ピューレーづけ、乳等を主要原料とする食品、
調味野菜ソテーペースト、砂糖、植物油脂、酵母エキス調味
料、ビーフエキス調味料、ベシャメルソースベース、トマトペ
ースト、ワイン、ブイヨンパウダー、食塩、香辛料】、マカロニ
グラタン【ペンネマカロニ（デュラム小麦のセモリナ）、牛乳、
チーズ、乳等を主要原料とする食品、たまねぎ、植物油脂、
食塩、チキンエキス調味料、ワイン、香辛料、ブイヨンパウダ
ー、酵母エキス】、パプリカ＆コーン【野菜（とうもろこし（遺伝
子組換えでない）、赤ピーマン）、牛乳、植物油脂、マーガリ
ン、香味油、食塩、砂糖、野菜ブイヨンパウダー、ゼラチン、
香辛料】／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料
（アミノ酸等）、着色料（カラメル、クチナシ黄色素、カロチ
ン）、リン酸塩（Ｎａ）、セルロース、香料、（一部に卵・乳成分・
小麦・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む） 
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45 757 高野山ごまとうふ ごまとうふ【ごま（輸入）、でん粉、本葛】、みそだれ【みそ（大
豆を含む）、砂糖、みりん、ねりごま】 

 

48 803 熊野のめはり高菜

(塩漬) 

高菜、漬け原材料〔食塩、還元水あめ、米酢、かつお節エキ
ス、発酵調味料、たん白加水分解物〕／調味料（アミノ酸
等）、pＨ調整剤、とうがらし抽出物、環状オリゴ糖 

 

49 838 ふきと筍の土佐煮 たけのこ（中国）、ふき、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、
還元水あめ、発酵調味料、かつお節調味液、かつお削りぶ
し、食塩、醸造酢／調味料（アミノ酸等）、酢酸Ｎａ、乳酸Ｃ
ａ、ショ糖エステル 

 

50 841 丸大豆しょうゆ(三重

県産大豆・小麦使

用) 

大豆（国産）、小麦（国産）、食塩/アルコール 

 

50 845 CoCo 壱番屋監修さ

ばカレー 

さば(国産)、砂糖、カレールウ、しょうゆ、カレーパウダー、ト
マトペースト、食塩、オニオン末、おろししょうが、でん粉、に
んにく粉末、山椒末、唐辛子粉、白こしょう末／増粘剤(加工
デンプン)、調味料（アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香
料、（一部に乳成分・小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りん
ごを含む) 

 

50 847 ウエハーサンド(バニ

ラアイスとチョコ) 

準チョコレート（国内製造）、砂糖、ウエハース(小麦粉、でん
粉、砂糖、大麦粉、植物油脂、粉末卵白、食塩)、乳製品、
植物油脂、でん粉分解物、食塩／香料、乳化剤、安定剤
（増粘多糖類）、着色料（カラメル、アナトー）、（一部に乳成
分・小麦・卵・大豆を含む） 

 

51 853 すぐとけるみそ(赤だ

し) 

豆みそ(大豆、食塩)、鰹だし、いりこだし、昆布だし、みりん、
砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、食塩、デキストリン、昆布
エキス、食物繊維／調味料（アミノ酸等）、酒精、ポリグルタミ
ン酸 

 

56 942 MOCHIcco ホットケ

ーキミックス(メープ

ル&バターの香り) 

小麦粉（国内製造）、砂糖、でん粉、粉末水あめ、食塩 ／ 
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ、香料、増粘剤（ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ） 

 

57 3217 GREEN DA・KA・RA

やさしい麦茶 

大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキス 

 

57 970 GREEN DA・KA・RA

やさしい麦茶 

大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキス  
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60 3260 海鮮揚煎おじゃこ揚

げせん(瀬戸内産お

じゃこ練り込み) 

うるち米（国内産、米国産）、植物油脂、片口いわし（瀬戸内
海産）、食塩、アオサ粉、砂糖、かつおだし粉末、昆布粉
末、チキンコンソメシーズニング（小麦・大豆・鶏肉を含む）／
加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、香料  

60 3261 ミックスせんべい 【醤油】うるち米（米国産、国産）、醤油（小麦・大豆を含む）、
砂糖／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビ
ア）【胡麻】うるち米（米国産、国産）、胡麻、醤油（小麦・大豆
を含む）、砂糖、醗酵調味料、たん白加水分解物（小麦・大
豆を含む）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、パプリカ
色素【みかづき】うるち米（米国産、国産）、植物油脂、醤油
（小麦・大豆を含む）、砂糖、あおさ、昆布調味料、かつお節
調味料（小麦・大豆を含む）、たん白加水分解物（小麦・大
豆を含む）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、甘味料
（ステビア） 

 

65 3399 お父さん(米みそ) 大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩／酒精 

 

65 3408 べんりで酢 (合わせ

酢) 

糖類（砂糖（国内製造）、ガラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ
糖）、食酢（りんご酢、醸造酢、穀物酢、米酢）、食塩、こんぶ
エキス、かつおだし、（一部に小麦・りんごを含む） 

 

70 3528 瀬戸内のり天 (レモ

ン味) 

小麦粉（国内製造）、植物油脂、のり、でん粉、卵白（卵を含
む）、レモンシーズニング、食塩、香辛料、卵殻粉／調味料
（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、
香辛料抽出物 

 

 

 


