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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 034 国産果汁を使ったメ

ロンアイス 

糖類（砂糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖）、水あめ、メロン果
汁、脱脂粉乳、乳清たん白／安定剤（タマリンドシードガム、ロ
ーカストビーンガム、グァーガム、ペクチン（りんご由来）、キサ
ンタンガム）、酸味料（クエン酸）、着色料（スピルリナ青色素、
ベニバナ黄色素）、香料 

 

8 093 福岡県産あまおうの

ソーダ 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、いちご果汁／炭酸、酸味料、
着色料（アカダイコン色素、ベニバナ黄色素）、香料 

 

8 3174 福岡県産あまおうの

ソーダ 

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、いちご果汁／炭酸、酸味料、
着色料（アカダイコン色素、ベニバナ黄色素）、香料 

 

10 111 えびたっぷりシーフ

ードミックス 

えび（インド）、いか（中国）、イタヤ貝（中国）、食塩／調味料
（無機塩等） 

 

13 145 お徳用豚角煮 豚ばら肉、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、発酵調味料、
酒、食塩、香辛料、酵母エキス、デキストリン、たん白加水分
解物（小麦を含む）、脱脂粉乳、乾燥卵白（卵を含む）／増粘
剤（加工でん粉、キサンタン）、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、酸味料  

14 149 東京たまごごまたま

ご 

白餡（国内製造）、砂糖、チョコレートコーチング（砂糖、植物
油脂、乳糖、ココアバター、脱脂粉乳）、小麦粉、ごま、還元水
飴、麦芽糖、鶏卵、マーガリン、乳等を主要原料とする食品、
水飴、醤油（大豆を含む）／トレハロース、膨脹剤、乳化剤、
加工澱粉、香料 

 

20 294 アボカド・チャンク アボカド、食塩クエン酸、酸化防止剤（ビタミン C) 

 

23 349 おいしく果実ブルー

ベリー＆アロエヨー

グルト 

乳製品、ブルーベリー果汁・果肉、アロエ葉肉シラップ漬け、
砂糖、生乳、デキストリン、ゼラチン、乳たんぱく、カシス果汁
／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香料、酸味料  

23 364 クリームとろ～りジャ

ージー牛乳プリン 

生乳（国産）、乳製品、乳等を主要原料とする食品、砂糖、ゼ
ラチン、卵黄、寒天、洋酒、食塩／トレハロース、増粘剤（加工
でん粉、増粘多糖類）、香料、pH 調整剤、乳化剤、メタリン酸
Na、（一部に卵・乳成分・ゼラチンを含む）  

29 488 炭焼きかつおタタキ

(南方かつお) 

かつお（太平洋）タレ（内容明細タレ袋に記載） 

 

2021年 
5月1週 

（18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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注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

32 538 赤坂璃宮監修国産

豚バラ肉の回鍋肉 

豚バラ肉（国産）タレ【水あめ、味噌、しょうゆ、甜麺醤、にんに
く、トウチ醤、植物油脂、オイスターソース、砂糖、清酒、豆板
醤、しょうが、りんご果汁、香辛料、食塩／カラメル色素、増粘
剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酸味料、（一部に小麦・ご
ま・大豆・りんごを含む）】 

 

34 561 牛スパイスミニステ

ーキ(成型肉) 

牛肉（オーストラリア産）、粒状植物性たん白（大豆：遺伝子組
み換えでない）、食品素材（でん粉、粉末卵白、粉末小麦たん
白）、スパイスミックス（食塩、マスタード、コショウ、赤ピーマ
ン、乾燥ガーリック、粉末醤油、米粉、でん粉）、おろしにんに
く（にんにく、食塩）、でん粉、おろし生姜（生姜、食塩、でん
粉）、食用風味油（食用植物油脂、加工油脂、アラキドン酸含
有油脂）、コンソメ／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、加工
デンプン、着色料（カラメル）、焼成Ｃａ、（一部に小麦・卵・乳
成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む） 

 

35 579 グリーンマーク野菜

入りソーセージ(無塩

せき) 

豚肉（輸入）、鶏肉、豚脂肪、還元水あめ、水あめ、食塩、か
ぼちゃペースト、とうもろこしペースト、にんじんペースト、大豆
たん白、こんぶエキス、しいたけエキス、酵母エキス、醸造酢、
ほうれん草、たん白加水分解物、鉄含有酵母／貝カルシウ
ム、香辛料抽出物、（一部に豚肉・鶏肉・大豆を含む） 

 

37 622 レンジでサクッとミン

チカツ 

食肉（牛肉、豚肉）、たまねぎ、粒状植物性たん白（大豆を含
む：遺伝子組換えでない）、つなぎ（パン粉（乳成分・小麦を含
む）、卵白（卵を含む））、牛脂、三温糖、しょうゆ、ソテーオニ
オン、たん白加水分解物、食塩、ビーフエキス、香辛料、衣
（パン粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、粉末卵白、コーンフ
ラワー、食塩）、揚げ油（パーム油、なたね油）／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム） 

 

38 631 浅草むぎとろとろろ

刺身 

大和芋（国産）、（一部にやまいもを含む） 

 

38 633 う巻き 液卵（国内製造）、鰻蒲焼、かつお・昆布だし､澱粉、醸造酢、
植物油脂、みりん､食塩／調味料(アミノ酸等)､酒精､増粘剤
(加工デンプン､キサンタンガム)､着色料(カロチノイド､カラメ
ル､紅麹）､（ 一部に卵・大豆・小麦を含む ）  

38 635 十勝めむろ産コンソ

メバター風味ポテト 

馬鈴しょ（北海道十勝産、遺伝子組換えでない）、ソース（還
元水飴、植物油脂、その他）、植物油脂／増粘剤（加工デン
プン）、ｐＨ調製剤、調味料（アミノ酸等）、香料、アナトー色
素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

38 636 チーズケーキみたい

な今川焼(クリームチ

ーズ味) 

皮（小麦粉（国内製造）、鶏卵、植物油脂、糖類（砂糖、果
糖）、粉末油脂、食塩、チーズフード）、チーズ、砂糖、鶏卵、
生クリーム、全粉乳、牛乳、レモンジュース／増粘剤（加工で
ん粉）、ベーキングパウダー、乳化剤、カゼイン Na、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

47 786 まめかま(赤) 魚肉（米国、日本）、卵白、砂糖、食塩、たん白加水分解物／
加工でん粉、炭酸カルシウム、調味料（アミノ酸等）、ソルビト
ール、着色料（コチニール）、ｐＨ調整剤、ミョウバン、ポリグル
タミン酸、（一部に卵・小麦・大豆を含む） 

 

49 831 国産味付山菜ミック

ス(醤油味) 

えのき茸(国産)､水菜(国産)､なめこ､醤油､ぶなしめじ､わらび､
昆布エキス､砂糖､醗酵調味料､ふき､醸造酢､たん白加水分
解物､(一部に小麦･大豆を含む) 
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49 834 味付玉こんにゃく しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）（国内製
造）、砂糖、こんにゃく粉、かつおぶしエキス、食塩、するめ粉
末（いかを含む）、みりん、こんぶエキス、煮干しエキス、こん
ぶ魚介エキス（さばを含む）／調味料（アミノ酸等）、水酸化Ｃａ
（こんにゃく用凝固剤）、アルコール、酸味料 

 

50 837 西尾産抹茶を使用し

た羽二重うすかわ大

福(抹茶あん) 

白いんげん豆(アメリカ産）、砂糖、もち粉、水あめ、抹茶（愛知
県産）、食塩／加工デンプン、酵素、（一部に大豆を含む） 

 

51 845 うちのおみそ汁なす

(フリーズドライ) 

米みそ（国内製造）、揚げなす、調合みそ、ねぎ、風味調味
料、油揚げ、デキストリン、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉
末、こんぶ粉末、食塩、酵母エキスパウダー／調味料（アミノ
酸等）、凝固剤、酸化防止剤（ビタミン E）、酸味料、（一部にさ
ば・大豆・魚醤（魚介類）を含む） 

 

51 846 すぐとけるみそ(あわ

せ) 

米みそ（大豆、米、食塩）、豆みそ（大豆、食塩）、鰹だし、昆
布だし、いりこだし、デキストリン、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、食
塩、昆布エキス、醸造酢、食物繊維／調味料(アミノ酸等)、酒
精、ポリグルタミン酸 

 

52 864 柚子こしょう(ドレッシ

ング) 

食用植物油脂（国内製造）、還元水あめ、醸造酢、砂糖、かぼ
す果汁、柚子こしょう、食塩、酵素分解卵黄（卵を含む）、たま
ねぎ、しょうゆ（小麦を含む）、酵母エキス、青柚子果皮、香辛
料、たんぱく加水分解物／増粘剤（加工でんぷん、キサンタ
ンガム）、調味料(アミノ酸) 

 

54 904 旨さしびれる花椒ソ

ース(かりかりナッツ

入り) 

大豆油（国内製造）（遺伝子組換え不分別）、アーモンド、粒
状大豆たん白（遺伝子組換えでない）、いりごま、砂糖、花
椒、乾燥たまねぎ、オイスターソース、すりごま、唐辛子、小麦
粉、食塩、麻辣醤／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミ
ンＣ、ビタミンＥ） 

 

56 941 きらきらキッズ北海

道産小麦のフライパ

ンで作るパンミックス 

小麦粉（小麦（北海道））、糖類（砂糖（てんさい（北海道））、乳
糖）、でん粉、卵白粉末（卵を含む）、食塩／膨張剤 

 

60 3286 ホームパイのみみ

(あまじょっぱアソー

ト) 

〈あま甘バター味〉小麦粉（国内製造）、植物油脂、砂糖、バタ
ー、発酵種（小麦を含む）、全粉乳、食塩、脱脂粉乳、たんぱ
く質濃縮ホエイパウダー（乳成分を含む）、乳等を主原料とす
る食品、水あめ／乳化剤（小麦・大豆由来）、香料（乳由来）、
カロテノイド色素〈しょっぱチーズ味〉小麦粉（国内製造）、植
物油脂、もち米粉、チーズ、砂糖、イヌリン、バター、発酵種
（小麦を含む）、食塩、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウ
ダー（乳成分を含む）、調味エキス、乳等を主原料とする食
品、全粉乳、水あめ/乳化剤（小麦・大豆由来）、香料（乳由
来）、カロテノイド色素 

 

64 3374 きらきらステップ国産

大豆で作った納豆ペ

ースト(5 ヶ月頃から) 

大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、納豆菌 

 

64 3375 5 種国産野菜のふっ

くらプチ肉まん 

皮（小麦粉（小麦（国産））、砂糖、植物油脂、イースト、大豆粉
末、にんじん粉末）、具（野菜（たまねぎ、キャベツ、じゃがい
も、にんじん、とうもろこし）（国産）、豚肉（国産）、発芽玄米
粉、砂糖、パン粉、チキンエキス、食塩、オイスターソース、香  
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味油、米発酵調味液、ゼラチン、しょうがペースト、ごま油）／
膨張剤 

64 3383 スターブレッド (チー

ズ) 

小麦粉(国内製造)、牛乳、マーガリン、砂糖、卵、プロセスチ
ーズ、パン酵母、食塩／乳化剤、香料、セルロース、酸味料、
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) 

 

64 3384 濃厚純ねりごま(白) ごま 

 

68 3452 ちりめん山椒(佃煮) ちりめん（いわしの稚魚（国産）、食塩）、糖類（砂糖、砂糖混
合ぶどう糖果糖液糖）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・
小麦を含む）、さんしょう（国産）、みりん  

68 3457 椎茸昆布(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） 

 

チ

ラ

シ 

3153 5 種の穀物でできた

黒ごまきな粉スナッ

ク 

玄米、白ごま、小麦粉、植物油、砂糖、とうもろこし、黒ごま、き
な粉（大豆：遺伝子組換えでない）、食塩／炭酸Ｃａ、酸化防
止剤（Ｖ.Ｅ） 

 

 

 


