2017 年
1 月3 週
（03 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

商品名

一括表示原材料名

3

037

石窯で焼いた玄米ロ

小麦粉、玄米粉、全卵、三温糖、小麦たん白、ショートニン
グ、粗塩、パン酵母、醸造酢、カラメル色素、ビタミンＣ

ール
3

043

4

047

7

083

石窯で焼いたレーズ 小麦粉、レーズン、ドライクランベリー、サワー種、米粉、ライ
麦粉、オリーブ油、ワイン、食塩、小麦たん白、砂糖、パン酵
ン&クランベリーロー 母、還元水飴、モルト、ビタミンＣ、（原材料の一部にゼラチン
ル
を含む）
国 産 ボ ン レ ス ハ ム 豚もも肉、糖類（粉末水あめ、砂糖）、卵たん白、食塩、たん白
加水分解物、酵母エキス、かつおエキス、かつおぶしエキス、
(無塩せき)
植物油脂、卵殻未焼成カルシウム、調味料（アミノ酸、核酸）、
香辛料抽出物
めん（小麦粉、食塩／加工でん粉）
冷凍うどん

8

092

レンコンひき肉はさ
み揚げ(和風味)

12

133

大粒いくら醤油漬

12

134

炭火焼かつおのたた
き(三杯酢たれ付き)

14

153

21

322

21

345

野菜（れんこん、たまねぎ）、食肉（鶏肉、豚肉）、粒状植物性
たん白、しょうゆ、パン粉、豚脂、でん粉、砂糖、酵母エキス、
たん白自己消化物、しょうがペースト、食塩、香辛料、衣（小麦
粉、でん粉、にんじん、還元乳糖、粉末大豆、おからパウダ
ー、粉末状植物性たん白、デキストリン、乾燥あおのり、香辛
料）、つゆ（糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、しょうゆ、たん白
加水分解物、かつおエキス、こんぶエキス、まぐろエキス、食
塩、酢）、揚げ油（なたね油）、加工でん粉、炭酸 Ca、トレハロ
ース、膨張剤、乳化剤、ミョウバン
白さけ卵（いくら）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、水あめ、食
塩、米発酵調味液、砂糖、かつおぶしエキス、醸造酢、清酒、
たん白加水分解物、みりん、調味料（アミノ酸、核酸、有機
酸）、静菌剤（アルコール）
かつお（太平洋産）、添付たれ（しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
醸造酢、調味料（アミノ酸、核酸））

薄 衣 の 若 鶏 唐 揚 げ 鶏もも肉、しょうゆ、砂糖、しょうが、粉末卵白、にんにく、チキ
ンエキスパウダー、食塩、白こしょう、衣（鶏卵、でん粉、しょう
(和風しょうゆ味)
ゆ、食塩、ぶどう糖、植物油脂、粉末卵白、米粉、香辛料、脱
脂粉乳）、揚げ油（大豆油）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類、着色料（パプリカ色素）、（一部に卵・乳成
分・小麦・さば・大豆・鶏肉を含む）
静岡県産紅ほっぺい 砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、いちごピューレ、洋酒、安定剤
（加工デンプン、大豆多糖類）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸
ちごの甘熟プリン
味料、乳化剤、香料、着色料（紅麹、クチナシ）
十勝ボーノ切り出し ナチュラルチーズ（生乳、食塩）
生チーズ(チェダー)

－ 1 －

頁

注文
番号

商品名

21

346

十勝ボーノ切り出し

一括表示原材料名
ナチュラルチーズ（生乳、食塩）

生チーズ(モッツァレ
ラ)
27

475

できたて干物さんま

さんま、食塩

開き
27

476

できたて干物あじ開 真あじ、食塩
き

27

482

34

665

34

666

36

681

38

719

39

735

北海道産サーモンの カラフトマス(北海道産)、パン粉、食塩、コーンフラワー、デキ
ストリン、砂糖、塩顆粒、粉末植物油脂、こしょう、レッドベルペ
ソテー用(バジル&レ パー、パセリ、バジル、レモンピール、調味料(アミノ酸等)、香
モン風味)
辛料抽出物、香料、酸味料、アナトー色素、(原材料の一部に
小麦を含む)
お弁当テリヤキハン 食肉（鶏肉、豚肉）、たまねぎ、つなぎ〔パン粉（小麦を含む）、
でん粉〕、ウスターソース、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、
バーグ
水あめ、食塩、醸造酢（小麦を含む）、香辛料、揚げ油（なた
ね油）、ソース〔砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、みりん、醸
造酢（小麦を含む）、でん粉、食塩〕
コロコロチキン(チー 鶏肉（国産）、チーズ、発酵調味料、植物油脂、つなぎ（粉末
状植物性たん白、卵白末、でん粉）、鶏皮（国産）、砂糖、小
ズ味)
麦グルテン分解物、酵母エキス、食塩、香辛料、衣（でん粉、
クラッカー粉、パン粉、米粉、コーンフラワー、食塩、粉末状植
物性たん白、香辛料、砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、調味エキ
ス）／加工でん粉、乳化剤、膨張剤、増粘多糖類、パプリカ色
素、香辛料抽出物、揚げ油（パーム油）、（一部に乳成分・小
麦・卵・鶏肉・大豆・りんごを含む）
ぼてぢゅう総本家焼 めん（小麦粉、植物油、食塩、かんすい、くちなし色素）、キャ
ベツ、ソース[野菜・果実(りんごを含む）、醸造酢、糖類（砂
そばセット
糖、ぶどう糖果糖液糖）、食塩、香辛料、しょうゆ(小麦を含
む）、酒精、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミ
ノ酸等）、酸味料、カラメル色素]、豚肉、生姜（生姜、食塩、醸
造酢、酸味料）、かつお節、青のり
薩摩の郷黒豚生ぎょ 餃子：野菜（キャベツ、玉ねぎ、にら）、豚肉、豚脂肪、粒状大
豆たん白、粉末状大豆たん白、香辛料、植物油、食塩、おろ
うざ
しにんにく、砂糖、乳糖、たん白加水分解物、酵母エキス、皮
（小麦粉、食塩、植物油）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）
添付たれ：醤油（大豆、小麦を含む）、醸造酢、砂糖、植物
油、調味料（アミノ酸等）
赤坂璃宮担々麺(濃 具入りスープ〔野菜（もやし、チンゲン菜、ねぎ）、ごま、植物油
脂、砂糖、しょうゆ、エキス（ポーク、チキン、酵母、しいたけ）、
厚ごまスープ)
たん白加水分解物、粒状植物性たん白、豚肉、発酵調味料、
甜麺醤、加工脱脂大豆、豆板醤、食塩、オイスターソース、ラ
ー油、おろしにんにく、食酢、香辛料、香味油、しょうがペース
ト／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（カラメル、カロチノイド）、香料、香辛料抽出物、
乳化剤〕、めん（小麦粉、粉末状植物性たん白、食塩、卵白
粉、卵黄粉／加工でん粉、かんすい、カロチノイド色素）、（一
部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチ
ンを含む）
－ 2 －

頁

注文
番号

40

752

オクラと長芋のなめ オクラ（インドネシア産）、味付なめ茸（えのき茸、しょう油、砂
糖、発酵調味料、醸造酢、昆布、かつお節、寒天、にんにく粉
茸和え
末）、やまいも（国産）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

42

805

梅しそつくね

42

811

5 層仕立てのビーフ

商品名

ラザニア

46

3318

こんにゃく麺焼きそ
ば (粉末ソース付)

49

905

チョコしゅー

49

906

大人のウエハースチ

49

909

一括表示原材料名

鶏肉、野菜（たまねぎ、くわい）、豚脂肪、パン粉（乳成分・小
麦・大豆を含む）、粒状大豆たん白、こんにゃく、植物油脂（大
豆を含む）、梅肉、果糖、食塩、チキンエキス、乾燥しそ、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、揚げ油（植物油）、増粘剤（加工でん粉）、香料、調味
料（アミノ酸等）
牛乳、野菜（たまねぎ、にんじん）、小麦粉、チーズ、トマト・ピ
ューレーづけ、牛肉、トマトペースト、ホワイトソース（クリーム、
牛乳、小麦粉、バター、砂糖、食塩、香辛料）、植物油脂、食
塩、乳等を主要原料とする食品、バター、砂糖、シチュール
ウ、おろしにんにく、ゼラチン、油脂加工品、パン粉、パセリ、ミ
ルポアペースト、粉末卵白、香辛料／増粘剤（加工でん粉、
アルギン酸エステル）、ｐＨ調整剤、乳化剤、着色料（カラメ
ル、カロチノイド）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、香料、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）
（こんにゃく）豆乳（大豆を含む）、こんにゃく粉（国産）/水酸化
カルシウム （たれ）砂糖、食塩、ぶどう糖、酵母エキスパウダ
ー、香辛料、粉末醤油（小麦・大豆を含む）、オニオンパウダ
ー、ガーリックパウダー、カレー粉、植物油脂/カラメル色素、
酸味料、炭酸カルシウム、加工でんぷん
準チョコレート（植物油脂、糖類（砂糖、乳糖）、全粉乳、ココ
ア、脱脂粉乳、カカオマス、ココアバター）、鶏卵、ファットスプ
レッド、小麦粉、植物油脂／卵殻未焼成カルシウム、乳化剤
（大豆由来）、ソルビトール、膨張剤、香料

糖類（砂糖、乳糖、ぶどう糖）、植物油脂、カカオマス、小麦
粉、全粉乳、ココアバター、ココアパウダー、粉糖、脱脂粉乳、
ョコレート
鶏卵、デキストリン、ショートニング、食塩、乳化剤（植物レシチ
ン（大豆由来）等）、香料、着色料（カラメル）膨張剤（炭酸水
素Ｎａ等）
九州産くだもの 100% うんしゅうみかん、なつみかん、かき、日向夏／香料
ミ ックスジ ュー ス ( 濃
縮還元)

52

930

豚もやし炒めのたれ
(にんにく醤油味)

52

931

しょうゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、でん粉、酵母エキス、食
塩、食用植物油脂、野菜エキス（たまねぎ、にんじん、セロリ
ー）、香味油、にんにく、ガーリックパウダー、増粘剤（キサンタ
ンガム）、ｐＨ調整剤（クエン酸）、香辛料抽出物、（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

ガパオ風ソース(鶏ひ しょうゆ、砂糖、水あめ、すりにんにく、魚醤、味噌、かきエキス
調味料、しょうゆ加工品（しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖）、でん
き肉のタイ風炒めご 粉、香辛料、ガーリックパウダー、酵母エキス／ｐＨ調整剤（ク
はんのタレ)
エン酸）、（一部に小麦・大豆を含む）

－ 3 －

頁

注文
番号

53

939

生 白 だ し ( 希 釈 用 つ 糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、食塩、しょうゆ(本醸造)、かつ
おぶし、かつおぶしエキス、米発酵調味料、たん白加水分解
ゆ)
物、みりん、そうだぶし、醸造酢、さばぶし、昆布エキス、酵母
エキス、(一部に小麦・大豆・さばを含む)／酒精、調味料(アミ
ノ酸等)

54

3442

生姜焼のたれ

57

3487

野菜生活 100 りんご 野菜（にんじん、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさ
い、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、
ミックス(すりおろし仕 ビート、かぼちゃ）、果実（りんご、レモン）、香料、ビタミン C、ク
立て)
エン酸

57

961

58

964

ポカリスエット(ゼリー 砂糖、果糖ぶどう糖液、果汁、寒天、食塩、酸味料、増粘多糖
類、塩化Ｋ、乳酸 Ca、調味料(アミノ酸)、塩化 Mg、酸化防止
飲料)
剤(ビタミンＣ)
不 二 の 梅 こ ぶ 茶 ( ス 食塩、砂糖、凍結乾燥梅肉、昆布粉末（北海道産）、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、香料
ティックタイプ)

59

975

商品名

一括表示原材料名

醤油（こいくち、たまり）、砂糖、生姜、玉ねぎ、米発酵調味
料、醸造酢、濃縮りんご果汁、味噌、食塩、おろしにんにく、
酵母エキス、唐辛子末、増粘剤（加工デンプン）、カラメル色
素、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含
む）

ハッピーターン(3 種 ＜ハッピーターン＞米（うるち米（国産、米国産）、もち米（タイ
産））、植物油脂、砂糖、でん粉、たんぱく加水分解物（大豆を
のアソート)
含む）、食塩、粉末油脂、加工でん粉、調味料（アミノ酸）、植
物レシチン（大豆由来）＜ハッピーターンチーズ味＞米（うる
ち米（国産、米国産）、もち米（タイ産））、植物油脂、でん粉、
砂糖、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、チーズパウダー、
酵母エキスパウダー（小麦・大豆を含む）、食塩、粉末油脂、
加工でん粉、調味料（アミノ酸）、植物レシチン（大豆由来）、
香料＜ハッピーターンしょうゆマヨ味＞米（うるち米（国産、米
国産）、もち米（タイ産））、植物油脂、でん粉、砂糖、粉末しょ
うゆ（小麦・大豆を含む）、マヨネーズ風味シーズニング（乳成
分を含む）、卵黄粉末（卵を含む）、デキストリン、粉末酢、食
塩、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、粉末油脂、加工でん
粉、植物レシチン（大豆由来）、調味料（アミノ酸等）、香料、酸
味料、香辛料抽出物
－ 4 －

頁

注文
番号

59

976

商品名

一括表示原材料名

生姜飴(高知県産しょ 砂糖・水飴・生姜汁
うが使用)

59

978

扇チョコバウムクー
ヘン

準チョコレート（砂糖、植物油脂、カカオマス、脱脂粉乳、ココ
ア）、鶏卵、砂糖、小麦粉、食用油脂（乳、大豆を含む）、マル
トース水飴、澱粉、ワインタイプ発酵調味料、全粉乳、加糖れ
ん乳、乳化剤、膨脹剤、ｐH 調整剤、甘味料（ソルビトール）、
香料、着色料（カロチン）
乳製品、生チョコレート、砂糖、水あめ、植物油脂、ココアパウ
ダー、異性化液糖、カカオマス、安定剤（増粘多糖類）、乳化
剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

60

3549

生チョコアイスバー

61

3561

国産中粒納豆

61

3568

62

3580

62

3586

丸大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、納豆菌【たれ】果糖ぶ
どう糖液糖、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物、米発酵調味
料、かつお節エキス、酒精、調味料（アミノ酸等）、ビタミン
B1、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）【からし】マスター
ド、醸造酢、食塩、植物油脂、酸味料（クエン酸）、増粘多糖
類、着色料（ウコン）、ビタミン C、調味料（アミノ酸等）、香辛
料、（原材料の一部に大豆を含む）
五 木庵だ んご 汁 ( 味 めん（小麦粉、食塩）、味噌、醤油、砂糖、蛋白加水分解物、
煮干しエキス、油揚げ、鰹節エキス、野菜エキス、ねぎ、椎
噌仕立てスープ付)
茸、みりん、食塩、昆布エキス、加工澱粉、ソルビット、調味料
（アミノ酸等）、pH 調整剤、酸味料、甘味料（カンゾウ）、V.B1、
（原材料の一部に小麦、乳成分、ゼラチン、豚肉を含む）
国 産 米 の 直 火 焼 黒 うるち米（国産）、しょうゆ（大豆を含む：遺伝子組換えでな
い）、米油、砂糖、黒こしょう、みりん、マルトデキストリン、食
胡椒せんべい
塩、粉末しょうゆ、たん白加水分解物（小麦・ゼラチンを含
む）、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、ガラクトオリゴ
糖、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）
乳、砂糖、乳製品、香料
8020 ヨーグルト

63

3592

宝塚ホテルハードド

63

3595

ーナツ(メープル)

小麦粉、砂糖、ショートニング、全卵、プロセスチーズ、バタ
ー、メープルシュガー、植物油脂、ぶどう糖、メープルソース、
メープルペースト、ベーキングパウダー、香料、乳化剤、着色
料（カラメル）、トレハロース、（原材料の一部に大豆を含む）

本髙砂屋髙砂金鍔

砂糖、小豆、高果糖液糖、寒天、食塩、トレハロース、グリシン

－ 5 －

