2017 年
3 月5 週
（13 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

1

018

国産菜の花ゆば巻

卵、大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）、菜の花（国産）、
人参（国産）、砂糖、白だし、白しょうゆ、清酒、食塩、酵母エ
キス／凝固剤［塩化マグネシウム（にがり）］、（一部に卵・大
豆・小麦を含む）

2

038

たまご屋さんのふん

鶏卵、植物油脂（大豆油、なたね油）、野菜（玉ねぎ、にんじ
ん）、砂糖、粒状植物性たん白、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
かつお節エキス、食塩、鶏肉、発酵調味料、加工でん粉、増
粘剤（増粘多糖類、加工でん粉）、カロチン色素
食用植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、大豆油（遺
伝子組換え不分別））、たまねぎ、砂糖、しょうゆ（小麦を含
む）、醸造酢、食塩、濃縮レモン果汁、チキンエキス、にんに
く、レモン果皮、酵母エキス、乾しいたけ、しょうが

商品名

わりオムレツ(鹿児島
県産たまご使用)
6

066

野菜たっぷり和風ド
レッシングにレモン

6

067

深煎り胡麻ドレッシン
グ(なめらか豆乳仕
立て)

一括表示原材料名

食用植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、大豆油（遺
伝子組換え不分別）、ごま油）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換え
でない）・小麦を含む）、砂糖、ごま、調製豆乳、りんご酢、ねり
ごま、かぼす果汁、卵黄（卵を含む）、食塩、ソテーガーリック
ペースト（豚肉を含む）、酵母エキス／酸味料、増粘剤（加工
でん粉、キサンタンガム）、香辛料抽出物

6

071

雑穀&ビーンズドライ 小豆、黄大豆（遺伝子組換えでない）、黒大豆（遺伝子組換え
でない）、青大豆（遺伝子組換えでない）、赤米、発芽玄米、も
パック パウチ(雑穀 6 ち麦、はと麦、たかきび、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、
種と国産豆 4 種)
還元水あめ

8

088

8

097

譚 総 料 理 長 監 修 あ 米（国産）、鶏卵、野菜（ねぎ、にんじん）、焼豚、香味油、しょ
うゆ、植物油脂（なたね油、パーム油）、食塩、発酵調味料、
おり炒め中華炒飯
オイスターソース、清湯スープ、野菜エキス、鶏がらスープ、に
んにく調味料、たん白加水分解物、しょうゆペースト、香辛
料、いため油（なたね油）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カロ
チノイド、カラメル）、増粘剤（加工でん粉）、乳化剤、香辛料
抽出物、（原材料の一部に小麦、ごまを含む）
めん（小麦粉、食塩／かんすい、着色料（クチナシ黄色素））、
五目汁なし担々麺
具（野菜（もやし、ほうれん草、にんじん、ねぎ）、きくらげ、ご
ま、味付けザーサイ、植物油脂、豚肉、粒状植物性たん白（大
豆を含む：遺伝子組換えでない）、甜麺醤、しょうゆ（小麦を含
－ 1 －

頁

注文
番号

10

109

10

110

商品名

む）、ローストアーモンド、みりん、しょうゆ加工品、砂糖、すり
にんにく、こしょう、食塩／乳酸Ｃａ）、たれ（植物油脂、ねりご
ま、食塩、砂糖、たん白加水分解物、ラー油、ごま、ポークエ
キス、みそ（大豆を含む）、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、ア
ルコール、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香辛料抽出物）
ステーキタケルの牛 牛肉：牛リブロースひも肉（オーストラリア産）ガーリックオイル：
植物油脂、ガーリック、砂糖、豆板醤、オニオン、食塩、粉末
ひとくちステーキ
醤油、香辛料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、
香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む）
北海道産豚肉のごま
しゃぶ風紙包み

10

111

10

112

10

113

10

114

10

115

10

116

10

117

一括表示原材料名

豚肉（北海道）、キャベツ（国産）、じゃがいも(北海道）、かぼ
ちゃ（北海道）、とうもろこし（北海道）、ブロッコリー（北海道）、
ごまみそだれ（調味みそ、ごま、砂糖）、増粘剤（加工デンプ
ン）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

国 産 金 目 鯛 の 唐 揚 キンメダイ（国産）、衣（でん粉、乾燥パン粉（小麦、大豆を含
む）、食塩、糖類（砂糖、ぶどう糖）、酵母エキスパウダー、粉
げ
末しょう油、香辛料）
ながいも、梅肉ペースト、ごま、でん粉、卵白、しそ、衣（でん
山芋梅しそ巻き
粉、小麦粉、卵白、食塩）、揚げ油（大豆油）、加工でん粉、膨
張剤
ワンタン［皮（小麦粉）、えび、たけのこ水煮、ラード、でん粉、
卵白粉、清酒、砂糖、植物油脂、食塩、オイスターエキス、こ
ンタン
しょう、（原材料の一部に卵、ごまを含む）」、スープ［糖類（異
性化液糖、砂糖）、食塩、しょうゆ、動物油脂、香味油、肉エキ
ス、たまねぎ、酵母エキス、香辛料、アルコール、増粘剤（キサ
ンタンガム）、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、鶏肉を含
む）］
たけのこと湯葉のス ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、かつおぶしエキ
ス、醸造調味液、食塩、砂糖、鯛だし、はもエキス、還元水あ
ープ(フリーズドライ)
め、しょうゆ（小麦を含む）、酵母エキス、デキストリン、ゼラチ
ン、具（たけのこ、菜の花、ゆば（大豆を含む：遺伝子組換え
でない）、乾しいたけ）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリ
ンドシードガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）
JAL うどんですかい 油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆
食物繊維）、スープ（粉末しょうゆ、魚介エキス、糖類、植物油
(きざみあげ入り)
脂、魚粉、食塩、昆布エキス、たん白加水分解物、酵母エキ
ス、香辛料）、かやく（味付油揚げ、魚肉練り製品、ねぎ）/加
工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、増粘
多糖類、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミン E)、カロチ
ノイド色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・やまいも・
ゼラチンを含む)
JAL うどんですかい 油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆
食物繊維）、スープ（粉末しょうゆ、魚介エキス、糖類、植物油
(きざみあげ入り)
脂、魚粉、食塩、昆布エキス、たん白加水分解物、酵母エキ
ス、香辛料）、かやく（味付油揚げ、魚肉練り製品、ねぎ）/加
工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、増粘
多糖類、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミン E)、カロチ
ノイド色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・やまいも・
ゼラチンを含む)
デ ニ ッ シ ュ チ ョ コ ( ミ 小麦粉、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、
マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウ
たけのこ入りえびワ

－ 2 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

ダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母、植物油脂 ／ 加
工デンプン、乳化剤、香料、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、（一部
に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
富良野メロン のまろ 砂糖、植物油脂、乳製品（脱脂粉乳、クリーム）、メロン果汁、
寒天、安定剤（加工デンプン）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸
やかプリン(北海道産 味料、パプリカ色素、香料、乳化剤
メロン使用)
求肥(砂糖、還元水飴、もち粉、麦芽糖、桜(塩漬け)、小麦
岡山銘菓調布(桜)
粉）、皮(砂糖、卵、小麦粉、オリゴ糖、食用植物油脂、もち
粉、澱粉、コーンファイバー)、乳化剤、膨張剤、カロチノイド色
素、(原材料の一部に乳、大豆を含む)
ニ)

10

118

10

119

11

129

15

237

19

321

22

416

23

448

ア ーモン ドリーフ (エ 糖類（砂糖、麦芽糖、水あめ）、アーモンド、ウエハース（小麦
粉、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、もち米粉、ショー
スプレッソ仕立て)
トニング、食塩）、バター、クリーム（乳成分を含む）、はちみ
つ、ショートニング、加工油脂、コーヒーペースト／加工でん
粉、着色料（カラメル）、香料、乳化剤（大豆由来）、膨張剤、
水酸化Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）
横浜中華街 東園肉 豚肉、玉葱、植物油、砂糖混合異性化液糖、パン粉、醸造
酢、人参、醤油、トマトケチャップ、練りマスタード（醸造酢、マ
団 子 の 甘 酢 あ ん か スタード、還元水飴、食塩）、たん白加水分解物、生姜、粉末
け
卵白、食塩、豆板醤、デキストリン、香辛料、酵母エキス、増粘
剤（加工デンプン）、着色料（ウコン）、（原材料の一部に小麦・
乳・りんごを含む）
窯焼きタルトベイクド 小麦粉、砂糖、牛乳、マーガリン、卵、ナチュラルチーズ、植
物油脂、水飴、でんぷん分解物、乳製品、加工油脂、でんぷ
チーズ
ん、レモン果汁、粉飴、乳たんぱく、寒天、食塩、乳化剤、安
定剤（増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、
着色料（カロチン）、（その他大豆由来の原材料を含む）
アーモンドチョコクリ アーモンド、植物油脂(大豆を含む)、砂糖、ココアパウダー、
バターオイル（乳成分を含む）、はちみつ、塩 ／乳化剤、香
ーム(スプレッド)
料
瀬戸内海産真だこボ マダコ（瀬戸内海産）、食塩
イル

26

520

頑固漁師のやわらか アカイカ（ペルー産又はエクアドル産の何れか一ヶ国を記
載）、食塩、みりん、魚醤油（いしる）
焼きいか(皮なし)

27

545

イカカツ

いかフライ【いか（アルゼンチン、ペルー、チリ等）、衣（生パン
粉（小麦粉、植物油脂、その他）、小麦粉、乾燥パン粉、食
塩）】／ｐＨ調整剤、イーストフード、ビタミンＣ、（一部に小麦・
いか・大豆・豚を含む）

32

661

国産豚モモ肉のポー

豚モモ肉（国産）、タレ（トマトペースト、水あめ、砂糖、濃縮
乳、食塩、ビーフエキス、トマトケチャップ、ソテーオニオン、チ
ーズパウダー、酵母エキス、牛脂、香辛料）、増粘剤（加工デ
ンプン、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、カラメル
色素、酸化防止剤（ビタミン E）、（原材料の一部に小麦、乳成
分、牛肉、大豆、豚肉を含む）

クソテー(デミソース)

－ 3 －

頁

注文
番号

商品名

33

678

串揚げファミリーセッ

35

708

36

746

37

747

37

756

38

773

43

885

一括表示原材料名

豚肉、ホキ、かぼちゃ、ウインナーソーセージ（豚肉、鶏肉、豚
脂、でん粉、水あめ、食塩、乳たん白、香辛料、砂糖）、れんこ
ト
ん、えび、うずら卵、マルチトール、食塩、衣（パン粉、小麦
粉、でん粉、食塩、粉末状植物性たん白（大豆を含む）、砂
糖、脱脂粉乳、植物油脂、卵黄粉（卵を含む）、あおさ、卵白
粉）／加工でん粉、卵殻未焼成Ｃａ、膨張剤、酸味料、増粘剤
（グァーガム）
真打旬香麺 桜そば めん〔小麦粉、そば粉、小麦たん白、塩漬桜葉粉末、卵白
粉、ベニコウジ色素、焼ミョウバン〕
(国産桜葉使用)
よくばりプレート海老 【ボロネーゼ】めん[スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）、植
物油脂]、牛肉、揚げなす、トマトペースト、野菜（玉ねぎ、にん
と野菜のグラタン&ボ にく）、ワイン、ビーフエキス調味料、砂糖、植物油脂、野菜ソ
ロネーゼ
テーペースト、マーガリン、食塩、オニオンペースト、ビーフオ
イル、チーズ、動物たん白加水分解物、しいたけエキス、香辛
料、乾燥パセリ ／ 増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、
調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル）、香料、（一部に小麦・乳
成分・牛肉・大豆・豚肉を含む）、【海老と野菜のグラタン】野
菜（かぼちゃ、ブロッコリー、じゃがいも、ほうれん草、玉ね
ぎ）、乳等を主要原料とする食品、チーズ、えび、マーガリン、
砂糖、トマトペースト、食塩、アメリケーヌソース、香辛料、エビ
調味料、酵母エキス ／ 増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、調味料（アミノ酸）、セルロース、香料、膨脹剤、クエン酸
Ｎａ、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
国産野菜を食べよう 野菜（じゃがいも、たまねぎ、ほうれんそう）、鶏肉、つなぎ（パ
ン粉、でん粉）、プロセスチーズ、豚脂、粒状大豆たん白、砂
ポテトとチ ー ズの バ 糖、食塩、香辛料、香料、着色料（パプリカ色素）
ーグ
さつまいも、植物油脂、砂糖、水あめ、還元水あめ、ポリデキ
ストロース、ファットスプレッド、糖加工品、はちみつ、たん白加
(紅あずま使用)
水分解物／トレハロース、カラメル色素、乳化剤、（一部に小
麦・大豆を含む）
ニッポンのうまい！ラ めん（（小麦粉、食塩、こんにゃく、小麦たん白、卵白、酒精、
かんすい、乳酸ナトリウム、卵殻カルシウム、クチナシ色素）、
ーメン栃木佐野らー 打粉（加工でん粉））、添付調味料（ポークエキス、醤油、チキ
めん(醤油味)
ンエキス、豚脂、魚介エキス、発酵調味料、食塩、砂糖、野菜
エキス、香味油脂、昆布エキス、たん白加水分解物、香辛
料、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘多糖類、
香料、（原材料の一部に乳成分、小麦、さば、ゼラチンを含
む））
ぼてぢゅう総本家お キャベツ、ルウ（小麦粉、だし汁、山芋、砂糖）、ソース[野菜・
果実（トマト、たまねぎ、りんご、その他）、砂糖、醸造酢、たん
好み焼きセット(海鮮) 白加水分解物、しょうゆ（小麦を含む）、食塩、香辛料、酒精、
増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、調味料（アミノ酸等）、カ
ラメル色素、酸味料]、シーフードミックス（イカ、エビ）、マヨネ
ーズ[食用植物油脂、卵、糖類（水あめ、砂糖）、醸造酢、食
塩、調味料（アミノ酸）、レモン果汁、香辛料]、生姜（生姜、食
塩、醸造酢、酸味料）、天玉[小麦粉、植物油、かつお節エキ
ス、食塩、ブドウ糖、調味料（アミノ酸等）]、かつお節、青のり
スティック大学いも

－ 4 －

頁

注文
番号

商品名

46

3352

おだしのきいたカレ

48

3390

50

3431

50

945

わさび漬の素

澱粉分解物、食塩、西洋わさび、乳糖、粉末味噌、粉末酒
粕、わさび茎、調味料（アミノ酸等）、環状オリゴ糖、焼ミョウバ
ン、酸化防止剤（ビタミンＣ）、酸味料、増粘多糖類、加工でん
粉、香料、甘味料（ステビア）、（原材料の一部に乳、大豆を含
む）

51

952

伊豆わさびふりかけ

ごま、でんぷん、食塩、乳糖、糖類(砂糖、ぶどう糖)、海苔、か
つお削り節、あられ、あおさ、野沢菜、卵黄、しょう油、デキスト
リン、わさび、抹茶、昆布エキス、発酵調味料、酵母エキス、し
ょうが、たまねぎ粉末、調味料(アミノ酸等)、香料、着色料(クチ
ナシ、紅花黄)、酒精、（原材料の一部に小麦、大豆、卵、乳
成分、ごまを含む）

52

3463

黒胡麻アーモンドき きな粉（大豆：遺伝子組換えでない）、黒胡麻、アーモンドパウ
ダー
な粉

一括表示原材料名

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、ばれいしょでん粉（遺伝子
組換えでない）、精製ラード、食塩）、添付調味料（砂糖、食
ーうどん(辛さマイル 塩、でん粉、香辛料、粉末しょうゆ、ビーフエキス、粉末野菜、
ド)
たん白加水分解物、ねぎ、魚介エキス、米油）、加工でん粉、
調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、炭酸Ｃａ、リン酸塩（Ｎａ）、
増粘剤（グァーガム、キサンタンガム）、着色料（カラメル）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤（植物レシチン）、ｐＨ調整剤
（炭酸Ｎａ）、（原材料の一部に乳成分、さば、大豆、豚肉を含
む）
キーマカレー(スパイ たまねぎ、鶏肉、トマトペースト、粒状植物性たん白（大豆を含
む：遺伝子組換えでない）、チキンオイル、しょうがペースト、
シーな中辛)
砂糖、カレー粉、ビーフオイル、香辛料、にんにくペースト、チ
キンエキス、りんごピューレ、食塩、ビーフエキス、たん白加水
分解物、でん粉／増粘剤（加工でん粉、タマリンドシードガ
ム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、酸味料
無 着 色 か ら し ( 国 産 からし、なたね油（遺伝子組換え不分別）、食塩、コーンスタ
ーチ（遺伝子組換えでない）、デキストリン、食物繊維（大豆を
からし使用)
含む）、醸造酢、でん粉／ソルビトール、酸味料、香料、増粘
多糖類
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注文
番号

53

968

鉄分補給飲料 テツ 糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、果実（りんご、アセロラ、ロー
ズヒップ）／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、クエン酸鉄Ｎａ、香料、
トリーナ
ピロリン酸鉄

54

971

抹茶入りにごり緑茶

商品名

一括表示原材料名

緑茶（国産）、抹茶（国産）／酸化防止剤（ビタミンＣ）

(国産茶葉使用)
54

972

抹茶入りにごり緑茶

緑茶（国産）、抹茶（国産）／酸化防止剤（ビタミンＣ）

(国産茶葉使用)

54

975

有機栽培ルイボステ

有機ルイボス（アスパラサスリネアリス）

ィー(ティーバッグ)
55

3514

55

978

55

981

ぱりんこ(3 種アソー 【ぱりんこ塩味】米（米国産、国産）、植物油脂、食塩、砂糖、
粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、香辛料、加工でん粉、調味
ト)
料（アミノ酸等）、植物レシチン（大豆由来）【ぱりんこ梅味】米
（米国産、国産）、植物油脂、食塩、砂糖、黒糖、デキストリン、
梅肉パウダー、昆布エキスパウダー、梅酢パウダー、シソパウ
ダー、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、甘味
料（ステビア）、植物レシチン（大豆由来）、アントシアニン色素
【ぱりんこカレー味】米（米国産、国産）、植物油脂、食塩、砂
糖、カレーパウダー、香辛料、ガーリックパウダー、たんぱく加
水分解物（小麦・大豆）、酵母エキス、粉末ソース（りんごを含
む）、粉末チーズ、ポークエキスパウダー、野菜パウダー、加
工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、香辛料抽出物、着色
料（カラメル、カロチン、パプリカ色素）、植物レシチン（大豆由
来）
コイケヤポテトチップ 馬鈴薯（遺伝子組換えでない）、植物油、食塩、デキストリン、
調味料（アミノ酸等）
ス(うすしお味)

肉厚のカミ噛みあた

いか（国産）、食塩

りめ

56

3523

57

3541

カ ッ ト よ っ ち ゃ ん ( 甘 いか、醸造酢、魚肉、米発酵調味液、食塩、でん粉（小麦、コ
ーン（遺伝子組換えでない））、砂糖、植物性たん白（大豆(遺
酢味)
伝子組換えでない)、小麦）、たん白加水分解物、植物油脂、
ソルビトール、酸味料（リンゴ酸Ｎａ等）、調味料（アミノ酸、核
酸、有機酸）、甘味料（ステビア抽出物）
揚州商人スーラータ めん〔小麦粉、小麦たん白、食塩、卵白粉、酒精、加工澱粉、
かんすい、乳酸Ｎａ、クチナシ色素〕、スープ〔しょうゆ、醸造
ンメン
酢、たん白加水分解物、砂糖、食塩、チキンエキス、香辛料、
オニオンエキス、増粘剤（加工澱粉、キサンタン）、酸味料、調
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57

注文
番号

3549

商品名

一括表示原材料名

グルテンフリーライス

味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素 、（原材料の一部に
小麦、ゼラチンを含む）〕、オイル〔ラー油、ガラオイル、香辛料
抽出物、（原材料の一部にごま、鶏、豚を含む）〕
うるち米(岐阜県産はつしも)、増粘剤(アルギン酸エステル)

パスタ(1.7mm)
60

3611

61

3627

61

3628

小麦粉、植物油、でん粉、パン粉、いか(魚介乾製品)、いかシ
ーズニング、食塩、大豆たん白、香辛料、卵白、卵殻粉、酵母
エキス、いかパウダー、調味料（アミノ酸等)、膨脹剤、甘味料
(ステビア、カンゾウ）、香料、着色料（カラメル）、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、（原材料の一部に乳、えび、さば、鶏肉を含む）
乳酸菌ヨーグルトス ポリデキストロース、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、
果糖、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌粉末、ヨーグルト粉末（乳成
ムージー(アロエヨー 分を含む）、有機キダチアロエ粉末／増粘剤（グァーガム）、
グルト風味)
酸味料、サンゴ未焼成カルシウム、微粒二酸化ケイ素、クエン
酸Ｃａ、香料、甘味料（スクラロース、ネオテーム）
ち こ り 村 の ち こ り 茶 ちこりの根（焙煎済み）
うまいか(いかフライ)

(ティーバッグ)
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