2017 年
4 月1 週
（14 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

5

059

宮のたれ付牛ミニス

7

075

9

094

一括表示原材料名

成型肉｛牛肉（豪州産）、麦芽糖、でん粉、粉末状植物性たん
白、食塩、香辛料、トレハロース、セルロース、調味料（アミノ
テーキ(成型加工肉) 酸等）、貝カルシウム、（原材料の一部に卵、大豆、牛肉を含
む）｝たれ｛玉葱、本醸造醤油、醸造酢、にんにく、調味料（ア
ミノ酸）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）｝
レンジで！いかの唐 いか、しょうゆ（大豆：遺伝子組換えでない）、しょうが、砂糖、
みりん、にんにく、食塩、衣（小麦粉、でん粉（ばれいしょ（遺
揚げ
伝子組換えでない）、コーン（遺伝子組換えでない））、コーン
フラワー、食塩、卵白粉（卵を含む）、脱脂粉乳、ぶどう糖、香
辛料、大豆粉、植物油脂）、揚げ油（なたね油、パーム油）／
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム、アル
ギン酸エステル）、膨張剤、着色料（パプリカ色素）
新茶紫の香(静岡県 緑茶（静岡県産）
産一番茶使用)

9

095

新茶紫の香(静岡県

緑茶（静岡県産）

産一番茶使用)
9

096

新 茶 やぶ きた (静 岡 緑茶（静岡県産）
県産一番茶使用)

9

097

新茶川根の雫(静岡

緑茶（静岡県産）

県産一番茶使用)
9

099

9

100

9

101

かるかん饅頭 (宇治 砂糖、米粉、小豆、山芋、水飴、抹茶、トレハロース、クロレラ
粉末
抹茶使用)
黒糖わらび餅 抹茶 砂糖（グラニュー糖、黒糖）、きな粉（大豆、青大豆）、抹茶、寒
天、わらび粉、加工デンプン
(沖縄産黒糖使用)

よもぎ香る うすか わ 小豆、砂糖、もち粉（新潟県産）、水あめ、よもぎ、食塩、加工
デンプン、酵素（大豆由来）
大福(新潟県産羽二
重粉使用)

9

102

お茶うけセレクション

【ほくほくかぼちゃ】生あん、糖類（砂糖、水あめ）、かぼちゃペ
ースト／ソルビトール、香料、着色料（カロチン）、（一部に大
豆を含む）【桃山】生あん、糖類（砂糖、水あめ）、乾燥全卵／
ソルビトール、着色料（クチナシ黄色素）、（一部に卵を含む）
【梅最中】糖類（砂糖、水あめ）、生あん、還元水あめ、最中皮
（もち粉、でん粉（とうもろこし（遺伝子組換え不分別）、タピオ
カ、ばれいしょ（遺伝子組換え不分別））、植物油脂）、青梅加
糖ペースト（梅、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖）、食塩／ソルビト
ール、増粘多糖類、着色料（ベニコウジ色素）、香料【抹茶最
中】糖類（砂糖、水あめ）、生あん、還元水あめ、最中皮（もち
粉、でん粉（とうもろこし（遺伝子組換え不分別）、タピオカ、ば
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頁

9

注文
番号

103

商品名

鹿児島の安納芋よう
かん

10

115

いちごマーブルチー
ズケーキバー(訳あ
り)

11

116

彩果菜園(果実野菜
と食物繊維)

11

117

彩果菜園(果実野菜
と食物繊維)

一括表示原材料名
れいしょ（遺伝子組換え不分別））、植物油脂）、抹茶／ソルビ
トール、着色料（ベニバナ黄色素、クチナシ青色素）、増粘多
糖類、香料【みたらしだんご餅】糖類（水あめ、砂糖）、もち粉、
しょうゆ、でん粉、ゼラチン、寒天／増粘剤（加工でん粉、増
粘多糖類）、加工でん粉、アルコール、乳化剤、（一部に乳成
分・小麦・大豆・ゼラチンを含む）【あずき草餅】糖類（水あめ、
砂糖）、生あん、もち粉、蜜漬け小豆（砂糖、小豆）、粒あん
（砂糖、小豆）、還元水あめ、でん粉、よもぎ／加工でん粉、乳
化剤、着色料（ベニバナ黄色素、クチナシ青色素）、増粘多糖
類、香料、（一部に乳成分を含む）【くるみ餅】糖類（砂糖、水
あめ、ぶどう糖）、もち粉、くるみ、しょうゆ、でん粉／トレハロー
ス、加工でん粉、乳化剤、着色料（カラメル）、酵素、（一部に
乳成分・小麦・くるみ・大豆を含む）【バウムクーヘン】全卵、糖
類（砂糖、水あめ）、小麦粉、マーガリン、ショートニング、コー
ンスターチ（遺伝子組換え不分別）、乳等を主要原料とする食
品、食用加工油脂（還元水あめ、植物油脂）、食塩／乳化
剤、膨張剤、アルコール、香料、乳清ミネラル、ｐＨ調整剤、着
色料（アナトー色素、カロチン）、（一部に卵・乳成分・小麦・大
豆を含む）
砂糖、白あん、安納芋蜜漬け（安納芋、砂糖）、安納芋ペース
ト、還元水あめ、寒天／ソルビトール

クリームチーズ、いちごジャム（いちご、砂糖、その他）、卵白、
乳等を主要原料とする食品、ヨーグルト、小麦粉、コーンスタ
ーチ、レモン果汁、ゲル化剤（ペクチン）、安定剤（増粘多糖
類）、乳化剤（大豆由来）、香料、着色料（紅麹）、酸味料（クエ
ン酸）
野菜（にんじん、トマト、さつまいも、キャベツ、赤ピーマン、カ
リフラワー、ブロッコリー、かぼちゃ、アスパラガス、赤キャベ
ツ、ピーマン、ケール、レタス、はくさい、小松菜、セロリ、パセ
リ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば）、果実（りん
ご、オレンジ、ぶどう、レモン）、食物繊維含有デキストリン
野菜（にんじん、トマト、さつまいも、キャベツ、赤ピーマン、カ
リフラワー、ブロッコリー、かぼちゃ、アスパラガス、赤キャベ
ツ、ピーマン、ケール、レタス、はくさい、小松菜、セロリ、パセ
リ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば）、果実（りん
ご、オレンジ、ぶどう、レモン）、食物繊維含有デキストリン
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頁

注文
番号

11

118

商品名

一括表示原材料名

ゆず・りん(国産果汁 果実（りんご、ゆず）／酸化防止剤（ビタミンＣ）
100%)

11

121

グリーンルイボスティ 有機グリーンルイボス／酸化防止剤（ビタミンＣ）
ー(有機栽培茶葉使
用)

11

125

11

126

朝の応援食焼きドー 鶏卵、砂糖、食用油脂、ファットスプレッド、小麦粉、準チョコ
レート（ココア、植物油脂、砂糖）、でん粉、全粉乳、乳清カル
ナツ(ココア味)
シウム、チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、クリーム、カカ
オマス、ココアバター、卵たん白、脱脂粉乳、乳脂肪）、食塩、
脱脂粉乳、寒天、加工でん粉、膨張剤（炭酸水素Ｎａ等）、乳
化剤（プロピレングリコール脂肪酸エステル等）、安定剤（キサ
ンタンガム、グァーガム）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着
色料（カロチン）、（原材料の一部に大豆を含む）
食塩不使用アーモン アーモンド（アメリカ産）、くるみ（アメリカ産）
ドくるみ

17

254

18

296

18

310

19

311

21

362

オールブラン(フルー 精米、全粒小麦、砂糖、小麦外皮、ドライフルーツ（レーズン・
クランベリー・イチゴ）、ぶどう糖果糖液糖、水溶性食物繊維、
ツミックス)
食塩、麦芽エキス、糖蜜、乳糖、マンゴーピューレ、植物油
脂、還元水あめ、でん粉、加工油脂、寒天、グリセリン、ビタミ
ン C、加工デンプン、酸味料、鉄、ナイアシン、ビタミン A、乳
化剤、ビタミン D、ビタミン B2、ビタミン B1、着色料（クチナシ色
素・ベニコウジ色素）、酸化防止剤（ビタミン E）、（原材料の一
部に大豆を含む）
どっさり果実とヨーグ はっ酵乳、もも果肉、りんご果肉・果汁、パインアップル果肉・
果汁、砂糖、マンゴー果汁、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
ルト
類）、香料、酸味料、乳酸 Ca、（原材料の一部にゼラチンを含
む）
バニラヨーグルト(瀬 乳製品、砂糖、レモン果汁、卵黄、寒天／クエン酸ナトリウム、
香料、（一部に卵・乳成分を含む）
戸内レモン)
小麦粉、砂糖、マーガリン、牛乳、ホイップクリーム、卵、ナチ
ュラルチーズ、植物油脂、レモン果汁、サワークリーム、乳糖、
ーズ
コラーゲンペプチド、ゼラチン、乳製品、でんぷん、乳たんぱ
く、食塩、乳化剤、香料、ｐＨ調整剤、乳清ミネラル、増粘多糖
類、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）
ミニサンドロール(粒 小麦粉、ピーナツクリーム、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、卵、
マーガリン、パン酵母、ぶどう糖、加工油脂、乳等を主原料と
入 り ロ ー ス ト ピ ー ナ する食品、食塩、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル等）、香
ツ)
料、イーストフード（硫酸Ｃａ等）、増粘剤（加工デンプン）、カロ
テン色素、ビタミンＣ、（原材料の一部に大豆を含む）
窯焼きタルトレアチ
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頁

注文
番号

23

417

26

508

商品名

一括表示原材料名

お刺身たこ(柚子こし ミズダコ（北海道産）、添付タレ｛醸造酢、砂糖、ゆず果汁、食
塩、かつおぶしエキス、チキンブイヨン、ゆずこしょう、調味料
ょうタレ付)
（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、（原材料の一部に小
麦、乳、さば、大豆、鶏肉を含む）｝
宮 城 県 産 お 刺 身 ほ ほや（宮城県産）
や(生食用)

27

513

鮭とたらのトマトクリ
ーム紙包み

29

570

国産若鶏焼き用つく
ね(国産レンコン入り)

30

594

やわらか牛ロースス
ティックステーキ(成
型加工肉)

31

620

直火焼き肩ロース焼
豚切り落とし

32

644

国産豚肉の麻婆セッ
ト

33

667

国産れんこんの揚げ
だし豆腐

34

669

いかと豆腐の焼売

35

692

海老と炒め野菜の香
ばし塩焼そば

玉葱(北海道）、さけ（北海道）、スケソウダラ（北海道）、フライ
ドポテト、とうもろこし、クリームチーズソース（クリームチーズ、
植物油脂、ラード、その他）、ブロッコリー、チーズ、イタリアン
ソース（トマトケチャップ、デキストリン、トマトピューレ、オリーブ
オイル、米発酵調味料、その他）、香辛料、食塩、増粘剤（加
工でん粉）、香料、カロチン色素、(原材料の一部に小麦、乳
成分、大豆、さけ、豚肉を含む）
鶏肉（国産）、鶏皮（国産）、豚脂肪（国産）、粒状植物性たん
ぱく(大豆を含む)、玉ねぎ、れんこん（国産）、パン粉(小麦を
含む)、還元水あめ、しょうゆ、でんぷん、砂糖、ねぎ、食塩、
香辛料／調味料（アミノ酸）、着色料(カラメル)
成型肉【牛肉（オーストラリア産）、牛脂（国産）、還元水飴、植
物性たん白、えんどうたん白、ポリリン酸Ｎａ、炭酸Ｎａ、増粘多
糖類、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、トレハロース、（原材料の一部に
大豆を含む）】、添付ソース【しょうゆ、砂糖、玉ねぎ、トマトペ
ースト、りんご加工品、大豆油、発酵調味液、りんご果汁、食
塩、果糖ぶどう糖液糖、酵母エキス、濃厚ソース、にんにく加
工品、醸造酢、生姜、胡椒、ソルビトール、増粘剤（加工デン
プン）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）】
豚肩ロース肉、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・
小麦を含む）、食塩、みりん／調味料（有機酸等）、酢酸Ｎａ、
着色料（カラメル）、ビタミンＢ１
豚肉（国産）添付ダレ：しょうゆ、にんにく、植物油（大豆、なた
ね）、味噌、砂糖、玉ねぎ、果糖ぶどう糖液糖、生姜、テンメン
ジャン、ガラスープ、ごま油、豆板醤、こんにゃく、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）、着
色料（パプリカ色素、カラメル）、（原材料の一部に小麦を含
む）コチジャン：米みそ、水あめ、麦芽エキス、米こうじ調味
料、唐辛子、砂糖、食塩、酵母エキス
揚げだし豆腐（植物油脂、れんこん（国産）、豆腐、粉末状大
豆たん白、魚肉すり身、たまねぎ、にんじん、衣（小麦粉、でん
粉、食塩）、小麦粉、砂糖、食塩、かつおエキス、揚げ油（なた
ね油）、（一部に小麦・さば・大豆を含む））天つゆ（水あめ、発
酵調味料、しょうゆ、かつお節エキス、かつおエキス、醸造
酢、昆布エキス、魚醤（魚介類）、（一部に小麦・大豆・魚醤
（魚介類）を含む））
いか、つなぎ（パン粉、卵白、粉末状大豆たん白）、たまねぎ、
魚肉すり身、豆腐、砂糖、食塩、いかエキス調味料、香辛料、
しょうゆ、えびエキス調味料、皮（小麦粉、なたね油、大豆
粉）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、豆腐用凝固剤
めん（小麦粉、粉末状植物性たん白、卵黄粉（卵を含む）、卵
白粉／かんすい、着色料（クチナシ黄色素））、具（野菜（キャ
ベツ、たまねぎ、もやし、ほうれん草、にんじん）、ボイルえび、
きくらげ、植物油脂（ごまを含む）、香辛料、パン粉粉末（小
－ 4 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名
麦・大豆を含む）／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤）、たれ
（還元水あめ、植物油脂、食塩、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
にんにく、えび粉末、こしょう／調味料（アミノ酸等）、アルコー
ル、増粘剤（キサンタンガム）、酸味料、香料）
「めん」 小麦粉、植物油脂、食塩／かんすい、グリシン、乳化
剤、クチナシ色素、保存料（しらこたん白）、（一部に小麦・乳
成分・さけ・大豆を含む）「添付調味料」 ソース、砂糖、食塩、
トマトケチャップ、しょうゆ、粉末ソース、削りぶし粉末、醸造
酢、香辛料、こんぶエキス／調味料（アミノ酸等）、カラメル色
素、酸味料、香辛料抽出物、香料、（一部に小麦・さば・大豆・
りんごを含む）「福神漬け」 福神漬／酸味料、調味料（アミノ
酸等）、甘味料（ステビア）、野菜色素、パプリカ色素、香料、ク
チナシ色素、（一部に小麦・大豆を含む）「あおさ」 あおさ
くるみ､還元水あめ､砂糖､醤油(大豆･小麦を含む)､ごま､はち
みつ､水あめ､寒天

38

745

秋田横手風やきそば

42

867

金ごまくるみ(佃煮)

44

889

44

893

46

3327

46

3330

46

3331

お か ず に ん じ ん い 人参、いか、漬け原材料〔しょうゆ、食塩、醸造酢、昆布、醸造
調味料、たん白加水分解物、えびエキス、生姜〕、ソルビット、
か入り(しょうゆ漬)
調味料（アミノ酸）、酸味料、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽
出物、ビタミン B1、ホップ抽出物、（原材料の一部にえび、小
麦を含む）
4 種のナムル盛り合 子大豆もやしナムル、ぜんまいナムル、ほうれんそうナムル、
だいこんナムル、添付コチジャン、ごま／ソルビット、ｐＨ調整
わせ
剤、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、グリシン、乳
酸Ｃａ、パプリカ色素、酸味料、酵素、甘味料（甘草）、（一部
に卵・小麦・ごま・大豆・りんご・魚醤（魚介類）を含む）
やさしい味わいかき 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、乾燥酵母、小麦たん
白）、添付調味料（乳糖、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、たん
玉きつねうどん
白加水分解物、こんぶエキス、食塩、米油、香辛料、酵母エ
キス）、かやく（味付油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでな
い）、たまご、かまぼこ、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチン、ベ
ニコウジ色素）、乳化剤、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、香料
油揚げめん（小麦粉、そば粉、植物油脂、小麦たん白、食
ごぼう天そば
塩、やまいも）、添付調味料（食塩、糖類（砂糖、麦芽糖）、魚
介エキス、粉末しょうゆ、植物油脂、しいたけエキス、こんぶエ
キス、香辛料）、かやく（ごぼう天ぷら、にんじん、ねぎ）／加工
でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色
料（カラメル、カロチン）、増粘多糖類、乳化剤、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、香料、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、香辛料抽出物、
（一部に小麦・そば・えび・さば・大豆・豚肉・やまいもを含む）
やさしい味わい鶏だ 油揚げめん（小麦粉、そば粉、植物油脂、小麦たん白、食
塩、やまいも）、添付調味料（乳糖、粉末しょうゆ、かつおぶし
んごそば
粉末、たん白加水分解物、こんぶエキス、食塩、米油、香辛
料、酵母エキス）、かやく（味付鶏肉だんご、かまぼこ、ねぎ）
／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃ
ａ、増粘多糖類、着色料（カラメル、ベニコウジ色素、カロチ
ン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤、香料、（一部に卵・乳
成分・小麦・そば・大豆・鶏肉・豚肉・やまいもを含む）
－ 5 －

頁

注文
番号

47

928

味付いなりあげ(関西 油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、砂糖、しょうゆ
（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、みりん、醸造
風)
酢、食塩、たん白加水分解物／凝固剤

48

3357

フ ラ イ パン で 作る 酢 醸造酢、しょうゆ、果糖ぶどう糖液糖、水あめ、砂糖、トマトケ
チャップ、でん粉、すりりんご、トマトペースト、食用植物油脂、
豚のたれ
発酵調味料、清酒、食塩、ごま油、酵母エキス、香辛料、（一
部に小麦・大豆・りんご・ごまを含む）

48

933

根菜カレー(中辛)

49

3383

50

947

野菜（たまねぎ、にんじん、ごぼう、しょうが）、れんこん水煮、
ラード、小麦粉、砂糖、トマトペースト、カレー粉、食塩、ビーフ
エキス、粉末状大豆たん白、香辛料、にんにくペースト、酵母
エキス／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、着色料
（カラメル、ココア）、乳化剤、香料
野菜がおいしいおみ キャベツ、米みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、ほうれ
ん草、調合みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、たまねぎ、に
そ汁(フリーズドライ) んじん、かつおぶしエキス、かつお風味調味料、ねぎ、わか
め、たん白加水分解物、にぼしエキスパウダー、酵母エキス
／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）、着色料（カラメル）
米糠 100％
いりぬか

53

3445

野菜一日これ一本

野菜（トマト、にんじん、メキャベツ（プチヴェール）、ケール、ピ
ーマン、ビート、小松菜、ほうれん草、ブロッコリー、赤じそ、し
ょうが、チンゲンサイ、カリフラワー、かぼちゃ、アスパラガス、
たまねぎ、クレソン、紫いも、あしたば、グリーンピース、ごぼ
う、とうもろこし、レタス、セロリ、はくさい、キャベツ、だいこん、
紫キャベツ、パセリ、なす）、レモン果汁

53

964

ただの炭酸水に食物

水、難消化性デキストリン（食物繊維）／炭酸、香料

商品名

一括表示原材料名

繊維(もも風味)
53

965

ただの炭酸水に食物

水、難消化性デキストリン（食物繊維）／炭酸、香料

繊維(もも風味)

53

966

野菜がおいしい(1 日 野菜（トマト、にんじん、ビーツ、さつまいも、小松菜、セロリ、キ
ャベツ、アスパラガス、赤ピーマン、ブロッコリー、カリフラワ
分)
ー、赤キャベツ、野沢菜、かぼちゃ、とうもろこし（遺伝子組換
えでない）、ケール、だいこん、パセリ、なす、チンゲンサイ、ピ
ーマン、グリーンピース、レタス、黄にんじん、紫いも、はくさ
い、ほうれん草、クレソン、ラディッシュ、みつば）、レモン

－ 6 －

頁

注文
番号

商品名

55

982

黒糖ふがし棒

56

988

ＰＡＲＭ(チョコアイス 乳製品、準チョコレート、砂糖、水あめ、卵黄、乳化剤、香料、
安定剤（増粘多糖類）、（原材料の一部に卵、大豆を含む）
バー)

57

3525

森永の PREMiL カラ 乳製品、乳、乳たんぱく質

一括表示原材料名
黒糖、含蜜糖、小麦たん白、小麦粉／膨張剤

ダしっかり(乳飲料)

58

3549

クッピーラムネ(ボリ 砂糖、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)、ばれいしょでん
粉(遺伝子組換えでない)、デキストリン、酸味料(クエン酸)、香
ュームパック)
料、ブドウ果汁色素、ベニバナ黄色素、アナトー色素

－ 7 －

