2017 年
4 月2 週
（15 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

016

3

042

6

074

7

084

8

094

8

095

ライトツナフレーク(ま きはだまぐろ、なたね油（遺伝子組換えでない）、たん白加水
分解物、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、野菜エキス、食塩／増
ぐろ 油漬)
粘剤(キサンタンガム）

8

096

気仙沼水揚げおいし

商品名

大阪鶴橋こく甘キム 白菜、漬け原材料〔糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、食塩、
唐辛子、にんにく、オキアミ、生姜、風味調味料〕/調味料（ア
チ(甘口)
ミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、ビタミンＢ１、
（一部に大豆・小麦・ゼラチンを含む）
豆みそみたらし団子 米粉（国産）、砂糖、水飴、でん粉、醤油、豆みそ（大豆、食
塩）、デキストリン、グリシン、加工デンプン、酵素、（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）
4 種の国産緑黄色野 野菜（にんじん、かぼちゃ、キャベツ、ほうれん草、ごぼう、ブロ
ッコリー）、いとよりだいすり身、植物油脂（なたね：遺伝子組換
菜 の 豆 腐 揚 げ ( イ カ え不分別）、豆腐（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、いか、
入り)
粉末状植物性たん白（大豆：遺伝子組換えでない）、糖類（砂
糖、ぶどう糖）、食塩、オイスターエキス、米発酵調味液、しょう
ゆ（小麦を含む）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、トレハロー
ス、凝固剤、安定剤（加工でん粉）
愛知県三河一色産う うなぎ（愛知県三河一色産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、み
りん、水あめ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合異性化液
なぎきざみ蒲焼(お茶 糖、発酵調味料、酵母エキス、食塩、うなぎエキス／着色料
碗サイズ)
（カラメル、クチナシ、紅麹）、酒精、増粘剤（増粘多糖類、加
工澱粉）、調味料（アミノ酸等）
阿蘇ジャージー牛乳 小麦粉（国内産）、植物油脂、砂糖、還元水あめ、ジャージー
牛乳（熊本産）、はちみつ、黒糖、麦芽糖、鶏卵、水あめ、ショ
ドーナツ棒
ートニング、膨張剤、香料

い秋刀魚(醤油煮)
8

097

気仙沼水揚げおいし
い秋刀魚(味噌煮)

10

113

10

115

一括表示原材料名

さんま、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を
含む）
さんま、みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、砂糖、でん
粉

えびピラフ(生協限定 米（国産）、野菜（たまねぎ、コーン、にんじん、いんげん）、え
び、チキンエキス、チキンオイル、植物油脂、食塩、かつおエ
品)
キス、チキンブイヨン、砂糖、香辛料／調味料（アミノ酸等）、ウ
コン色素、（一部にえび・鶏肉・豚肉を含む）
北海道ソーセージ(フ 魚肉、植物油脂、結着材料（でん粉、ペースト状小麦たん
白）、砂糖、食塩、醸造酢、こんぶエキス、ほたてエキス、こん
ィッシュソーセージ)
ぶ粉末、香辛料、さけエキス／加工でん粉、炭酸Ｃａ、調味料
（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、トマトリコピン）、香料、増粘
－ 1 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

16

235

剤（加工でん粉）、（一部にかに・小麦・さけ・大豆を含む）
国 産 山 菜 ご 飯 の 具 わらび、みず、人参、細筍、えのき茸、こんにゃく、しいたけ、
pH 調整剤(クエン酸)、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
(水煮)

19

320

瀬戸内レモンのなめ

19

324

22

412

砂糖、乳製品（クリームチーズ、脱脂粉乳）、植物油脂、レモン
果汁、でん粉、寒天、安定剤（加工デンプン）、ゲル化剤（増
らかレアチーズ(広島 粘多糖類）、香料、メタリン酸ナトリウム、酸味料、乳化剤、酸
県産レモン使用)
化防止剤（ビタミンＥ）
う れ し いフ ル ーツ 白 白桃果実、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖、白桃ピューレ、濃縮
ピーチ果汁／ゲル化剤（増粘多糖類、寒天）、酸味料、香料
桃ゼリー
日本のめぐみ種子島

さつまいも、砂糖、寒天/増粘剤（加工でん粉）

育ち 安納芋(さつま
いもスプレッド)
24

447

パクパクさんま(開き)

さんま（北海道産）、食塩

25

474

骨取りさばごま一汐

さば（ノルウェー産）、食塩、ごま

干し
27

540

骨取り国産さば竜田
揚げ(柚子餡かけソ
ース付)

27

541

いわしとひじきのハ
ンバーグ

29

573

チーズ大葉包みのチ
キンカツレツ

29

577

30

607

さば(国内産)、衣(でん粉、食塩、植物たん白加水分解物、赤
唐辛子)、(原材料の一部に大豆を含む)、添付ソース：還元水
あめ、砂糖、醸造酢(醸造酢、りんご酢)、柚子果汁、食塩、柚
子皮、寒天、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、酒精、pH 調
整剤、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、
香料(原材料の一部にりんご含む)
野菜（玉ねぎ、キャベツ）、いわしすり身（いわし、砂糖）、食肉
（豚肉、鶏肉）、粒状大豆たん白、牛乳、パン粉、ひじき、卵、
でん粉、調製ラード、しょう油、米発酵調味料、砂糖、こく味調
味料、なたね油、食塩、おろししょうが、香辛料、（原材料の一
部に小麦を含む）
鶏肉（国産）、ナチュラルチーズ、衣（パン粉）、でん粉、大葉、
植物油脂、酵母エキス、食塩、卵白粉末、安定剤（加工でん
粉、ローカストビーンガム）、乳化剤、ｐＨ調整剤、酵素、（原材
料の一部に小麦、乳成分、大豆、ゼラチンを含む）

鶏肉（国産）、たれ（水あめ、岩塩、砂糖、チキンエキス、植物
たん白加水分解物、にんにく、魚介エキス、こしょう、玉ねぎ、
れ て 鶏 は ら み 炒 め レモン果汁）、ねぎ（国産）、黒こしょう、ごま油、酒精、増粘剤
(ねぎ塩)
（キサンタン）
焼 肉 で ん 国 産 牛 や 牛内臓肉（国産）、たれ［本醸造しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖
液糖、発酵調味料、ごま油、にんにく、米油、ごま、りんご酢、
わらかハラミ もみダ しょうが、りんご果汁、香辛料］、牛脂（国産）、還元水あめ、粉
レ漬け(加工肉)
末状大豆たん白、えんどうたん白、調味料（アミノ酸）、ポリリン
酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、増粘多糖類、酸化防止剤（Ｖ．
Ｃ）、トレハロース、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）
玉 ねぎと もやし を 入
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注文
番号

31

631

33

673

33

674

36

712

36

725

38

754

40

799

42

870

商品名

一括表示原材料名

3 種の野菜入りスティ 鶏肉（国産）、植物油脂(ごまを含む)、卵白(卵を含む)、香辛
料、砂糖、粉末状植物性たんぱく(大豆を含む)、パン粉(小
ックチキン
麦・乳成分を含む)、玉ねぎ、にんじん、えだまめ、でんぷん、
発酵調味料、粒状植物性たんぱく、たんぱく自己消化物、しょ
うゆ、食塩、たんぱく加水分解物、酵母エキス、揚げ油(なたね
油、パーム油)／加工デンプン、増粘剤(キサンタン)
レンジでコロちゃんグ 牛乳、野菜（たまねぎ、とうもろこし、にんじん）、マカロニ、え
び、小麦粉、デキストリン、クリーム（乳製品）、ゼラチン、マー
ラタンコロッケ
ガリン、植物油脂、チキンエキス調味料、バター、砂糖、乳等
を主要原料とする食品、食塩、魚介エキス調味料、酵母エキ
ス、香辛料、衣〔パン粉、小麦粉、でん粉、コーンフラワー、植
物油脂、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ライ麦粉、コーンシロップ、植
物性たん白、加工米粉、脱脂大豆粉末〕、揚げ油（パーム油）
／加工でん粉、増粘多糖類、カゼインＮａ、乳化剤、ｐＨ調整
剤、香料、着色料（カロチノイド、ベニコウジ色素）、（一部にえ
び・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
国産豚挽肉のもちも 野菜（じゃがいも、たまねぎ、キャベツ、たけのこ）、小麦粉、豚
肉、乾燥マッシュポテト、マーガリン、しょうゆ、還元水あめ、し
ちじゃがいも包み(い いたけ、発酵調味料、植物油脂（ごま油、大豆油、なたね
ももちの包み揚げ)
油）、食塩、豚脂、砂糖、しょうが、こしょう、にんにく、酵母エキ
ス、揚げ油（パーム油、米油）、加工でん粉、香料、カロチノイ
ド色素、（原材料の一部に乳成分を含む）
なすとミートソースの ペンネ、野菜（たまねぎ、にんじん）、豚肉、トマトペースト、揚
げなす、牛乳、無脂肪牛乳、チーズ、粒状植物性たん白、植
ペンネグラタン(宮城 物油脂、小麦粉、乳又は乳製品を主要原料とする食品、ポー
県蔵王産ミルク使用) クブイヨン、砂糖、ワイン、にんにくペースト、マーガリン、酵母
エキス、食塩、コンソメパウダー、パン粉、生クリーム、酵母エ
キスパウダー、乾燥ローリエ、乾燥パセリ、増粘剤（加工でん
粉、キサンタンガム）、カラメル色素、加工でん粉、セルロー
ス、（原材料の一部に大豆、鶏肉を含む）
精白米（日本）、野菜（たまねぎ、かぼちゃ、とうもろこし、にん
野菜ピラフ&焼肉
じん、ピーマン、いんげん）、豚肉、しょうゆ、植物油脂（なたね
油、米油）、半固体状ドレッシング、みりん、味付け炒りたま
ご、砂糖、にんにくペースト、発酵調味料、はちみつ、りんごソ
ース、加工しょうゆ、エキス（チキン、酵母）、食塩、チキンコン
ソメ、ごま、こうじ調味料、オニオンパウダー、こしょう、バター、
調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、ｐH 調整剤、増粘剤（加工
でん粉、増粘多糖類）、香料、香辛料抽出物、カロチノイド色
素、（原材料の一部に小麦、ゼラチンを含む）
ニッポンのうまい！ラ めん（（小麦粉、食塩、小麦たん白、卵白、酒精、かんすい、
乳酸ナトリウム、トレハロース、卵殻カルシウム、クチナシ色
ーメン 青森濃厚煮 素）、打粉（加工でん粉））、添付調味料（魚介エキス、ラード、
干し(醤油味)
醤油、ポークエキス、粉末煮干し、香味油脂、食塩、砂糖、香
辛料、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色
素、増粘多糖類、（原材料の一部に小麦、さばを含む））
え だ ま め 天 ( 揚 げ か えだ豆、魚肉、植物油脂、でん粉、食塩、粉末状大豆たん
白、はっ酵調味料、はもエキス、ソルビット、調味料（アミノ酸
まぼこ)
等）、ｐＨ調整剤、着色料（銅葉緑素）
減塩小女子くるみ(佃 小女子､還元水あめ､くるみ､砂糖､醤油(大豆･小麦を含む)､は
ちみつ､魚醤､水あめ､寒天､昆布エキス､たんぱく加水分解
煮)
物､醸造酢､かつお節エキス､調味料(無機塩)､増粘多糖類､酸
味料
－ 3 －

頁

注文
番号

46

3324

商品名

一括表示原材料名

マ・マー早ゆで 6 分ス デュラム小麦のセモリナ
パゲティ(2.0mm)

47

931

47

932

6 種具材五目寿司の 砂糖・ぶどう糖果糖液糖、にんじん、れんこん、たけのこ水煮、
しょうゆ（小麦を含む）、醸造酢、油揚げ（大豆を含む：遺伝子
素
組換えでない）、食塩、米酢、米発酵調味液、乾しいたけ、こ
んぶだし、かんぴょう、ほたてエキス、かつおぶしエキス／調
味料（アミノ酸等）、凝固剤、酸味料
お赤飯用あずき水煮 小豆、食塩／乳酸Ｃａ、ｐＨ調整剤
(北海道産小豆使用)

49

940

吉野家とん汁(フリー みそ、醤油、野菜エキス、澱粉、昆布エキス、ポークエキス、
清酒、デキストリン、酵母エキスパウダー、かつお節エキス、砂
ズドライ)
糖、食塩、椎茸エキスパウダー、ゼラチン、具（豚肉、大根、人
参、ごぼう）／酸化防止剤（ビタミン E）、（一部に小麦・大豆・
鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）

49

941

53

966

吉野家牛すい(フリー 食塩、昆布エキス、還元水飴、澱粉、醤油、醸造調味料、砂
糖、ワイン、かつおエキスパウダー、香辛料、酵母エキスパウ
ズドライスープ)
ダー、ゼラチン、食用酒精、しょうゆ調味料、おろし生姜、具
（牛肉、玉ねぎ、ねぎ）／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビ
タミン E）、着色料（カラメル）、酸味料、（一部に小麦・牛肉・大
豆・りんご・ゼラチンを含む）
野菜生活 100 佐藤 野菜（にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松
菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ
錦ミックス(山形産佐 （プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
藤錦使用)
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、さくらんぼ（山形産佐藤錦 100%）、レモン）／ビタミン C、
香料、クエン酸

53

967

彩果菜園(果実野菜
と食物繊維)

53

968

アセロラソーダ

53

969

C.C. レモン

55

978

チョコっとソフトクッキ

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
果糖ぶどう糖液糖、アセロラ果汁、酸味料、香料、カロチノイド
色素
糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン果汁、香料、ビタミン
C、酸味料、ベニバナ色素、パントテン酸カルシウム、ビタミン
B6、カロチン色素

【バニラ】小麦粉、砂糖、チョコレート、ショートニング、還元水
あめ、白あん（生あん、砂糖、水あめ、還元麦芽糖水あめ）、
ー(バニラ＆チョコバ 鶏卵加工品（鶏卵、砂糖）、大豆粉（遺伝子組換えでない）、
ナナ)
脱脂粉乳、水あめ、ココアパウダー、卵黄粉末、全粉乳、でん
粉分解物、クリーム、カカオマス、食塩／加工でん粉、乳化
－ 4 －

頁

注文
番号

55

981

55

983

56

989

59

3558

61

3609

商品名

一括表示原材料名

剤、炭酸Ｃａ、膨張剤、着色料（カラメル）、香料、酸化防止剤
（ビタミンＣ、ビタミンＥ）【チョコバナナ】小麦粉、チョコレート、
砂糖、ショートニング、還元水あめ、白あん（生あん、砂糖、水
あめ、還元麦芽糖水あめ）、鶏卵加工品（鶏卵、砂糖）、大豆
粉（遺伝子組換えでない）、水あめ、脱脂粉乳、ココアパウダ
ー、卵黄粉末、全粉乳、でん粉分解物、カカオマス、食塩、バ
ナナ粉末／加工でん粉、乳化剤、炭酸Ｃａ、膨張剤、香料、酸
化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ）、着色料（カロチン）
えび丸チップス(うす でん粉、植物油脂、えび、えび塩風味パウダー、砂糖、食塩、
粉末油脂、酵母エキスパウダー、えびエキス、たんぱく加水分
しお味)
解物、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、
香料、着色料（紅麹、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
ハッピーターン(3 種 ＜ハッピーターン＞米（うるち米（米国産、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（米国産、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＜ハッピーターン和風バーベキュー味＞米（うるち米（米
国産、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）、ぶどう糖、食塩、麦芽糖、
粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）、オニオンパウダー、粉末ソ
ース、酵母エキスパウダー、粉末油脂、パンプキンパウダー、
チキンエキスパウダー、乳糖、加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、植物レシチン（大豆由来）、香料（小麦・ごま由来）、酸味
料、甘味料（スクラロース）、カラメル色素
きなこあいす (くらん チョコレートコーチング、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、水あめ、
砂糖、植物油脂、ビスケットクランチ、きなこ、食塩、乳化剤、
ち)
安定剤（増粘多糖類）、香料、（原材料の一部に小麦を含む）
北極星監修オムライ 鶏卵（国産）、精白米（国産）、たまねぎ（国産）、トマトケチャッ
プ、鶏肉、卵加工製品、卵白、還元水あめ、植物油脂（大豆を
ス(ソース付)
含む）、バター、発酵調味料、砂糖、食塩、肉エキス（豚肉を
含む）、しょうゆ、チキンコンソメ、脱脂粉乳、香辛料、加工で
ん粉（小麦由来）、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、乳化剤
（レシチン）、着色料（カロチン、カラメル）、ｐＨ調整剤（クエン
酸）、酸味料、別添オムライスソース［トマトケチャップ、野菜
（人参、玉ねぎ、セロリ）、ソテーオニオン、トマトペースト、砂
糖、マーガリン、チキンスープ、ウスターソース（りんご、ごまを
含む）、食塩、香辛料、酵母エキス、着色料（カラメル、カロチ
ノイド）、香料、香辛料抽出物］
大 麦 若 葉 の 食 物 繊 大麦若葉粉末、マルチトール、抹茶
維が入った青汁(特
定保健用食品)
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