2017 年
4 月4 週
（17 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

2

032

アイススムージーバ いちご果汁、異性化液糖、砂糖、乳製品、バナナ果汁、植物
油脂、デキストリン、酸味料、香料、安定剤（増粘多糖類）、乳
ー(ストロベリーバナ 化剤、野菜色素
ナ)

3

039

8

095

8

096

11

130

12

141

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）
めん（小麦粉、そば粉、粉末油脂（乳成分を含む）、抹茶粉
瓦そば
末、食塩、卵白粉（卵を含む）、粉末状植物性たん白／加工
でん粉、着色料（クチナシ黄色素、クロレラ末、クチナシ青色
素））、つゆ（果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
砂糖、食塩、かつおぶしエキス、こんぶエキス、酵母エキス、
しいたけエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）、着色料
（カラメル））、具（牛肉、砂糖、しょうゆ、還元水あめ、たまね
ぎ、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、植物油脂（大
豆を含む）、みりん、酵母エキス、デキストリン、小麦グルテン
酵素分解物、食塩、たまねぎエキス／調味料（アミノ酸））
精白米（国産）、高菜漬、大麦、植物油脂、にんじん、米発酵
高菜ピラフ
調味液、豚肉、肉エキス（鶏肉を含む）、食塩、米酢、しょう
ゆ、かつおエキス、こんぶエキス、ごま、しいたけエキス、かき
エキス（小麦を含む）、ラード、砂糖、香辛料／調味料（アミノ
酸、核酸、有機酸）、着色料（ウコン色素）、乳化剤（植物レシ
チン：大豆由来）、香辛料抽出物、香料
3 種の骨取り焼魚つ 【秋鮭の塩焼き】秋さけ、食塩、大豆油【赤魚の西京焼き】赤
魚、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、砂糖、みりん、食塩、
め合わせ
大豆油【さばの照り焼き】さば、砂糖、しょうゆ（小麦を含む）、
水あめ、酒、みりん、食塩、かつおぶしエキス、大豆油／増粘
剤（加工でん粉、キサンタンガム）、着色料（カラメル）、調味料
（アミノ酸）
大豆（滋賀県）（遺伝子組換えでない）
とろゆば(生ゆば)

19

264

中華名菜エビチリ

商品名

一括表示原材料名

【具】えび、でん粉、小麦粉、植物油、卵白液、水あめ、食塩、
エビジャン、脱脂粉乳、揚げ油（植物油）／調味料（有機酸
等）、加工デンプン、貝カルシウム、（一部に卵・乳成分・小
麦・えびを含む）【ソース】トマト・ピューレーづけ、砂糖、トマト
ペースト、みりん、ねぎ、植物油、果糖ぶどう糖液糖、しょうが、
にんにく、食塩、調味油、チキンエキス調味料、香味食用油、
醸造酢、中華調味料、香辛料、玉ねぎエキス、小麦粉、脱脂
粉乳、卵白末／増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸
等）、着色料（パプリカ色素、カラメル）、香辛料抽出物、香
－ 1 －

頁

注文
番号

19

265

20

267

21

291

22

347

商品名

一括表示原材料名

料、（一部に卵・乳成分・小麦・あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
を含む）【辛味ソース】豆板醤、しょうが汁、植物油、香辛料、
砂糖、たん白加水分解物／増粘剤（加工デンプン）、調味料
（アミノ酸）、着色料（パプリカ色素）、乳化剤、酸味料、（一部
に小麦・大豆を含む）
野菜と一緒に！豚ト 豚ネック肉(イタリア産)、たれ(醤油、水飴、砂糖、にんにく、食
塩、コショー、ごま、野菜エキス、植物油、マスタード、玉ねぎ、
ロピリ辛炒め(ドルチ 畜肉エキス、唐辛子、寒天)、ソルビトール、増粘剤(加工デン
ェポルコ使用)
プン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(Ｖ.Ｃ)、パ
プリカ色素、(原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、ごまを含む)
国産きのこご飯の具 ぶなしめじ、椎茸、えのき茸、人参、こんにゃく、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)

フルーツグラノラ(ハ シリアルフレーク（コーングリッツ（非遺伝子組換え）・砂糖・精
米・小麦・麦芽エキス・食塩・小麦グルテン・麦芽粉・脱脂粉
ーフ)
乳・ぶどう糖果糖液糖）、大麦、シリアルパフ（米粉・小麦粉・
砂糖・麦芽粉・コーンフラワー・食塩・植物油脂）、砂糖、ドライ
フルーツ（レーズン・クランベリー・ブルーベリー・ストロベリ
ー）、水あめ、植物油脂、小麦粉、糖蜜、蜂蜜、乳糖、マンゴ
ーピューレ、還元水あめ、麦芽エキス、でん粉、食塩、寒天、
キャラメル、デキストリン、グリセリン、香料、加工でん粉、乳化
剤、炭酸 Ca、酸味料、ビタミン C、酸化防止剤（ビタミン E)、ピ
ロリン酸鉄、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、トコフェロー
ル酢酸エステル、鉄、ビタミン B2、ビタミン A、ビタミン B6、ビタ
ミン B1、着色料（クチナシ色素・ベニコウジ色素）、ビタミン D、
ビタミン B12、葉酸、(原材料の一部に大豆を含む）
チチヤス無添加ハニ 乳、砂糖、乳製品、はちみつ
ーヨーグルト(アルゼ
ンチン産はちみつ使
用)

23

358

27

465

33

597

33

609

卵、加糖脱脂れん乳、牛乳、小麦粉、ファットスプレッド、植物
油脂、砂糖、水あめ、コーンスターチ、脱脂粉乳、でん粉、食
ム
塩、グリシン、乳化剤、香料、膨張剤、着色料（カロチノイド）、
酵素
いかそーめん(カップ スルメイカ（北海道沖・日本海北部）、添付たれ｛醤油（本醸
造）（小麦・大豆を含む）、醗酵調味料、砂糖、水あめ、鰹節エ
入り)
キス、昆布エキス、食塩、生姜、さばエキス、たん白酵素分解
物、酵母エキス｝
梅しそ包みのチキン 鶏肉（国産）、調味梅肉、衣（パン粉）、でん粉、大葉、酵母エ
キス、食塩、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、野菜色素、
カツレツ
酵素、甘味料（ステビア）、ビタミンＢ１、（原材料の一部に小
麦、大豆、ゼラチンを含む）
白バラシュークリー

玉 ねぎと もやし を 入
れて鶏せせり炒め
(ねぎ塩)

34

628

お箸で！牛一口ステ
ーキ(スパイス付)

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、
レモン果汁）、ねぎ（国産）、黒こしょう、ごま油、酒精、増粘剤
（キサンタン）
牛モモ肉(豪州産)【別添調味料】食塩、マスタード、コショー、
赤ピーマン、ガーリック、粉末醤油、米粉、澱粉、調味料(アミ
ノ酸等)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
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頁

注文
番号

34

642

38

724

38

725

38

726

38

727

40

758

42

782

43

818

45

860

48

913

商品名

一括表示原材料名

焼肉でんの豚バラ味 豚肉（スペイン産）、みそ、もろみ、果糖ぶどう糖液糖、にんに
く調味液（にんにく、醸造酢、食塩、還元水あめ、しいたけエ
噌漬け(金山寺みそ) キス、蛋白加水分解物、酵母エキス）、ごま油、酒精、酸味
料、調味料（アミノ酸等）、パプリカ色素、（原材料の一部に小
麦、りんごを含む）
若竹ゆば巻き (国産 豆腐［大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）］、ゆば［大豆（国
産）（遺伝子組み換えでない）］、たけのこ（国産）、卵、人参
筍使用)
（国産）、砂糖、白しょうゆ、白だし、清酒、かつお節、食塩、わ
かめ（国産）、濃口しょうゆ、酵母エキス、かつお節エキス、凝
固剤［塩化マグネシウム（にがり）］、（原材料の一部に小麦を
含む）
粒状植物性たん白、植物油、野菜（たまねぎ、にんじん、ピー
春巻(キーマカレー)
マン）、小麦粉、ショートニング、でん粉、トマトペースト、揚げ
なす、チャツネ、ポークエキス、カレー粉、砂糖、豚肉、にんに
くペースト、香辛料、食塩、皮（小麦粉、植物油、還元水あめ、
ショートニング、粉あめ、でん粉、食塩、グルテン）、ソルビトー
ル、調味料（アミノ酸）、乳化剤、カラメル色素、増粘剤（キサン
タンガム）、（原材料の一部に大豆、バナナを含む）
帆立のふんわりしん 帆立しんじょう［玉ねぎ、なたね油、魚肉すり身（魚肉、砂糖）、
ほたて貝柱水煮フレーク（ほたて貝柱、食塩）、卵黄、揚げ油
じょう(京風あん)
（なたね油）、粉末状大豆たん白、おきあみ、食塩、ホタテエキ
ス］、京風あん［だししょう油、青のり］、増粘剤（加工デンプ
ン）、香料、（原材料の一部に小麦、卵、大豆を含む）
もち米（タイ）、鶏肉、野菜（にんじん、えだまめ、たけのこ、し
五目ちまき
いたけ）、植物油脂（ごま油、大豆油）、しょうゆ、砂糖、酒、食
塩、チキンエキスパウダー、こしょう／調味料（アミノ酸等）、
（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む）
精白米（日本）、野菜（はくさい、ねぎ、いんげん、にんじん）、
牛すき焼き重
牛肉、しいたけ、錦糸卵、しょうゆ、みりん、酒、コーン油、砂
糖、かつおエキス、しょうがペースト／増粘剤（加工でん粉）、
加工でん粉、トレハロース、（一部に小麦・卵・牛肉・大豆を含
む）
めん〔小麦粉、醗酵調味液、食塩、卵白粉末、小麦たん白、
けやき(味噌拉麺)
植物油脂、ソルビット、かんすい、クチナシ色素、（原材料の一
部に小麦、卵、大豆を含む）〕、打粉（加工でん粉）スープ〔味
噌、豚油脂、砂糖、食塩、醤油、生姜、にんにく、オニオンエ
キス、豆板醤、ポークエキス、植物油脂、コチュジャン、胡椒、
唐辛子、煮干し粉末、昆布、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘
剤（加工でん粉）、カラメル色素、酸化防止剤（V.Ｅ）、香辛料
抽出物、香料、酸味料、（原材料の一部に小麦、ごまを含
む）〕
大豆（カナダ、アメリカ<遺伝子組み換えでない>）、食塩、砂
とうふの浅漬け
糖、乳糖、デキストリン、昆布、唐辛子、魚介エキス、ホタテエ
キス、魚醤、ユズ、澱粉、酵母エキス、たん白加水分解物、し
ょうゆ、凝固剤（塩化マグネシウム）、トレハロース、調味料（ア
ミノ酸等）、酸味料、酢酸、（原材料の一部に小麦、乳成分を
含む）
信 玄 小梅 ぼし (昆 布 小梅 昆布､漬け原材料(食塩､オリゴ糖､昆布エキス､醸造酢､
しそ液､ぶどう糖果糖液糖､発酵調味料､たん白加水分解物)､
漬)
酒精､調味料(アミノ酸等)､(原材料の一部に小麦を含む)
6 種の野菜のごま和 白菜、大根、きゅうり、みぶな、枝豆、にんじん、ごま、漬け原
材料〔食塩、醸造酢、エリスリトール、しょうゆ、鰹節エキス、昆
え(塩漬)
布エキス、たん白加水分解物〕、ソルビット、調味料（アミノ酸
－ 3 －

頁

注文
番号

50

3360

52

943

56

3462

商品名

一括表示原材料名

等）、酸味料、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤(ビタミン C)、
カラシ抽出物、ホップ抽出物、(原材料の一部にかに、小麦を
含む)
長崎風皿うどん(あん 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、ぶどう糖、食塩）、スープ（で
ん粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、食塩、粉末ソース、野菜粉末、
かけスープ付)
酵母エキス、しょうゆ、香辛料、植物油脂）／調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタンガム）、かんすい、酸味料、着色料
（カラメル、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に
小麦・大豆・ごまを含む）
釜めしの素焼き筍ご 焼きたけのこ、砂糖、せり、食塩、たん白加水分解物、しょう
ゆ、油揚げ、大豆油、粉末醤油、こんぶエキス、増粘剤（加工
はん(3 合用)
でん粉）、調味料（アミノ酸等）、くん液、カラメル色素、（原材
料の一部に小麦を含む）
白いきなこ(北海道産

大豆（北海道産大豆１００％、遺伝子組換えでない）

大豆使用)

57

969

彩果菜園(果実野菜
と食物繊維)

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

60

3542

ナッツ&セサミ

ピーナッツ（アメリカ産）、アーモンド（アメリカ産）、セサミクラッ
カー（植物油脂、砂糖、ショートニング、小麦粉、ごま、食塩）、
植物油脂、食塩、マーガリン（大豆を含む）／加工でん粉、膨
張剤、調味料（アミノ酸等）

61

3562

田丸屋のお弁当わさ

わさび､漬け原材料〔酒かす､砂糖､食塩､からし粉､還元水
飴〕､調味料(アミノ酸)

び(わさび漬)

65

3648

レストラン大宮デミグ 食肉（牛肉、豚肉）、たまねぎ、牛脂、つなぎ（パン粉、粉末状
植物性たん白、でん粉、全卵）、粒状植物性たん白、砂糖、食
ラスハンバーグステ 塩、脱脂粉乳、香辛料、ソース（野菜ソテー（たまねぎ、にんじ
ーキ
ん、ラード）、赤ワイン、牛脂、小麦粉、トマトペースト、砂糖、ミ
ルポワペースト、ローストオニオンペースト、肉エキス（ポーク、
ビーフ）、酵母エキス、食塩、バター、香辛料、増粘剤（加工デ
ンプン）、カラメル色素）、（原材料の一部に大豆、鶏肉を含
む）
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番号

65

3652

66

3657

66

3658

商品名

一括表示原材料名

博多 華味鳥かしわ 野菜(人参、ごぼう)、鶏肉加工品、油揚げ、しょうゆ、砂糖、鶏
脂、鶏皮、鶏がらスープ、たん白加水分解物、昆布エキス、食
飯の素(混ぜご飯の 塩、チキンエキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、
素)
酸味料、甘味料(ステビア、カンゾウ)、酸化防止剤（V.E）、(原
材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む)
マネケン深み抹茶ワ 小麦粉、マーガリン、パールシュガー、卵、蜜漬け小豆（砂
糖、小豆、還元水あめ）、植物油脂、豆乳クリーム、砂糖、イー
ッフル(あずき入り)
スト、乳製品、抹茶、乳脂肪、玉露、クロレラ粉末、食塩、乳蛋
白、アセロラ粉末、乳化剤、トレハロース、香料、酵素、ビタミ
ンＣ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カロチン）
フレイバーいち ごの 卵、砂糖、小麦粉 、いちご濃縮果汁、いちごペースト（糖類、
いちご、寒天）、食塩、膨脹剤 、香料 、トレハロース 、着色
シフォンケーキ
料（紅麹、クチナシ） 、酸味料

－ 5 －

