2017 年
5 月1 週
（18 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

表

005

キユーピーコブサラ 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、発酵乳加工品（発酵乳、クリ
ーム）、食塩、チリペパー、ローストガーリック、卵黄、ヤラピノ
ダドレッシング
ピューレー、クミン、デキストリン、乾燥ピーマン、コリアンダ
ー、こしょう、乾燥たまねぎ、パプリカ、オレガノ、酵母エキスパ
ウダー、にんにく、ヤラピノ、しょうが／調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、香辛料抽出物、カロチノ
イド色素、酸味料、甘味料（ステビア）、（一部に卵・乳成分・大
豆を含む）

2

033

3

040

パティーナ(スティック ●グレープ＆ソース グレープソース、砂糖、ぶどう果汁、果
糖ぶどう糖液糖／安定剤（増粘多糖類）、香料、酸味料、甘味
アイス 4 種アソート)
料（スクラロース）、リン酸カルシウム ●バニラ＆クッキーチョ
コ チョコレートコーチング、砂糖、植物油脂、乳製品、水あ
め、クッキー／香料、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、カロチ
ン色素、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む） ●チョコ＆チョ
コ チョコレートコーチング、砂糖、水あめ、乳製品、植物油
脂、ココア／乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、（一部に
乳成分・大豆を含む） ●ソーダ＆バニラ 砂糖、乳製品、果
糖ぶどう糖液糖、植物油脂、水あめ／香料、安定剤（増粘多
糖類）、酸味料、乳化剤、スピルリナ色素、甘味料（スクラロー
ス）、（一部に乳成分を含む）
大豆（遺伝子組換えでない）、植物油、凝固剤
冷凍きざみ揚げ

4

051

飛騨高山赤かぶら漬

6

066

6

067

6

068

ライスバーガー(牛カ うるち米(国産）、牛肉、醤油、ねぎ、砂糖、りんごジュース、発
酵調味料、植物油、梨果汁、日本酒、香辛料、食塩、ごま、増
ルビ)
粘剤(加工でん粉）、（原材料の一部に 小麦 を含む）
電子レンジで！グリ 鶏肉（もも）、小麦粉、植物油脂、食塩、粉末卵白、ぶどう糖、
しょうがペースト、粉末状植物性たん白、酒、香辛料、米粉、
ルドチ キン ステーキ 揚げ油（パーム油、大豆油）／加工でん粉、ポリリン酸 Na、キ
(生協限定品)
シロース、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
レ ン ジ で サ ク ッ と 旨 豚肉加工品（豚肉、粒状大豆たん白、粉末状大豆たん白、還
元水あめ、食塩、香辛料、食用油脂）、衣｛パン粉、ミックス粉
い！とんかつ
（でん粉、食塩、砂糖、食用油脂、乾燥卵白、大豆粉）、食用
油脂、しょうゆ、香辛料｝、揚げ油（なたね油）、加工デンプン、
調味料（有機酸等）、増粘多糖類、乳化剤、（原材料の一部に
卵を含む）

紙

商品名

一括表示原材料名

赤かぶら 漬け原材料〔食塩〕
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

10

106

大人もミックスキャロ

にんじん、果実（りんご、オレンジ、バナナ、パインアップル、う
んしゅうみかん、ぶどう、レモン）

ット(国産にんじん使
用)

12

127

19

278

23

393

23

394

34

653

34

674

35

693

ワンタンメン ミニ(タ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩）、かやく（ワンタン、キ
ャベツ、なると、コーン、人参）、スープ（食塩、動物油脂、でん
ンメン味)
粉、しょうゆ、植物油脂、カツオエキス、香辛料、豚エキス、デ
キストリン、オニオンパウダー）、加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、炭酸カルシウム、香料、微粒二酸化ケイ素、かんすい、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、カラメル色素、カロチノイド色素、酸
味料、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、紅麹色素、（原材料の一部に
卵、乳成分、鶏肉、ごまを含む）
ごろっとグラノーラ(い オーツ麦、小麦粉、砂糖、植物油脂、コーングリッツ、水溶性
食物繊維、乾燥果実（いちご、クランベリー）、デキストリン、小
ちごづくし)
麦ふすま、きな粉、ライ麦粉、食塩、ぶどう糖、大麦、乳糖、玄
米粉、いちご濃縮果汁、コーンシロップ、コーンスターチ、グリ
セリン、炭酸カルシウム、紅麹色素、加工でん粉、香料、酸味
料、ビタミンＣ、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ、ロ
ーズマリー抽出物）、ピロリン酸鉄、カゼインＮａ、ナイアシン、
パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ6、ビタミンＢ1、ビタミンＢ2、
葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ12、（原材料の一部に大豆を含
む）
アンパンマンのミニク フラワーペースト、小麦粉、砂糖、加工油脂、卵、ショートニン
グ、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、食塩、発酵風味
リームパン
料、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、グリシン、炭酸
Ca、乳化剤、イーストフード、香料、pH 調整剤、着色料（カロ
チン、V.B2）、V.C、（原材料の一部に卵、乳成分、小麦、大
豆を含む）
ア ン パ ン マ ン の ミ ニ 卵、小麦粉、砂糖、加工油脂、砂糖混合ブドウ糖果糖液糖、
牛乳、卵殻粉、食塩、ソルビトール、乳化剤、グリシン、膨脹
蒸しパン(みるく味)
剤、pH 調整剤、香料、トレハロース、（原材料の一部に卵、乳
成分、小麦、大豆を含む）
デミチーズハンバー 食肉（鶏肉、牛肉、豚肉）、野菜（たまねぎ、にんにく）、つなぎ
（パン粉、卵白、粉末状植物性たん白、でん粉）、豚脂、粒状
グ(3 個)
植物性たん白、植物油脂（大豆油、なたね油）、ナチュラルチ
ーズ、食塩、しょうゆ、砂糖、香辛料、乳たん白、酵母エキス、
加工でん粉、乳化剤、着色料（カラメル、カロチノイド）、香料、
ソース〔デミグラスソース、トマトケチャップ、砂糖、バター、ワイ
ン、ビーフエキス、コンソメ、酵母エキス、発酵調味料、しょう
ゆ、食塩、増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素、調味料（アミ
ノ酸等）、香辛料抽出物〕、（原材料の一部に卵を含む）
野菜と一緒に！豚丼 豚バラ肉(イタリア産)【別添タレ】米発酵調味料、砂糖、蛋白加
水分解物、醤油、ぶどう糖果糖液糖、酵母エキス、醸造酢、昆
の具(ドルチェポルコ 布エキス、(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
使用)
ハッシュドスティック じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油脂、食塩、とうもろ
こし粉（遺伝子組換え不分別）、乾燥じゃがいも、ぶどう糖、
ポテト
（原材料の一部に大豆を含む）
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頁

注文
番号

37

730

38

741

38

753

39

763

40

776

41

822

ポン・デ・ボール(ピロ 小麦粉、揚げ油（なたね油）、なたね油、鶏肉、粉末状大豆た
ん白、玉ねぎ、餅ミックス粉（餅粉、粉あめ、粉末卵白、寒
シキ)
天）、脱脂粉乳、砂糖、人参、れんこん、食塩、調製ラード、ね
ぎ、しょう油、乾しいたけ、はるさめ、粒状大豆たん白、米発酵
調味料、オイスターソース、チキンエキス、甜麺醤、牛脂、調
合油（ごま油、大豆油）、香辛料、ゼラチン、豆板醤、こく味調
味料、加工デンプン、トレハロース、膨脹剤、増粘多糖類、カ
ラメル色素、酸味料、（原材料の一部に卵、豚肉を含む）
焼おにぎり(国産あき 精白米（国産）、しょうゆ（大豆を含む）、魚介エキス、デキストリ
ン、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、かつおだし、こんぶエキ
たこまち使用)
ス（小麦を含む）、植物油脂、食塩／調味料（アミノ酸等）、加
工でん粉
デ リ グ ラン デ 海 老と マカロニ、牛乳、チーズ、バターミルク、むきえび、バタールウ
（小麦粉、バター）、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、
チーズのグラタン
デキストリン、脱脂粉乳、その他）、乳等を主要原料とする食
品（乳製品、植物油脂、乳糖）、乳等を主要原料とする食品
（植物油脂、でん粉、チーズ、ホエイパウダー、その他）、ファ
ットスプレッド、小麦粉、生クリーム、ショートニング、糖類（粉あ
め、砂糖、ぶどう糖）、植物油脂、食塩、乳等を主要原料とす
る食品（植物油脂、乳製品）、えびエキス、パン粉、アメリケー
ヌソース、ほたてエキス、チキンコンソメ、香辛料、酵母エキ
ス、調味エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプ
ン、キサンタンガム）、香料、乳化剤、カゼインＮａ、ｐＨ調整
剤、着色料（カラメル、カロテノイド、紅麹）、炭酸Ｎａ、重曹、ク
エン酸、リンゴ酸Ｎａ、（原材料の一部に大豆、豚肉及び魚醤
（魚介類）を含む）
かにクリームコロッケ かに、小麦粉、たまねぎ、植物油脂、バター、砂糖、脱脂粉
乳、卵白（卵を含む）、乳等を主要原料とする食品、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）、
ゼラチン、繊維状植物性たん白、かにエキス調味料、食塩、
香味油、ブイヨン（鶏肉を含む）、香辛料、たん白加水分解
物、かにエキス、えびエキス、衣（パン粉、小麦粉、ファットスプ
レッド、デキストリン、粉末状植物性たん白（大豆：遺伝子組換
えでない）、食塩、卵白、大豆粉、植物油脂）、揚げ油（パーム
油、米油）／加工でん粉、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、
着色料（ベニコウジ色素、パプリカ色素、クチナシ黄色素）、乳
化剤、香料、酸味料、香辛料抽出物
豆天狗飛騨高山らー 【麺】小麦粉、小麦たん白、還元水飴、植物油、卵白粉、食塩
／酒精、加工でん粉、かん水、酸味料、クチナシ色素、（一部
めん(和風醤油)
に小麦・卵・大豆を含む）【スープ】醤油、動物油脂、食塩、砂
糖、畜肉エキス（豚・鶏）、野菜エキス、煮干粉末、混合節粉末
（かつお節・さば節）／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む）
落花生、砂糖、でん粉、食塩、寒天、加工でん粉
落花生とうふ

42

825

しそ入り篠島の茎わ

商品名

かめ天
42

845

もっちり絹厚揚げ

一括表示原材料名

魚肉、わかめ、米油、大葉、食塩、発酵調味料、砂糖、ぶどう
糖、馬鈴薯澱粉、加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
乳化剤、（原材料の一部に、小麦・大豆・豚肉を含む）
大豆（遺伝子組み換えではない）、でん粉、菜種油、凝固剤
〔塩化マグネシウム（にがり）〕
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

43

849

梅麹きゅうり漬(しょう

胡瓜､梅肉､かつお節､漬け原材料〔砂糖･ぶどう糖果糖液糖､
醤油､こうじ､還元水あめ､発酵調味料､食塩､かつお節エキ
ス〕､調味料(アミノ酸等)､酒精､野菜色素､酸味料､増粘剤(キ
サンタンガム)(原材料の一部に小麦､大豆を含む)

ゆ漬)

野菜（かぼちゃ、じゃがいも、さつまいも、にんじん、ズッキー
ニ、たまねぎ）、乳等を主要原料とする食品、マカロニ、チー
ズ、クリーム、なたね油、小麦粉、チキンエキス調味料、食塩、
チーズ加工品、ほたてエキス調味料、香辛料／増粘剤（加工
でん粉）、キシロース、グリシン、ｐＨ調整剤、グリセリン脂肪酸
エステル、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
若鶏と野菜のスープ 野菜（かぼちゃ、にんじん、じゃがいも、れんこん）、鶏肉、ソテ
ーオニオン、トマト・ジュースづけ、チキンエキス調味料、豚
カリー
脂、香辛料、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ゼラチン、なたね油、すり
しょうが、コンソメ、食塩、でん粉、エキス（酵母、キャベツ）、ポ
ークエキス調味料、すりにんにく、ビーフエキス調味料、ごま
／グリシン、ｐＨ調整剤、グリセリン脂肪酸エステル、（一部に
小麦・オレンジ・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
を含む）
釜めしの素桜海老ご 野菜（たけのこ、グリーンピース）、桜えび、たん白加水分解
物、植物油脂、しょうゆ、砂糖、でん粉、オキアミエキス、食
はん(3 合用)
塩、かつおぶしエキス、ほたてエキス、こんぶエキス、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、香料、（原材料の一部に小麦、大豆、
豚肉を含む）
あ さ 漬 の 素 ( キ ム チ 食塩、唐辛子、にんにく、ごま、生姜、砂糖、昆布エキス、煮
干、宗田鰹節／調味料（アミノ酸等）、酸味料、加工澱粉
風味)

47

919

47

922

50

942

51

949

58

984

甘納豆

砂糖、還元水あめ、大白花芸豆、金時豆、小豆、青えんどう
豆／ソルビトール

61

3581

三方六の小割 いち

鶏卵、砂糖、小麦粉、バター、植物油脂、水あめ、苺、乳糖、
タピオカでん粉、粉末苺、全粉乳、脱脂粉乳、ココアバター、
乳化剤（大豆由来）、香料、膨張剤、着色料（アカビート、ベニ
コウジ）、酸味料

5 種の野菜グラタン

ご
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