2017 年
7 月2 週
（28 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

6

065

海鮮づけ丼

8

090

ごっつ旨いお好み焼

商品名

(いか・たこ・えび)

8

093

海老と彩り野菜のバ
ジルソース仕立て(ス
パゲッティ)

9

103

熊本名物太平燕風
春巻

9

106

ふっくら卵のオムライ
ス(国産米・鶏卵使
用)

10

114

国産鶏むね肉唐揚
げ

一括表示原材料名
スルメイカ（北海道沖）、秋鮭（北海道沖）、醤油、みりん、いく
ら(北海道沖）、砂糖、清酒、食塩、鰹節エキス、生姜、香辛
料、酸味料、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
【お好み焼】野菜（キャベツ、ねぎ、やまいも）、鶏卵、小麦粉、
魚肉（いか、たこ、えび）、牛脂、かつおエキス調味料、食塩、
こんぶエキス調味料（大豆を含む）、砂糖、香辛料、酵母エキ
ス、トレハロース、増粘剤（キサンタンガム）、調味料（アミノ酸、
無機塩、有機酸、核酸）【ソース】糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液
糖）、野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、にんにく）、たん白
加水分解物、醸造酢、食塩、香辛料、増粘剤（加工でん粉）、
着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸、核酸）、酸味料（クエン
酸）【粉末削りぶし】いわし煮干し、さばぶし、そうだかつおぶ
し、むろあじぶし【あおさ粉】あおさ
めん（スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）、植物油脂、食
塩、乾燥パセリ）、野菜（スナップえんどう、ブロッコリー、ピー
マン）、えび、ワイン、バジルペースト、魚介エキス調味料、植
物油脂、香味油、アンチョビソース、あさりエキス、にんにくペ
ースト、砂糖、食塩、酵母エキス、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（アミノ酸等）、乳化
剤、着色料（クチナシ青色素、クチナシ黄色素）、酸化防止剤
（ローズマリー抽出物）、膨張剤、クエン酸Ｎａ、（一部に小麦・
えび・かに・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
野菜（白菜、たまねぎ、にんじん、もやし）、鶏肉、はるさめ、き
くらげ、ごま油、エキス（チキン、酵母、野菜）、ラード、しょう
ゆ、食塩、こしょう、皮〔小麦粉、糖類（水あめ、ぶどう糖）、大
豆油、食塩〕、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、乳
化剤、ベーキングパウダー、加工でん粉、（原材料の一部に
ゼラチンを含む）
精白米（国産）、全卵、野菜（たまねぎ、にんじん）、鶏肉、トマ
トケチャップ、卵白、小麦でん粉、還元水あめ、砂糖、植物油
脂、トマトペースト、食塩、バター、発酵調味液、チキンコンソ
メ、チキンエキス、ポークエキス、醸造酢、脱脂粉乳、香辛料
／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、安定剤（ダイズ
多糖類）、増粘剤（キサンタンガム）、ｐＨ調整剤、着色料（カラ
メル、カロチン）
鶏肉（国産）、おろししょうが、しょうゆ、還元水あめ、発酵調味
料、食塩、酵母エキス、デキストリン、衣＜でんぷん（とうもろこ
し（遺伝子組換え不分別）、ばれいしょ）、小麦粉、卵白、食
塩、脱脂粉乳、ぶどう糖、香辛料＞、揚げ油＜なたね油、パ
ーム油＞、調味料（無機塩等）、着色料（パプリカ色素）
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頁

注文
番号

17

274

白バラフルーツ(乳飲 生乳(50％未満）、砂糖、果汁（りんご、バナナ、もも）、果糖ぶ
どう糖液糖、食塩、安定剤（繊維素グリコール酸 Na)、酸味料、
料)
香料、カロチノイド色素

19

319

19

342

21

369

26

501

和歌山県産あら川の 砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、ももピューレ、寒天、洋酒、ゲル
化剤(増粘多糖類)、安定剤(加工デンプン)、酸味料、香料、
桃香るプリン
乳化剤、酸化防止剤(ビタミンＣ)、カラメル色素
チーズデザートベジ クリームチーズ、砂糖、アボカドペースト（アボカド、水あめ）、
キウイフルーツピューレ（キウイフルーツ、砂糖）、りんご濃縮
(アボカド&キウイ)
果汁、乳加工品、脱脂粉乳、卵白、バター、洋酒、安定剤（加
工デンプン、増粘多糖類）、酸味料、ゼラチン（豚由来）、寒
天、着色料（ベニバナ、クチナシ）、香料、酸化防止剤（V.C)
いもだらけ(宮崎県産 小麦粉、加糖さつまいも（さつまいも（宮崎県産 100％）、砂
糖、還元水飴、食塩）、砂糖、卵、加工油脂、食塩、乳等を主
さつまいも使用)
要原料とする食品、膨脹剤、ソルビトール、グリシン、ｐＨ調整
剤、増粘剤（キサンタン）、乳化剤、トレハロース、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ）、焼ミョウバン、クチナシ色素、（原材料の一部に卵、
乳成分、小麦、大豆を含む）
北海道産生たき小女 小女子（北海道沖日本海）、くるみ（アメリカ）、醤油、砂糖、水
飴、調味料（アミノ酸）、酸味料、（原材料の一部に大豆、小麦
子くるみ in 佃煮
を含む）

26

516

商品名

やわらか中骨入り鮭
フレーク

27

526

29

566

30

597

30

609

一括表示原材料名

白さけ（ロシア産）、白さけ中骨、米油、食塩、こんぶだし、みり
ん、清酒／着色料（ベニコウジ色素、パプリカ色素）

えびと野菜のスティッ 野菜（たまねぎ、たけのこ、えだまめ）、えび、植物油脂（大豆
油、ごま油）、きくらげ、粉末状植物性たん白、砂糖、でん粉、
ク春巻き
食塩、紹興酒、こしょう、皮（小麦粉、植物油脂（パーム油、大
豆油、なたね油）、でん粉、食塩）／加工でん粉、ソルビット、
キシロース、ｐH 調整剤、乳化剤、着色料（紅麹）、（一部に、
えび・小麦・ごま・大豆を含む）
ふもと赤鶏せせり黒 鶏肉（国産）、発酵調味料、しょうゆ、香辛料、食塩、でん粉、
レモン果汁、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む）
胡椒焼き

たれ仕込み厚切り牛 牛タン（オーストラリア産）、発酵調味料、焼酎、食塩、砂糖混
合ぶどう糖果糖液糖、しょうゆ、寒天、香辛料、酵母エキス、リ
タン(味付加工肉)
ン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、着
色料（紅麹、パプリカ色素）、（原材料の一部に小麦を含む）
牛ロースやわらかス 牛肉（オーストラリア産）、牛脂（国産）、還元水飴、植物性た
ん白（大豆を含む）、えんどうたん白、ポリリン酸Ｎａ、炭酸Ｎａ、
テーキ(成型加工肉) 増粘多糖類、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、トレハロース
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頁

注文
番号

32

653

37

736

37

737

37

757

商品名

一括表示原材料名

レンジでサクッと国産 鶏むね肉（国産）、でん粉、還元水あめ、加工油脂、食物繊
維、乳たん白、大豆たん白、食塩、酵母エキス、すりにんに
若鶏チキンカツ
く、粉末卵白（卵を含む）、衣（パン粉（小麦を含む）、でん粉、
米粉、食物繊維、米麹粉末、大豆粉、卵黄粉、海藻粉末、食
塩、デキストリン）、揚げ油（なたね油、パーム油）／加工でん
粉、調味料（有機酸）、乳化剤
鶏肉（国産）、植物油脂（なたね：遺伝子組換え不分別）、プロ
国産若鶏チーズ焼
セスチーズ（乳成分を含む）、パン粉（小麦を含む）、砂糖、粉
末状植物性たん白（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、食
塩、しょうゆ、酵母エキス、乾燥卵白（卵を含む）、香辛料／乳
化剤、炭酸水素Ｎａ、加工でん粉、着色料（カロチン、アナトー
色素）
白身魚とほうれん草 衣（パン粉、なたね油、米粉、粉末状大豆たん白、小麦粉、コ
ーンスターチ、食塩、香辛料）、魚肉すり身（魚肉、砂糖）、揚
チーズフライ
げ油（なたね油）、すけそうだら、玉ねぎ、チーズ、粒状大豆た
ん白、米発酵調味料、パン粉、調製ラード、塩麹加工品（米
麹、食塩）、ほうれん草、しょう油、なたね油、香辛料、食塩、こ
く味調味料、加工デンプン、トレハロース、香料、増粘多糖
類、酸味料、（原材料の一部に乳を含む）
北海道産つぶコーン とうもろこし(遺伝子組換えでない)
(スイートキッス種使
用)

38

760

38

766

42

875

43

892

めん〔小麦粉、醗酵調味液、食塩、卵白粉末、小麦たん白、
植物油脂、ソルビット、かんすい、クチナシ色素、（原材料の一
ば
部に小麦、卵、大豆を含む）〕、打粉（加工でん粉）カレーだれ
〔ぶどう糖果糖液糖、たん白加水分解物、粒状大豆たん白、
野菜（人参、玉ねぎ、にんにく）、カレー粉、食塩、香味食用
油、香辛料、オニオンルウ、豚肉、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、酸味料、クチナシ色
素、酒精、乳化剤、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、乳
成分、ゼラチンを含む）〕
新名古屋めし鉄板焼 めん〔小麦粉、植物油脂、食塩、小麦たん白、乾燥卵白、大
豆食物繊維、醸造酢、酵母エキス、ぶどう糖／加工デンプン、
きしめん(濃厚コク旨 トレハロース、ｐＨ調整剤、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、増
だれ)
粘剤（ペクチン）、乳化剤、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ、Ｖ.Ｃ）、（一部に
卵・小麦・大豆を含む）〕 液体ソース〔しょうゆ、動植物油脂、
砂糖、チキンエキス、みそ、発酵調味料、りんご、むろあじ節
エキス、食塩、おろしにんにく、おろししょうが、唐辛子／調味
料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（加工デンプン、増粘
多糖類）、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ）、酸味料、（一部に小麦・大豆・
鶏肉・豚肉・りんごを含む）〕 焙煎七味〔香辛料、ごま、ごま
油、アオサ、（一部にごまを含む）〕
お む す び 昆 布 ( し そ しょうゆ、大根、昆布、しその実、ごま、しょうが、食塩、砂糖、
唐辛子、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、甘味
の実入り)
料（ステビア）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
キーマカレーまぜそ

ぶ っ か け 流 水 麺 う ゆでうどん、うどんつゆ、やくみ（ごま、のり）、加工澱粉、調味
料（アミノ酸等）、グリセリンエステル、増粘剤（アルギン酸
どん(国産小麦粉使 Na）、ダイズ多糖類、酸味料、乳化剤、（原材料の一部にさ
用)
ば、大豆を含む）
－ 3 －

頁

注文
番号

商品名

44

905

きゅうりとあさりの酢

44

910

46

931

47

936

一括表示原材料名

きゅうり、わかめ、あさり、穀物酢、みりん風調味料、醤油、砂
糖、食塩、ｐＨ調整剤、グリシン、酸味料、酒精、（原材料の一
の物
部に小麦、大豆、かにを含む）
若 鶏 太 巻 チ ー ズ 巻 鶏肉、プロセスチーズ、水あめ、砂糖、しょうゆ、食塩、発酵調
味液、植物性たん白、卵たん白、鶏がらスープ、香辛料、ｐＨ
(炭火風味)
調整剤、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、カラメル色素、（原材
料の一部に卵、乳成分、小麦を含む）
ストレートそうめんつ 砂糖、みりん、食塩（能登珠洲塩 11％使用）、水あめ、そうだ
かつおぶし、かつおぶし（粗砕）、しょうゆ、たん白加水分解
ゆ(富山湾産白えび 物、魚介エキス、粉末白えび（富山湾産 100％使用）、こんぶ
使用)
エキス、かつおエキス調味料、えび調味料、酵母エキス／ア
ルコール、調味料（アミノ酸等）、酸味料、ビタミン B1、（一部に
えび・小麦・大豆を含む）

ライトツナフレーク(か かつお、大豆油（遺伝子組換え不分別）、食塩、野菜エキス
つお 油漬)

47

937

ライトツナフレーク(か かつお、食塩、野菜エキス
つお 油無添加)

47

940

国産果実蜜豆 (白ざ 寒天、果実（もも（黄・白）、さくらんぼ、みかん）、糖類（砂糖、
ぶとう糖）、赤えんどう、酸味料、ラック色素
ら糖使用)

48

944

国産野菜のおいしさ! 野菜（かぼちゃ、たまねぎ）、牛乳、クリーム（乳製品）、砂糖、
チキンエキス、食塩、酵母エキス、香辛料、増粘剤（加工でん
冷たいパンプキンの 粉）、乳化剤、ｐH 調整剤、（原材料の一部に小麦を含む）
ス ー プ ( 北 海道 産 か
ぼちゃ使用)

49

3403

国産米本みりん

もち米（国産）、米こうじ（国産米）、糖類、醸造アルコール

－ 4 －

頁

注文
番号

50

3414

パ ラ ミ ソ ( だ し 入 り 米みそ、豆みそ、かつお節粉末、調味料（アミノ酸等）（原材
料の一部に大豆を含む）
赤)

50

953

クラフトチーズドレッ 食用植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、チーズ、食塩、
加塩卵黄、チーズフード、酵母エキスパウダー、おろしにんに
シング(5 種のチーズ) く、魚介エキス（魚介類）／調味料（アミノ酸）、糊料（増粘多糖
類）、乳化剤、（一部に卵・乳成分・大豆・魚介エキス（魚介類）
を含む）

51

3429

てまり麩(焼麩)

51

959

潮の華するめふりか するめいか（国内産）

商品名

一括表示原材料名

小麦粉、グルテン、もち粉、着色料（ベニコウジ色素、クチナシ
色素）

け(するめいか薄削
り)

52

964

蔵王高原農園フルー
ツソース(ブルーベリ

ブルーベリー、砂糖、イソマルトオリゴ糖、洋酒●添加物 増
粘多糖類、酸味料、香料

ー)

54

974

健康ミネラルむぎ茶

54

977

ブレンディティーステ

55

3495

チョコフレーク

大麦（カナダ、オーストアラリア、アメリカ）、飲用海洋深層水
（高知県）、麦芽（オーストラリア）／ビタミンＣ

緑茶（国産）、デキストリン、グレープフルーツ果汁パウダー
（グレープフルーツ果汁、デキストリン） ／ 香料、ビタミン C、
ィック(フレバリーティ 微粒酸化ケイ素
ーアソート)
コーンフレーク（とうもろこし：遺伝子組換えでない）、砂糖、植
物油脂、全粉乳、カカオマス（エクアドル産 55.5％、ガーナ産
44.5％）、ココアパウダー、乳化剤、香料、（原材料の一部に
大豆を含む）

－ 5 －

頁

注文
番号

55

3499

チーズあられ(スナッ 小麦粉、植物油脂、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、
チーズパウダー、砂糖、甘藷でん粉、食塩、デキストリン、乳
ク菓子)
糖、香辛料、膨脹剤、調味料（アミノ酸等）、香料、カロチノイド
色素、微粒二酸化ケイ素、酸味料

55

978

56

988

味しらべ(2 種アソー ●味しらべ うるち米（日本）、植物油脂、グラニュー糖、米粉
（日本）、ぶどう糖、粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、
ト)
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素●味しらべ 和風だし塩う
るち米（日本）、植物油脂、だし塩シーズニング（ぶどう糖、食
塩、小麦発酵調味料、デキストリン、その他）、米粉（日本）、
食塩、調味料（アミノ酸等）、酸味料
ラ イ チ の お い し さ が ライチ果汁、水あめ、異性化液糖、デキストリン、砂糖、濃縮り
んご果汁、濃縮グレープフルーツ果汁、乳製品乳酸菌飲料
ぎゅっと詰まったアイ （殺菌）、洋酒、食塩／ソルビトール、安定剤（増粘多糖類）、
スバー
酸味料、香料（卵由来）

59

3568

59

3570

商品名

一括表示原材料名

井六園抹茶わらび餅 【抹茶わらび餅】：砂糖、抹茶ペースト、わらび粉、抹茶パウダ
ー、加工でん粉、増粘多糖類、グリシン、リン酸塩（Na）【黒
(黒蜜・きな粉付き)
蜜】：砂糖、加工黒糖、水飴、黒砂糖、カラメル色素【きな粉】：
大豆
徳島県産すだち果汁 すだち果実
(100%)

59

3571

国産高原花豆やわら 紫花豆､砂糖､食塩
か煮

－ 6 －

