2017 年
7 月3 週
（29 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

3

036

直火炒めチャーハン

4

045

6

064

7

077

11

115

11

116

11

117

14

146

一括表示原材料名

米（国産）、鶏卵、野菜（にんじん、ねぎ）、チャーシュー（豚
肉、発酵調味料、しょうゆ、野菜（ねぎ、しょうが、にんにく）、植
(生協限定品)
物油脂、砂糖、食塩、香辛料）、発酵調味料、しょうゆ、食塩、
加工油脂、酵母エキスパウダー、香辛料、いため油（香味油
（なたね油、野菜（にんにく、ねぎ、しょうが）））／加工でん粉、
（一部に小麦・卵・大豆・豚肉を含む）
かなわかきのカレー 冷凍かき・ソース｛醤油、発酵調味料（糖類、米発酵調味料、
アルコール、食塩）、カレー粉、砂糖、水あめ、かき醤、かつお
ソテー(かきとソース 節エキス、昆布、煮干、椎茸、増粘剤（加工でん粉）｝（原材料
のセット)
の一部に小麦・大豆を含む）

めん（リングイネ（デュラム小麦のセモリナ）、植物油脂、食
塩）、トマト・ピューレーづけ、かに、ブロッコリー、乳等を主要
ァレラのトマトクリー 原料とする食品（卵を含む）、トマトペースト、ナチュラルチー
ム(スパゲッティ)
ズ、植物油脂、調味かにペースト、砂糖、食塩、クリーム、ワイ
ン、魚介エキス調味料、野菜ソテーペースト（豚肉を含む）、に
んにくペースト、チキンペースト調味料、かにみそ、ベシャメル
ソースベース（小麦粉、植物油脂、バター）、ブイヨンパウダ
ー、みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、酵母エキス、
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）、セルロース、着色料（パプリカ色素）、酸味料
ミニハッシュポテト(塩 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、乾燥じゃがいも、ぶどう糖/ピロリン酸 Na、(一部に大豆
味)
を含む)
紅ずわい蟹とモッツ

豆乳もち［大豆（佐賀県産）（遺伝子組み換えでない）、澱粉、
砂糖、食塩／加工澱粉］、つぶあん［砂糖、小豆（北海道
(つぶあん付)
産）、還元水あめ］
佐嘉平川屋豆乳もち 豆乳もち［大豆（佐賀県産）（遺伝子組み換えでない）、澱粉、
砂糖、食塩／加工澱粉］、黒蜜［水あめ、果糖ぶどう糖液糖、
(黒蜜・黄粉付)
黒蜜糖、砂糖（上白糖、黒砂糖）／カラメル色素、酸味料］、
黄粉［ぶどう糖、大豆（遺伝子組み換えでない）、砂糖、食塩］
具だくさん蓮根がん れんこん（国産）、豆腐（国産大豆）、魚肉すり身、植物油脂、
たまねぎ（国産）、にんじん（国産）、ねぎ（国産）、粉末状大豆
も(国産素材使用)
たん白、ゆず皮（国産）、食塩、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、乾
燥卵白、酵母エキス、揚げ油（なたね油）、（一部に小麦・卵・
大豆を含む）／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に大豆を
含む）
まるごと美味しいフラ 豚肉、鶏肉、豚脂肪、結着材料（粗ゼラチン、植物性たん白、
乳たん白、でん粉、卵たん白）、糖類（水あめ、ぶどう糖、砂
ンクフルト
糖）、食塩、脱脂粉乳、香辛料、しょうゆ、ミートエキス、発酵調
味料、調味エキス、たん白加水分解物調味料、野菜ブイヨン、
調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、加工でん粉、酸化防
止剤（ビタミンＣ）、カゼインＮａ、ｐＨ調整剤、保存料（ソルビン
－ 1 －
佐嘉平川屋豆乳もち

頁

14

注文
番号

147

商品名

お肉屋さんの惣菜や
わらかチキンカツ

14

148

若 鶏から 揚げ (国 産
大地のハーブ鶏使
用)

15

153

亀田のカレーせん
(特製スパイス使用)

19

261

中華名菜酢豚

22

347

チチヤス瀬戸内レモ
ンヨーグルト

23

348

国産りんごと白桃の
ケーキ

23

360

23

372

一括表示原材料名
酸）、増粘多糖類、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、着色料（カカオ、カラ
メル、コチニール、アナトー）、くん液、キシロース、香辛料抽
出物、（原材料の一部に卵、乳成分、小麦、牛を含む）
鶏肉、揚げ油（植物油）、でん粉、クラッカー粉、食塩、コーン
フラワー、砂糖、植物性たん白、香辛料、デキストリン、小麦
粉、植物油脂、脱脂粉乳、ぶどう糖、卵粉、大豆粉、加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（パプリカ色
素、キビ色素）、増粘多糖類、香辛料抽出物、（原材料の一部
に卵、乳成分、小麦を含む）
鶏肉、小麦粉、揚げ油（植物油）、しょうゆ、でん粉、清酒、発
酵調味液、しょうがペースト、にんにくペースト、卵白、植物
油、ホタテエキス、香辛料、砂糖、食塩、ぶどう糖、植物性た
ん白、脱脂粉乳、乳糖、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ｐ
Ｈ調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、グリシン、香辛料抽出物、（原材料
の一部に卵、乳成分、小麦を含む）
うるち米（米国産）、植物油脂、でん粉、砂糖、食塩、たんぱく
加水分解物（大豆を含む）、香辛料、チキンエキスパウダー、
乾燥トマト、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、アナトー色素、
香料、香辛料抽出物、植物レシチン（大豆由来）
【具】豚肉、にんじん水煮、たけのこ水煮、でん粉、植物油、全
卵液、しょう油、砂糖、大豆たん白、水あめ、小麦粉、醸造酢、
脱脂粉乳、揚げ油（植物油）／調味料（アミノ酸等）、カラメル
色素、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む）【ソ
ース】砂糖、しょう油、醸造酢、濃縮パインアップル果汁、食
塩、果糖、トマトペースト、植物油、香辛料、脱脂粉乳、卵白
末／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カラメル色素、調
味料（アミノ酸等）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・りん
ごを含む）
乳、砂糖、乳製品、レモン果汁、寒天／香料、pH 調整剤、紅
花色素
りんごシロップ漬け（りんご：国産）、小麦粉、砂糖、液鶏卵、上
がけゼリー（水あめ、砂糖・異性化液糖、砂糖）、植物油脂（大
豆を含む）、水あめ、白桃ピューレ（加糖）（白桃：岡山県産）、
液卵白、乳等を主要原料とする食品、油脂加工食品、食塩／
乳化剤、増粘多糖類、膨脹剤、グリシン、ｐＨ調整剤、酸味
料、紅麹色素、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃａ

小麦粉、砂糖、マーガリン、練乳、卵、牛乳、ナチュラルチー
ズ、植物油脂、水飴、コーンスターチ、乳製品、加工油脂、で
チーズ
んぷん、粉飴、乳たんぱく、寒天、食塩、乳化剤、ｐＨ調整
剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、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）
大きいとろけるスライ ナチュラルチーズ、食塩、安定剤（増粘多糖類）、乳化剤、調
味料（アミノ酸等）、ｐH 調整剤
ス
窯焼きタルトベイクド

－ 2 －

頁

注文
番号

25

427

豆乳ブレッド

小麦粉、豆乳、砂糖、ショートニング、還元水飴、植物油脂、
パン酵母、食塩、小麦たん白、醸造酢、ｐＨ調整剤、ビタミンＣ

26

452

朝の応援食カスター

砂糖、小麦粉、全卵、食用油脂（大豆を含む）、マーガリン、
還元水あめ、でん粉、脱脂粉乳、加糖練乳、食塩、加糖卵
黄、卵白、寒天／膨張剤、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、加工でん粉、乳化剤、卵殻未焼成カルシウム、香料、安
定剤（増粘多糖類）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カロチ
ン）
あじ（国産）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含
む）、砂糖、みりん、清酒、こんぶエキス、かつおぶしエキス

商品名

ド風ケーキ

27

465

生からつくったあじの
漬け丼

29

516

国産たち うおみりん
干し

31

563

33

600

34

619

34

630

34

631

一括表示原材料名

たちうお（国産）、調味液（醤油、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、み
りん）、アルコール、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

さけ、プロセスチーズ、ほうれん草、バター、衣（パン粉、コー
ングリッツ、大豆繊維、食塩）、加工でん粉、乳化剤、カロチノ
ツ(チーズ&ほうれん イド色素
草)
ふ も と 赤 鶏 む ね 肉 鶏肉（国産）、こうじ調味料、みそ加工品（みそ、還元水あめ、
発酵調味料、酒粕）、でん粉、水あめ、食塩、（一部に鶏肉・
(やわらか下ごしらえ 大豆を含む）
塩麹風)
12 種スパイスと 3 種 タレ（トマトペースト、水あめ、牛脂、植物油（大豆、なたね）、ウ
スターソース、マルトデキストリン、リンゴピューレ、にんにく、チ
野菜の牛肉キーマカ キンエキス、リンゴ果汁、食塩、カレー粉、砂糖、酵母エキス、
レー
レモン果汁、こしょう、ウコン、クミン、チリパウダー、唐辛子）、
牛肉（オーストラリア産）、玉ねぎ（国産）、人参（国産）、いんげ
ん、脱脂大豆、ウスターソース、コンソメ、食塩、増粘剤（加工
でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸）、カラメル色素、
（原材料の一部に乳を含む）
みつせ鶏大人の彩り 鶏肉（国産）、発酵調味料、しょうゆ、香辛料、でん粉、食塩、
砂糖、ごま、あおさ、（一部に小麦・鶏肉・大豆・ごまを含む）
七味焼き
三陸産秋鮭のカツレ

若 鶏 砂 ぎ も ス タ ミ ナ 鶏砂ぎも（国産）、にんにくの芽、食塩、香辛料、コーングリッ
ツ、上新粉、ばれいしょでん粉、酵母エキス、調味料（アミノ酸
焼
等）

－ 3 －

頁

注文
番号

35

634

38

705

42

793

44

842

48

911

商品名

一括表示原材料名

味わい造りあらびき 豚肉、鶏肉、豚脂肪、還元水あめ、食塩、たん白加水分解
物、結着材料（大豆たん白、小麦でん粉、乳たん白、卵たん
フランク
白）、香辛料、ポーク調味料、ポークエキス、ソテーオニオン
ペースト、混合調味エキス、砂糖、酵母エキス、加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、保存料（ソルビン酸）、ｐ
Ｈ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（カラメル、クチナ
シ、カルミン酸）、カゼインＮａ（乳由来）、くん液、発色剤（亜硝
酸Ｎａ)、増粘多糖類、(原材料の一部に牛肉、ゼラチンを含
む）
水・油いらずパリッと 野菜（キャベツ、にら）、食肉（鶏肉、豚肉）、豚脂、粒状植物
性たん白（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、がらスープ、
ジューシーな餃子(国 しょうゆ、植物油脂（ごまを含む）、おろしにんにく、おろししょう
産野菜・肉使用)
が、砂糖、パン粉、食塩、中華風調味料、香辛料、皮（小麦
粉、植物油脂、乳清たん白、乳化油脂、食塩）／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、炭酸水素Ｎａ、安定剤
（ヒドロキシプロピルメチルセルロース）
北 海 道 の 極 小 粒 納 大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない）、納豆菌、たれ（砂
糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、たん白加水分解物、食塩、
豆(少量タイプ)
かつおぶしだし、米発酵調味液、こんぶだし、酵母エキス、調
味料（アミノ酸、核酸）、酸味料（クエン酸））
小 田 原 か ご せ い 豆 魚肉（グチ・タラ）、砂糖、みりん、卵白、食塩、調味料（アミノ
酸等）
小板 白(かまぼこ)

おつまみ釜炊きメン
マ

味付メンマ、ごま油、ごま、コショウ、調味料（アミノ酸等）、ｐH
調整剤、パプリカ色素、（原材料の一部に小麦を含む）

49

3336

ふっくらミニピザ(ミッ ピザクラスト(小麦粉、砂糖、ショートニング、マーガリン、イース
ト、食塩、麦麹)、トマトソース、ナチュラルチーズ、ソーセー
クス)
ジ、とうもろこし、パセリ粉、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、
(原材料の一部に卵、豚肉、大豆を含む)

50

3345

創味のそうめんつゆ
(ストレート)

50

932

しょうゆ（本醸造）、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、削りぶし
（かつお、そうだかつお、さばかれぶし）、たん白加水分解物、
みりん、昆布エキス、食塩、酵母エキス、しいたけエキス、酸味
料、ビタミン B1、（原材料の一部に小麦、豚肉、鶏肉、ゼラチ
ンを含む）

仙台牛タン風味塩焼 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、ラード、しょうゆ、食塩）、ソー
ス（動物油脂、糖類、食塩、しょうゆ、ビーフエキス、ニンニクペ
そば
ースト、たん白加水分解物、オニオンエキス、香辛料、植物油
脂、香味油）、かやく（味付牛肉、ねぎ、香辛料、糖類）、加工
でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、香料、
かんすい、酸化防止剤（ビタミン E)、クチナシ色素、香辛料抽
出物、カラメル色素、（原材料の一部にごま、豚肉、りんごを含
－ 4 －

頁

注文
番号

50

933

51

939

52

941

53

948

53

949

54

956

55

961

商品名

一括表示原材料名

む）
名古屋発台湾まぜそ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、ラード、しょうゆ、食塩）、ソー
ス（糖類、動物油脂、食塩、ポークエキス、たん白加水分解
ば(卵黄入りソース)
物、甜麺醤、卵黄、ニンニクペースト、でん粉、香辛料、ラー
油、食用風味油）、かやく（粒状大豆蛋白、ニンニク、鰹節粉
末、のり、ニラ、糖類）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酒
精、カラメル色素、かんすい、酸化防止剤（ビタミン E)、パプリ
カ色素、香辛料抽出物、紅麹色素、（原材料の一部にごま、
鶏肉、ゼラチンを含む）
五目ちらし(5 種の国 【レトルトパウチ食品（煮しめ具）】野菜（にんじん、まいたけ）、
果糖ぶどう糖液糖、こんにゃく、砂糖、しょうゆ、油揚げ、醸造
産具材入り)
酢、こうや豆腐、食塩、なたね油、かつおだし、酵母エキス、
調味料（アミノ酸）、増粘剤（アルギン酸ナトリウム、増粘多糖
類）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）【すし酢（別添）】
砂糖、醸造酢、米酢、食塩
チキンエキス、発酵調味料、水あめ、すりにんにく、ごま油、で
青菜炒めのたれ
ん粉、食塩、しょうゆ、清酒、こんぶエキス、香味油、ガーリック
パウダー、エビパウダー、酵母エキス、香辛料／ｐＨ調整剤
（クエン酸）、（一部に小麦・えび・鶏肉・ごま・大豆を含む）
うちのおみそ汁なす 米みそ、なす、調合みそ、ねぎ、植物油脂、風味調味料（かつ
お）、油揚げ、わかめ、デキストリン、こんぶ粉末、調味料（アミ
(フリーズドライ)
ノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（原材料の一部に
さば、魚介類を含む）
う ち の お みそ 汁と ろ 調合みそ、おくら、もずく、やまいも、米みそ、豆乳、風味調味
料（かつお）、みりん、デキストリン、こんぶエキスパウダー、し
み汁(フリーズドライ) いたけエキス、でん粉、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、酸味料、（原材料の一部にさば、魚醤（魚介類）を
含む）
クラフトチーズドレッ 食用植物油脂、砂糖、醸造酢、チーズ、ごま、しょうゆ、食塩、
チーズフード、加塩卵黄、酵母エキスパウダー、おろしにんに
シング(胡麻&クリー く／調味料（アミノ酸）、糊料（増粘多糖類）、乳化剤、（一部に
ムチーズ)
卵・乳成分・小麦・ごま・大豆を含む）

潮の華あおさといわ

いわしの煮干し（国内産）、あおさ（国内産）

しふりかけ

56

3460

ヘルシア緑茶(うまみ 緑茶（国産）、茶抽出物（茶カテキン）／環状オリゴ糖、ビタミン
Ｃ、香料
贅沢仕立て)
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頁

注文
番号

57

3301

野菜生活 100 沖縄パ 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
インミックス(季節限 （プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
定)
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、パインアップル（沖縄産 100%）、バナナ、レモン）／クエ
ン酸、香料、ビタミン C

57

3302

野菜生活 100 北海道 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
メ ロ ン ミ ッ ク ス ( 季 節 （プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
限定)
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、ぶどう、メロン（北海道産 100%）、レモン）／香料、ビタミ
ン C、クエン酸

57

3462

愛媛河内晩柑サイダ

商品名

ー

59

3501

59

3504

60

989

61

3540

61

3549

62

3563

一括表示原材料名

果糖ぶどう糖液糖、河内晩柑果汁、酸味料、香料、甘味料
（アセスルファムＫ、スクラロース、アドバンテーム）、酸化防止
剤（ビタミンＣ）

五穀たっぷりクラッカ 小麦粉、植物油脂、五穀（小麦全粒粉・玄米・黒胡麻・きび・
あわ）、ショートニング（大豆由来を含む）、モルトエキス、食
ー
塩、イースト、膨脹剤
塩キャラメル(期間限 水あめ、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、バタ
ー、還元水あめ、小麦たんぱく、食塩、モルトエキス、ソルビト
定商品)
ール、硫酸マグネシウム、乳化剤（大豆由来）、炭酸カルシウ
ム、香料
いきいき乳酸菌アイ 〈ラムネ入り〉乳製品、デキストリン、異性化液糖、ラムネ、難消
化性デキストリン、砂糖、香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化
ス(ホワイトサワー味) 剤、酸味料、クチナシ青色素〈いちごグミ入り〉乳製品、デキス
トリン、異性化液糖、いちごグミ、難消化性デキストリン、砂糖、
香料、安定剤(増粘多糖類)、ソルビトール、乳化剤、ゲル化剤
(ペクチン)、酸味料、野菜色素
食肉(豚肉、牛肉)、たまねぎ、粒状植物性たん白、つなぎ(パ
グリルドハンバーグ
ン粉、鶏卵)、しょうゆ、糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、牛乳、発
酵調味料、香辛料、卵殻粉、しょうゆ加工品、ゼラチン、ポー
クブイヨン、ワイン、加工でん粉、調味料（アミノ酸）、カラメル
色素、ゲル化剤（増粘多糖類）、キシロース、乳酸 Ca
肉巻こうや豆腐の照 凍り豆腐（大豆（遺伝子組換えでない）、凝固剤、重曹）、添付
調味料（砂糖、しょうゆ、生姜、にんにく、りんご、食塩、みり
り焼(甘からし ょうゆ ん、醸造酢、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増
味)
粘剤（キサンタン)、ビタミン B1)、（原材料の一部に小麦を含
む）
減塩千代の一番(万
能和風だし)

風味原料（鰹節、昆布、鯖節、椎茸、鰹エキス）、食塩、砂糖、
調味料（アミノ酸）、酵母エキス、粉末醤油、（原材料の一部に
大豆・小麦を含む）

－ 6 －

頁

注文
番号

63

3575

京らー油ふりかけ

胡麻、唐辛子、にんにく、食塩、食用植物油（大豆・ごまを含
む）、砂糖、九条ネギ、醤油（小麦・大豆を含む）、澱粉、調味
料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料（甘草、ステビア）、卵
殻カルシウム

63

3576

赤から監修やわらか

串かつ【豚肉（アメリカ産）、衣｛パン粉、澱粉、デキストリン、植
物たん白、砂糖、卵粉、脱脂粉乳、植物油脂、食塩｝、卵たん
白、デキストリン、食塩、調味料（アミノ酸等）、カゼイン Na、膨
張剤、酵素、増粘多糖類、（原材料の一部に小麦、卵、乳、大
豆、豚肉を含む)】、ソース【糖類（砂糖混合ぶどう糖果糖液
糖、砂糖）、みそ、発酵調味料、豆板醤、醸造酢、とうがらし、
食塩、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に大豆を含む）】

商品名

豚ひれ串かつセット

一括表示原材料名
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