2017 年
8 月1 週
（31 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

3

038

3

042

5

062

7

077

11

123

20

328

商品名

一括表示原材料名

かりんとうミックス (5 小麦粉、米油、砂糖（グラニュー糖、黒砂糖、三温糖、上白
糖）、水あめ、はちみつ、ショートニング、白ごま、全粉乳、ピ
種)
ーナッツ、イースト、食塩、小麦グルテン、ほうれん草パウダ
ー、にんじんパウダー、あおさ粉／着色料（カラメル、アナトー
色素）、乳化剤（大豆由来）
菓と果(涼菓詰合せ) ＜琥珀羹＞砂糖、鹿の子豆（砂糖、小豆、還元水飴）、糖蜜、
寒天、果糖ぶどう糖液糖、ゲル化剤（増粘多糖類）、ソルビット
＜みぞれ羹＞還元水飴、砂糖、あん玉（小豆あん、砂糖、水
あめ、還元麦芽糖水飴）、道明寺粉、寒天、ゲル化剤(加工デ
ンプン、増粘多糖類）、増粘剤（キサンタン）＜黒わらび＞砂
糖、黒糖蜜、本わらび粉、ゲル化剤（加工デンプン、増粘多
糖類）、カラメル色素、香料＜苺 葛ながし＞砂糖、餅粉、苺
砂糖漬、りんごピューレ、苺ペースト、本葛粉、ゲル化剤（増粘
多糖類、加工デンプン）、ｐH 調整剤、香料、カロテノイド色
素、酸化防止剤（V.C)、（原材料の一部に小麦を含む）＜蜜
柑 葛ながし＞砂糖、濃縮混合果汁（オレンジ、みかん）、りん
ごピューレ、餅粉、濃縮オレンジ果汁、寒天、本葛粉、ゲル化
剤（増粘多糖類、加工デンプン）、ｐH 調整剤、安定剤（加工
デンプン）、カロテノイド色素、香料、酸化防止剤（V.C)＜林檎
葛ながし＞砂糖、濃縮りんご果汁、餅粉、りんごピューレ、本
葛粉、ゲル化剤（増粘多糖類、加工デンプン）、ｐH 調整剤、
香料、着色料（クチナシ、カロテノイド）、酸化防止剤（V.C)＜
檸檬 葛ながし＞砂糖、餅粉、濃縮レモン果汁、濃縮グレー
プフルーツ果汁、本葛粉、ゲル化剤（増粘多糖類、加工デン
プン）、ｐH 調整剤、香料、カロテノイド色素、酸化防止剤
（V.C)
くずまんじゅう(マイヤ 水飴、マイヤーレモンピューレ、くず粉、砂糖、寒天、加工デ
ンプン、酸味料、着色料（クチナシ）
ーレモン)

豚肉(国産）、しょうゆ、砂糖、肉エキス、発酵調味料、食塩、炒
め野菜エキス、醸造酢、香辛料、ソルビトール、調味料（アミノ
作 っ た 生 姜 焼 ( 国 産 酸等）、アルコール、着色料（カラメル）、増粘剤（キサンタ
豚ロース味付)
ン）、（原材料の一部に小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチ
ンを含む）
6 種のチーズピッツァ ピザクラスト(小麦粉、イースト、ショートニング、砂糖、食塩）、
ナチュラルチーズ、ピザソース、トマトパウダー、膨張剤、カロ
チノイド色素、（原材料の一部に乳、小麦、大豆を含む）
ヤスダドリンクヨーグ 生乳、ぶどう糖果糖液糖、乳製品
はぐくみ自慢の豚で

ルト(アソートパック)

－ 1 －
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商品名

24

428

日本のめぐみ北海道

一括表示原材料名
小豆、砂糖、クリーム（乳成分を含む）、寒天

育ち あずきあん(ス
プレッド)
ゴマさば（三重県産）、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）

27

500

国産さばみりん干し

29

546

30

571

31

573

広島産いわしの天ぷ いわし（広島県）、衣（小麦粉、コーンスターチ、ネギ、食塩、
米粉、砂糖、香辛料、植物油脂）、揚げ油(パーム油) ／ 加
ら(ネギ入り)
工デンプン、調味料（アミノ酸）、膨張剤、炭酸カルシウム、
（一部に小麦を含む）
お 箸 で ！ 豚 ス テ ィ ッ 豚肩ロース肉(米国産)、たれ(みそ、砂糖、しょうゆ、にんにく、
ねぎ、本みりん、醸造酢、香味食用油、ごま、ごま油、赤唐辛
クステーキ(ねぎみそ 子、粉末しょうゆ、寒天、こしょう)、酒精、調味料(アミノ酸等)、
味付け)
着色料(カラメル、パプリカ色素、紅麹)、酸化防止剤(ビタミン
C)、増粘剤(キサンタン)、香料、(原材料の一部に小麦、大
豆、ごまを含む)
国産若鶏ももねぎま 鶏もも肉（国産）、ねぎ（国産）
串(生串)

32

617

ラムショルダースライ 仔羊ウデ肉（ニュージーランド産）
ス

レンジ でできる ！生 豚肉、皮（小麦粉、粉末状植物性たん白、食塩）、たまねぎ、
豚脂、おろししょうが、ごま油、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、
姜香るスープの小籠 ゼラチン、チキンスープ、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸
包
等）、加工でん粉
小松菜と厚揚げの炊 小松菜、醤油、厚揚げ〔丸大豆（遺伝子組換えでない）、植物
油〕、砂糖、人参、混合だし、豆腐用凝固剤、（原材料の一部
いたん(煮物)
に小麦、さばを含む）

36

689

36

700

37

706

花椒香る担々麺

37

727

レンジでコロちゃんチ
ーズ入りいももち

めん（小麦粉、粉末状植物性たん白、卵白粉（卵を含む）／か
んすい、卵殻焼成Ｃａ、着色料（クチナシ黄色素））、スープ（ご
ま、植物油脂（大豆を含む）、食塩、肉エキス（豚肉を含む）、
しょうゆ、醸造酢（小麦を含む）、発酵調味料、砂糖、豆板醤、
甜麺醤、香辛料、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工でん粉、キサンタンガム）、アルコール、着色料（カラメ
ル、パプリカ色素）、香料、香辛料抽出物、乳酸）、具（野菜
（もやし、ほうれん草）、豚肉、焼豚（卵・小麦・牛肉を含む）、ご
ま、粒状植物性たん白（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、
ポーク調味料、植物油脂、しょうゆ、甜麺醤、花椒、しょうゆ加
工品、にんにく、こしょう／調味料（核酸等）、着色料（カラメ
ル）、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ）、乳酸Ｃａ）
じゃがいも、デキストリン、牛乳、乾燥マッシュポテト、乳等を主
要原料とする食品（ナチュラルチーズ、植物油脂、その他）、
マーガリン、水あめ、食塩、砂糖、小麦粉、植物油脂、バタ
－ 2 －
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38

745

39

766

商品名

一括表示原材料名

ー、衣（パン粉、小麦粉、加工米粉、脱脂大豆粉末、ぶどう
糖、でん粉）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、トレハロー
ス、乳化剤、増粘多糖類、香料、カロチノイド色素、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆を含む）
焼おにぎり(塩分 25% 精白米（国産）、しょうゆ、デキストリン、魚介エキス、植物油
脂、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、かつおだし、こんぶエキ
カット)
ス（小麦を含む）、酵母エキス（大豆を含む）、食塩、しょうゆペ
ースト、たん白加水分解物／調味料（アミノ酸等）、加工でん
粉、酸味料
茨城県産さつまいも さつまいも
スティック

41

807

国産大豆おからパウ

大豆（国産）（遺伝子組換えでない）

ダー(乾燥おから)

48

3344

かも川うどん(手延う 小麦粉・食塩・食用植物油・でん粉
どん)

48

930

凄麺奈良天理 スタ めん（小麦粉、食塩、大豆食物繊維）、スープ（しょうゆ、食
塩、糖類、動物油脂、ポークエキス、ニンニクペースト、豆板
ミナラーメン(ピリ辛ス 醤、味噌、酵母エキス、たん白加水分解物、白菜エキス、植
ープ)
物油脂）、かやく（白菜、味付豚肉、糖類、ニラ、唐辛子）、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、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミン E）、カロチ
ノイド色素、香辛料抽出物、（原材料の一部にごま、鶏肉を含
む）
－ 3 －
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48

931

49

938

49

939

商品名

一括表示原材料名

凄 麺 静 岡 塩 ラ ー メ めん（小麦粉、食塩、大豆食物繊維）、スープ（たん白加水分
解物、食塩、植物油脂、糖類、動物油脂、チキンエキス、魚介
ン
粉末、しょうゆ、さばエキス、煮干エキス、野菜エキス、オイスタ
ーエキス、香辛料、オニオンパウダー）、かやく（味付豚肉、鰹
節、ねぎ、メンマ、糖類）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、
酒精、かんすい、酸化防止剤（ビタミン E)、増粘剤（キサンタ
ン）、クチナシ色素、カラメル色素、（原材料の一部に卵、乳成
分を含む）
大 納 言 小 豆 使 用 赤 もち米（国産）、大納言小豆、食塩、ｐＨ調整剤、フラボノイド
色素、ベニコウジ色素、乳酸カルシウム
飯早炊米(5 合用)

にっぽんの果実熊本 なつみかん、砂糖、クエン酸
県産 甘夏みかん(ラ
イトシラップ漬け)

52

951

タニタ監修糀漬けの

塩こうじ（米こうじ、食塩）、ゆず、唐辛子、食塩／酒精、香料

素(ゆず風味)

52

54

952

3458

ン酢(黒酢たまねぎ)

米黒酢、乾燥たまねぎ、食塩、果糖ぶどう糖液糖、黒糖入り砂
糖液（砂糖液糖、黒糖、果糖ぶどう糖液糖、果糖）、砂糖、本
醸造しょうゆ（小麦・大豆を含む）、こしょう、酵母エキス、濃縮
かつおだし／酸味料、増粘剤（キサンタンガム、加工デンプ
ン）、乳酸カルシウム、甘味料（スクラロース）

サントリー伊右衛門

ジャスミン茶、緑茶（国産）、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミ
ンＣ

いろいろ使えるカンタ

特 茶 ジ ャ ス ミン ( 特
定保健用食品)
54

965

わらび餅セット(国産 わらび餅粉(さつまいもでん粉・国内産）、きな粉（大豆・国内
産・遺伝子組み換えでない）、黒みつ（ビートオリゴ・黒糖液
さつまいもでん粉使 （砂糖・黒糖・その他）・はちみつ）
用)

55

966

4 種のベリー プラス 果実（りんご、ラズベリー、ブルーベリー、クランベリー、マキベ
リー）、果糖ぶどう糖液糖、ポリデキストロース、アサイーエキス
(アサイーエキス入り) ／酸味料、クエン酸鉄Ｎａ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ６

56

972

生茶

緑茶(国産)、生茶葉抽出物(国産)/ビタミンＣ

－ 4 －
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商品名

一括表示原材料名

56

974

ジンジャーレモネード

砂糖、ぶどう糖、はちみつパウダー、レモン皮粉末、乾燥生姜
粉末/ビタミン C、香辛料、/抽出ビタミン E

(粉末・分包タイプ)

56

976

Dilmah 紅茶アイステ 紅茶、香料
ィーセレクション(ティ
ーバッグ)

57

3501

57

3505

57

977

58

986

小麦粉、マーガリン（植物油脂、バター、その他）、食用風味
油、クロックムッシュ風味パウダー、ファットスプレッド、食塩、イ
焼トースト(クロックム ースト、ホタテエキスパウダー、チーズ、酵母エキスパウダー、
ッシュ味)
オニオンパウダー、粉末麦芽、調味料（アミノ酸等）、香料、着
色料（パプリカ色素、ウコン、アナトー、カロチン）、乳化剤、イ
ーストフード、ビタミンＣ、酸味料、酸化防止剤（ビタミン E）、
（原材料の一部に卵、大豆、鶏肉、豚肉を含む）
水あめ、砂糖、濃縮果汁（アップル、グレープ、ストロベリー）、
３種の果実グミ
ゼラチン、オブラートパウダー／ソルビトール、酸味料、香料、
ゲル化剤（ペクチン）、乳化剤、光沢剤、（一部に大豆・りんご・
ゼラチンを含む）
ドトールこんがりうす

<グレープ>水あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチン、濃縮グレープ
果汁、ミックスジャム（りんごを含む）／酸味料、香料、乳化剤、
アカキャベツ色素、クチナシ青色素<ストロベリー>水あめ、砂
糖、植物油脂、ゼラチン、ストロベリーチップ、濃縮ストロベリ
ー果汁、デキストリン、ストロベリージャム、乳酸菌飲料（乳成
分を含む）／酸味料、乳化剤、香料、加工デンプン、アカキャ
ベツ色素<グリーンアップル>水あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチ
ン、濃縮りんご果汁、りんごジャム、りんごすりおろし加工品／
酸味料、乳化剤、香料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素<
佐藤錦>水あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチン、濃縮さくらんぼ
果汁／酸味料、香料、乳化剤、アカキャベツ色素、パプリカ色
素、（一部にりんご・ゼラチンを含む）
はこだての味するめ いか、砂糖、食塩、醸造酢、ソルビット、調味料（アミノ酸等）
ハイチュウ(アソート)

そうめん

60

3569

豆つぶころころ(味付 黒大豆、砂糖、食塩
乾燥くろ豆)

61

3575

サントリーソーダ(強 水、二酸化炭素、塩化Ｃａ、硫酸Ｍｇ
炭酸水)

63

3615

小 鯛 さ さ 漬・ 小 鯛 昆

レンコダイ（国産）、米酢、食塩

布〆セット

－ 5 －

