2017 年
8 月2 週
（32 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

043

やきとりのたれ(ざら 砂糖、アミノ酸液、醤油、ざらめ糖、発酵調味料、醸造酢、食
塩、レモン果汁、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、カラ
め使用)
メル色素、香料 （原材料の一部に小麦を含む）

4

049

4

050

黒サン・ハニー(黒ご 黒大豆（遺伝子組換えでない）、黒ごま、加工黒糖（原料糖・
黒糖）、ハチミツパウダー（デキストリン・ハチミツ）、乾燥ローヤ
ま・黒大豆きな粉)
ルゼリー、殺菌乳酸菌、（原材料の一部に小麦を含む）
チョコ入りコーヒーモ 準チョコレート、砂糖、もなか、植物油脂、乳製品、コーヒー、
デキストリン、果糖、加工でんぷん、安定剤（増粘多糖類）、乳
ナカ
化剤、香料、アナトー色素、甘味料（アセスルファムＫ）、（原
材料の一部に小麦、大豆を含む）

6

066

生から造った国産真

商品名

一括表示原材料名

マアジ、食塩

あじ開き干し
8

088

充 実 具 材 お 味 噌 汁 【野菜汁】米みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、かぼ
ちゃ、乾燥キャベツ（乳成分を含む）、デキストリン、でん粉、
詰合せ(フリーズドラ 乾燥ねぎ、かつおぶし粉末、わかめ、かつおエキス、酵母エ
イ)
キス、砂糖、そうだかつおぶし粉末、食塩、調味エキス（小麦
を含む）／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）【な
す汁】揚げなす、米みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでな
い）、デキストリン、でん粉、豆みそ（大豆：遺伝子組換えでな
い）、乾燥ねぎ、砂糖、わかめ、かつおエキス、魚介エキス、こ
んぶエキス、かつおぶし粉末、煮干しエキス、そうだかつおぶ
し粉末、食塩、米発酵調味液、煮干し粉末／調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）【根菜と油揚げ汁】米みそ（大
豆：遺伝子組換えでない）、ごぼう、れんこん水煮、にんじん、
油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、デキストリン、か
つおぶし粉末、でん粉、かつおエキス、乾燥ねぎ、酵母エキ
ス、ゼラチン、砂糖、そうだかつおぶし粉末、食塩、調味エキ
ス（小麦を含む）／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、凝固剤【かきたま汁】米みそ（大豆を含む：遺伝子組換え
でない）、たまねぎ、鶏卵、でん粉、こんぶエキス、砂糖、ゼラ
チン、乾燥ねぎ、かつおぶしエキス、食塩、そうだかつおぶし
粉末、かつおぶし粉末、たん白加水分解物／調味料（アミノ
酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）【あおさ汁】米みそ（大豆を含
む：遺伝子組換えでない）、ねぎ、ひとえぐさ、デキストリン、で
ん粉、こんぶエキス、砂糖、かつおぶしエキス、食塩、そうだか
つおぶし粉末、かつおぶし粉末、たん白加水分解物／調味
料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

12

127

アスパラベーコンピ

精白米、野菜（とうもろこし、アスパラガス、たまねぎ、にんじ
ん）、大麦、ベーコン【卵、乳成分、大豆、豚肉を含む】、しょう
ゆ【小麦、大豆を含む】、バター、食塩、パーム油、砂糖、こし
ょう、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カゼインＮａ【乳由
来】、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸
Ｎａ）、コチ二ール色素
れんこん、にんじん、魚肉すり身、豆腐、植物油脂、きくらげ、
しいたけ、粉末状大豆たん白、砂糖、食塩、しょうゆ、魚介エ
キス、本みりん、えび粉、揚げ油（なたね油）、（一部に小麦・
えび・大豆を含む）【添加物名】加工でん粉、豆腐用凝固剤

ラフ

12

128

もちもち蓮根ひろうす

12

129

12

131

21

330

24

432

26

473

34

659

38

721

ベーコンと 3 種の野 小麦粉、ナチュラルチーズ、トマトピューレー漬け、トマトミック
スソース、セミドライトマト、ベーコン、タマネギ、オリーブ、ピー
菜ナポリ風ピッツァ
マン、イースト、食塩、バジル／モルトエキス、セルロース、リン
酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、発色剤
（亜硝酸Ｎａ）、クチナシ赤色素、グルコン酸第一鉄、（一部に
小麦・乳成分・大豆・豚肉を含む）
京都・錦 わらい監修 【お好み焼】野菜（キャベツ、長いも、ねぎ）、全液卵、豚肉、小
麦粉、天かす、ミックス粉（小麦粉、ショートニング、デキストリ
お好み焼 豚玉(九条 ン、その他）、しょうゆ、食用植物油脂、だしつゆ、ガラスープ、
ねぎ入り)
味付塩こしょう、ガーリックパウダー／トレハロース、膨脹剤、
増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、（一部に卵・小麦・
乳成分・豚肉・鶏肉・さば・大豆・やまいも・ごまを含む）【濃厚
ソース】野菜・果実（トマト、りんご、たまねぎ、その他）、糖類
（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、醸造酢、食塩、アミノ酸液、香辛
料／増粘剤（加工デンプン、タマリンド）、調味料（アミノ酸）、
カラメル色素、酸味料、（一部に大豆・りんごを含む）
大盛りプチシューパ ホイップクリーム、牛乳、卵、小麦粉、加工油脂、生クリーム、
練乳、砂糖、マーガリン、洋酒、バター、異性化液糖、バニラ
ーティー
シード、カゼインＮａ、乳化剤、膨張剤、香料、（その他大豆由
来の原材料を含む）
毎日果実フルーツた 小麦粉、ショートニング、砂糖、麦芽糖、プルーン、レーズンペ
ースト、水あめ、バター、濃縮全卵、りんごゼリー、りんご濃縮
っぷりのケーキバー 果汁、オレンジ濃縮果汁、乾燥おから、食塩、加工デンプン、
ソルビトール、炭酸Ｃａ、乳化剤、香料、膨脹剤、グリセリン、ピ
ロリン酸鉄、酸化防止剤（チャ抽出物、Ｖ．Ｅ）、酸味料、増粘
剤（ペクチン）、Ｖ．Ｅ、Ｖ．Ｂ１、Ｖ．Ｂ２、Ｖ．Ａ、Ｖ．Ｄ、（原材料
の一部に大豆を含む）
中津川で育った更紗 にじます（岐阜県産・養殖）、唐揚げ粉（馬鈴薯でん粉、コーン
スターチ、食塩、粉末状植物性たん白、酵母エキス）、食塩、
にじます開き唐揚げ タレ（しょうゆ、ブドウ糖果糖液糖、砂糖）、調味料（アミノ酸
(タレ付)
等）、増粘剤（グアガム）、（原材料の一部に小麦、大豆を含
む）
なすと国産若鶏のこ 鶏肉（国産）、揚げなす（なす（ベトナム産）、植物油（パーム
油）、食塩）、たれ（水あめ、しょうゆ、味噌、にんにく、清酒、甜
く味噌焼き
麺醤、オイスターソース、しょうが、豆板醤、りんご果汁、食
塩）、カラメル色素、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、調
味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部に小麦、ごま、大
豆、鶏肉、りんごを含む）
3 種俵おこわ(赤飯・ 【山菜おこわ】もち米(国産)、わらび水煮、れんこん水煮、しい
たけ水煮、にんじん、しょうゆ、うすくちしょうゆ、乾燥きくらげ、
山菜・鶏おこわ)
食用なたね油、砂糖、食塩、風味調味料、酒精、グリシン、pH
調整剤、調味料(アミノ酸等)、卵白リゾチーム、（原材料の一
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む)【大納言小豆赤飯】もち
米(国産）、小豆煮汁、大納言小豆、食塩、食用なたね油、ご
ましお(黒ごま、食塩、でん粉)、酒精、pH 調整剤、グリシン、調
味料(アミノ酸等)、卵白リゾチーム、（原材料の一部に卵、ごま
を含む)【鶏おこわ】もち米(国産)、鶏肉、しょうゆ、れんこん水
煮、にんじん、砂糖、発酵調味料、みりん、食用なたね油、風
味調味料、酒精、グリシン、調味料(アミノ酸等）、pH 調整剤、
卵白リゾチーム、(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、
鶏肉を含む)
銀座カリードリア(中 精白米、ナチュラルチーズ、オニオンペースト、牛肉、カレー
ルー、たまねぎ、トマトペースト、濃縮ブイヨン、ショートニン
辛)
グ、植物油脂、食塩、砂糖、クリーム、香辛料、バナナペース
ト、デミグラスソース、チャツネ、バターオニオンペースト、香味
油、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、セルロース、
着色料（カラメル色素）、香料、酸味料、（原材料の一部に小
麦、大豆、鶏肉、りんごを含む）
巻寿司【酢飯（うるち米、調合酢（糖類、醸造酢、食塩））、玉
助六寿司
子焼、味付かんぴょう、いんげん、味付高野豆腐、魚肉おぼ
ろ、のり】、いなり寿司【酢飯（うるち米、調合酢（糖類、醸造
酢、食塩））、味付油揚げ（油揚げ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、
しょうゆ、その他）】／グリシン、ソルビット、加工デンプン、トレ
ハロース、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、乳化剤、酢酸
Na、着色料（紅麹、カラメル）、酸味料、（一部に小麦・卵・大
豆を含む）
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］、抹茶蜜［砂糖、還元水あめ、抹茶、
( 抹 茶 蜜 ・ 抹 茶 黄 粉 澱粉分解物／着色料（紅花黄、クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ．
付)
Ｃ）、（一部に大豆を含む）］、抹茶黄粉［砂糖、大豆（遺伝子
組み換えでない）、ぶどう糖、抹茶、食塩］
魚肉、馬鈴薯澱粉、しらす、米油、ｵｷｱﾐ、食塩、砂糖、ｱｷｱﾐ、
小えび入しらす天
発酵調味料、ぶどう糖、調味料（アミノ酸等）、酸味料、加工澱
粉、乳化剤、（原材料の一部に、えび・小麦・大豆・豚肉を含
む）
魚肉、米油、かまぼこ、でん粉、砂糖、食塩、香辛料、魚のブ
シーセージ(チリ)
イヨン、こんにゃく粉、卵白、ワイン、豆乳、昆布だし、酵母エ
キス、発酵調味料、まぐろ魚油、魚介エキス（えびを含む）

38

722

38

738

41

807

42

809

42

830

46

897

かぼちゃコロッケ

野菜（南瓜、玉葱）、砂糖、パン粉、小麦粉加工品、濃縮乳、
ラード、食塩、衣（野菜パン粉、小麦粉、澱粉）、揚げ油（菜種
油）、着色料（パプリカ粉末）、増粘多糖類、（原材料の一部に
大豆を含む）

47

922

レストランピザ

クラスト（小麦粉、オリーブ油、食塩、イースト、砂糖）、ナチュラ
ルチーズ（乳成分を含む）、トマトソース（トマト、ぶどう糖果糖
液糖、たまねぎ、コーンスターチ、大豆油、食塩、醸造酢、お
ろしにんにく、香辛料）、トマト、たまねぎ、無塩せきソーセージ
（牛肉・豚肉を含む）、コーン（遺伝子組換えでない）、オリー
ブ油、無塩せきベーコン、ブラックオリーブ、ピーマン、食塩、
バジル、オレガノ、ガーリックパウダー、ブラックペッパー／ｐＨ
調整剤、保存料（しらこたん白：さけ由来）、ポリリン酸Ｎａ、グ
ルコン酸鉄
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頁

注文
番号

商品名

47

923

レストランピザ

48

925

かも川早ゆで手延べ

一括表示原材料名
クラスト（小麦粉、オリーブ油、食塩、イースト、砂糖）、ナチュラ
ルチーズ（乳成分を含む）、トマトソース（トマト、ぶどう糖果糖
液糖、たまねぎ、コーンスターチ、大豆油、食塩、醸造酢、お
ろしにんにく、香辛料）、トマト、たまねぎ、無塩せきソーセージ
（牛肉・豚肉を含む）、コーン（遺伝子組換えでない）、オリー
ブ油、無塩せきベーコン、ブラックオリーブ、ピーマン、食塩、
バジル、オレガノ、ガーリックパウダー、ブラックペッパー／ｐＨ
調整剤、保存料（しらこたん白：さけ由来）、ポリリン酸Ｎａ、グ
ルコン酸鉄
小麦粉、食塩、食用植物油、でん粉

うどん

50

3387

おうちで簡単生春巻 【スイートチリソース】砂糖、醸造酢（小麦を含む）、にんにく、
食塩、唐辛子／増粘剤（加工でん粉）【ライスペーパー】タピ
きセット(10 本分)
オカでん粉、米粉、食塩【春雨】ばれいしょでん粉（遺伝子組
換えでない）、えんどう豆でん粉

50

935

北海道オニオンスー
プ

55

965

57

3506

57

3510

ぶどう糖、粉あめ、食塩、澱粉、野菜（玉ねぎ、ガーリック）、た
ん白加水分解物、酵母エキス、香辛料、うきみ（オニオンスラ
イス）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル色素）、酸味料
（クエン酸）、（原材料の一部に乳、小麦、大豆を含む）

野菜生活 100 フルー 野菜（にんじん、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、
紫キャベツ、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、
ティーサラダ
だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビー
ト、あしたば）、果実（りんご、マンゴー、レモン、パッションフル
ーツ、バナナ、グァバ、アセロラ、カムカム、パインアップル）、
ビタミン C、香料
くちどけラムネ(グレ ぶどう糖、コーンスターチ／酸味料、香料、重曹、糊料（プル
ラン）、甘味料（ステビア）、着色料（赤キャベツ、クチナシ）
ープ味・レモン味)

新潟揚げ(天日塩仕 水稲もち米(日本)、植物油脂、食塩、調味料（アミノ酸等）、
（原材料の一部にごまを含む）
上げ)
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注文
番号

57

3512

塩べっこう飴

57

981

厚切り紅いもちっぷ 紅いも、植物油脂、食塩、胡椒

商品名

一括表示原材料名
砂糖、水飴、食塩、カラメル色素

す
練りあん（白生あん、砂糖、還元水あめ、蜜漬白桃）、砂糖、米
粉、きな粉、トレハロース、乳化剤、酵素、香料、酸味料、増粘
剤（キサンタンガム）、着色料（ベニコウジ）、（原材料の一部に
大豆を含む）

58

982

生八ッ橋 白桃

60

3571

Ca・Fe 入の麦茶 大 大麦、硫酸カルシウム、クエン酸鉄 Na
作くん(ティーパック)

61

3581

九曜むらさき(金山寺 金山寺味噌たまり（米、大麦、大豆、うり、砂糖、水飴、食塩、
生姜、なす、しそ）、大豆（国産）、小麦（国産）、食塩、酒精
たまり醤油)

61

3585

コロンバン 原宿レモ
ンの焼きショコラ

チョコレートコーチング(植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ココ
アバター)、油脂加工品(植物油脂、砂糖、乳糖、デキストリン、
全粉乳)、米パフ、ナチュラルチーズ、乾燥レモン果皮パウダ
ー、小麦粉／甘味料(キシリトール)、香料、加工デンプン、乳
化剤、酸味料、着色料(カロチノイド)、(一部に、小麦・乳成分・
大豆を含む)
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