2017 年
8 月4 週
（34 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

1

020

1

021

9

095

10

105

10

106

10

111

12

130

商品名

一括表示原材料名

コープヌードル(白ご 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分
解物、しょうゆ、香辛料）、スープ（豚脂、ポークエキス、小麦
ま担々麺)
粉、糖類（砂糖、麦芽糖）、粉末しょうゆ、でん粉、すりごま、ね
りごま、香辛料（花椒、唐辛子）、チキンエキス）、かやく（味付
肉そぼろ、いりごま、チンゲン菜、ねぎ）／加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止剤（ロ
ーズマリー抽出物、ビタミンＥ）、酸味料、着色料（カラメル、カ
ロチン）、セルロース、焼成Ｃａ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一
部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含
む）
コープヌードル(とん 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、
しょうゆ）、スープ（豚脂、ポークエキス、小麦粉、糖類（砂糖、
こつ醤油)
麦芽糖）、粉末しょうゆ、でん粉、魚粉）、かやく（味付豚肉、味
付卵、ねぎ）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖
類、着色料（カラメル、カロチン）、炭酸Ｃａ、香料、酸化防止剤
（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、酸味料、焼成Ｃａ、乳化
剤、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、香辛料抽出物、（一部に卵・乳
成分・小麦・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む）
陳建一海鮮炒飯(え 精白米、魚肉（えび、かに、いか）、野菜（たまねぎ、ねぎ）、炒
り玉子、鶏卵、植物油脂、ラード、ホタテエキス、しょうゆ、食
び・かに・いか入り)
塩、白湯エキス、中華スープの素、砂糖、でん粉、白こしょう、
調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル、クチナ
シ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、豚
肉、ごまを含む）
ひとくちチーズ豚カツ 豚肉、パン粉、プロセスチーズ、粉末状植物性たん白、でん
粉、しょうゆ、食塩、デキストリン、ジンジャーペースト、乳たん
白、卵白粉末、加工デンプン、ソルビトール、調味料（アミノ
酸）、酢酸Ｎａ、乳化剤、増粘剤（タマリンドシードガム、グァー
ガム）、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉を含
む）
若 鶏のか ら揚 げ ( 甘 鶏肉、小麦粉、しょう油、でん粉、砂糖、ごま、粉末状植物性
たん白、にんにく、食塩、香辛料、脱脂粉乳、卵白液、揚げ油
辛ごま風味)
（植物油）／調味料（アミノ酸）、炭酸Ｎａ、炭酸水素Ｎａ、クエ
ン酸、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む）
イ ベ リ コ 豚 中 落 ち カ 豚ばら肉（スペイン産）、たれ（水あめ、食塩、チキンエキス、オ
キアミ加工品、かつおエキス、香辛料、にんにくエキス、濃縮
ルビ 塩焼用 (生だ れ レモン果汁、たまねぎエキス）、発酵調味料、しょうゆ、卵白粉
使用)
末、加工デンプン、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整剤、増粘剤（キ
サンタンガム）、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、
鶏肉、豚肉、りんごを含む）
ゆかり監修関西風お キャベツ、卵、濃厚ソース、豚肉、小麦粉、ミックス粉（小麦
粉、油脂、デキストリン、その他）、半固体状ドレッシング、えび
好み焼(豚玉)
入り天かす、長いも、ねぎ、しょうゆ、風味調味料（かつお
等）、植物油、麦芽糖、しょうが塩漬、あおさ、添付七味唐辛
子、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸
－ 1 －

頁

注文
番号

商品名

13

137

ごまぽん

13

138

いろいろ使えるカンタ
ン黒酢(調味酢)

13

141

25

466

一括表示原材料名
等）、膨脹剤、トレハロース、カラメル色素、酸味料、香辛料抽
出物、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（原材料の一部にりんご、ごまを
含む）
果糖ぶどう糖液糖、本醸造しょうゆ（小麦・大豆を含む）、ごま
（すりごま、ねりごま）、醸造酢、食塩、ゆず果汁、昆布だし／
セルロース、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料
（アミノ酸等）

果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、食塩、本醸造しょうゆ（小麦・大
豆を含む）、ぶどう糖加工品、砂糖、黒糖入り砂糖液／酸味
料、調味料（アミノ酸等）

野菜生活 100 オリジ 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
ナル
（プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、オレンジ、レモン）、香料
やわらかいかつぼ抜 カナダマツイカ（アメリカ産）
き

29

533

生からつくる いかめ するめいか（国産）、もち米（北海道産）、うるち米（北海道
産）、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）、米醗酵調味料、清酒、
し
食塩、醸造酢

36

703

国産具材のふんわり
ひろうす(丹波産黒豆
入り)

38

740

完熟トマトと十勝産
チーズのリゾット

植物油脂（なたね：遺伝子組換え不分別）、野菜（たまねぎ、
やまいも、ねぎ、にんじん）、豆腐（大豆：遺伝子組換えでな
い）、粉末状植物性たん白（大豆：遺伝子組換えでない）、黒
大豆絞り（黒大豆（遺伝子組換えでない）、砂糖）、いとよりだ
いすり身、砂糖、小麦粉、食塩、酵母エキス、かつおエキス（さ
ばを含む）／加工でん粉、凝固剤
精白米、トマト・ピューレ漬け、ナチュラルチーズ（ゴーダ、モッ
ツァレラ）、ソテートマト、トマトペースト、チキンブイヨン、植物
油脂、大麦、野菜ペースト、ショートニング、食塩、砂糖、香辛
料、ビーフエキス、こんぶ粉末、香味油／増粘剤（加工デンプ
ン）、セルロース、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、パプリ
カ色素、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む）

－ 2 －

頁

注文
番号

39

741

ブロッコリー

42

811

キ ャ ベ ツ 天 ( 赤 穂 の 魚肉、キャベツ（国産）、植物油脂、でん粉、砂糖、ぶどう糖、
食塩、粉末状大豆たん白、みりん、ポークエキスパウダー、脱
塩使用)
脂粉乳、粉末卵白／調味料（アミノ酸等）、ソルビット、ｐＨ調
整剤、酸味料、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・大豆・
鶏肉・豚肉を含む）

44

858

おばんざい小鉢ひじ

商品名

き煮
44

872

ツナ&コーンマカロニ
サラダ

45

882

鶏肉とキャベツの塩
麹蒸し煮セット

46

898

人参のごま和え(大
根・みぶな入)

46

915

鉄板仕立てのオム焼
そば

47

3321

スープがおいしい肉
ワンタン(国産豚肉使
用)

一括表示原材料名
ブロッコリー

こんにゃく、にんじん、油あげ、ひじき、しょうゆ、大豆、水あ
め、砂糖、醸造調味料、かつお節、植物油、野菜エキス、昆
布、酸味料、水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）、（原材
料の一部に小麦・ごま・大豆を含む）
マカロニ(小麦を含む)､マヨネーズ(卵を含む)､たまねぎ､にん
じん､まぐろ油漬(大豆を含む)､コーン､分離液状ドレッシング
(りんごを含む)､砂糖､チキンブイヨン､食塩､マスタード､植物
油､醸造酢､こしょう､鰹節抽出液/調味料(アミノ酸)､香辛料抽
出物､酸味料
鶏肉、玉ねぎ、キャベツ、たれ（塩糀、食塩、チキンコンソメ、
チキンエキス、でんぷん、その他）、人参／酒精、調味料（アミ
ノ酸等）、カラメル色素、（一部に鶏肉・乳成分・小麦・大豆を
含む）
人参、大根、みぶな、ごま、ごま油、漬け原材料〔砂糖・異性
化液糖、しょうゆ、食塩、醸造酢、醸造調味料〕、ソルビット、調
味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽
出物、（原材料の一部小麦を含む）
中華麺、卵、中濃ソース、濃厚ソース、キャベツ、半固体状ド
レッシング、トマトミックスソース、植物油、粉末ソース、オイル
ソース（植物油、にんにく末、その他）、粉末植物油脂、かつ
お節、味付塩こしょう、あおさ、加工デンプン、トレハロース、
糊料（加工デンプン、増粘多糖類）、ｐH 調整剤、かんすい、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、乳化剤、酸味料、クチナ
シ色素、カゼイン Nａ、香辛料抽出物、（原材料の一部に小
麦、乳成分、えび、豚肉、鶏肉、大豆、もも、りんごを含む）
【肉ワンタン】具（豚肉、玉ねぎ、大豆たん白、でん粉、乾燥卵
白、しょうゆ、ごま油、しょうが、香辛料、食塩、ポーク香味調味
料）、皮（小麦粉、でん粉、小麦たん白、乳化油脂、食塩）／
調味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、（一部に卵・乳成分・小
麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）・【添付スープ】たん白加水
分解物、食塩、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、砂糖、
オイスターソース（かきエキス（かきエキス、魚醤（魚介類）、水
あめ、食塩、でん粉）、砂糖、デキストリン、食塩、酵母エキ
ス）、濃縮スープ（濃縮ハムスープ、ハム抽出オイル、食塩）、
酵母エキス、オニオンエキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、
酒精、カラメル色素、安定剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香
辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤（魚介類）
を含む）

－ 3 －

頁

注文
番号

47

3328

ふ っ く ら ミ ニ ピ ザ ( マ 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、トマト、バジ
ルゲリータ)
ル、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に大豆
を含む)

47

3332

47

916

48

926

48

927

55

3457

ベーコン&コーンピッ 小麦粉、ナチュラルチーズ、ベーコン、トマトペースト、コー
ン、還元水あめ、イースト、マーガリン、食塩、ラード、りんごパ
ツァ
ルプ、砂糖、にんにく、寒天、りんご酢、香辛料、植物油／増
粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料（有機酸等）、ビタ
ミンＣ、グリシン、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎ
ａ）、酸味料、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉・りんごを含
む）
京野菜九条ねぎ入り 野菜〔キャベツ（国産）、九条ねぎ（京都府）、玉ねぎ（国産）、
ニラ〕、皮（小麦粉、でん粉、食用植物油脂、食塩）、豚肉、ラ
餃子
ード、液卵、パン粉、食塩、砂糖、オイスターソース、でん粉、
にんにく加工品（にんにく、醸造酢）、すりごま、生姜加工品
（生姜、醸造酢）、チキンスープ、野菜ブイヨン、ガーリックペー
スト、トレハロース、酒精、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、
香辛料、酸味料、増粘剤（グァーガム）、カラメル色素、加工で
ん粉（原材料の一部に乳を含む）
マ ル ち ゃ ん 正 麺 ( 塩 めん（小麦粉、食塩、植物油脂、卵白）、添付調味料（ポーク
エキス、食塩、チキンエキス、植物油、ラード、野菜エキス、砂
味)
糖、香辛料、酵母エキス、香味油脂、魚介エキス、デーツ果
汁）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、酒精、
かんすい、炭酸カルシウム、レシチン、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ、ビタミンＥ）、増粘多糖類、クチナシ色素、（原材料の一部
にごま、大豆を含む）
マ ル ち ゃ ん 正 麺 ( 味 めん（小麦粉、食塩、植物油脂、卵白）、添付調味料（みそ、
ポークエキス、食塩、香辛料、香味油脂、野菜エキス、植物
噌味)
油、ラード、砂糖、発酵調味料、デーツ果汁、たん白加水分
解物）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、酒
精、かんすい、炭酸カルシウム、カラメル色素、レシチン、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、クチナシ色素、（原材料の一部にご
ま、鶏肉、ゼラチンを含む）
京都 小川珈琲炭焼 コーヒー、砂糖

商品名

一括表示原材料名

アイスコーヒー(微糖)

55

967

野菜生活 100 直七ミ 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
ックス(季節限定)
（プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、直七（田熊スダチ（高知産 100%））、レモン）／クエン酸、
香料、ビタミン C

－ 4 －

頁

注文
番号

56

975

一番摘み知覧茶

57

3496

57

979

58

3520

58

988

ココナッツサブレ(発 小麦粉、砂糖、ショートニング、植物油脂、ココナッツ、発酵バ
ター、食塩、デキストリン、乳糖、脱脂粉乳、発酵乳パウダー
酵バター)
（殺菌）、バニラシード、果糖ぶどう糖液糖、膨張剤、乳化剤、
香料、酸味料、ソルビトール、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材
料の一部に大豆を含む）
【ぶどう】水あめ、砂糖、濃縮ぶどう果汁、ゼラチン、植物油
果汁グミ(アソート)
脂、でん粉／酸味料、マンニトール、ソルビトール、ゲル化剤
（ペクチン）、香料、光沢剤、（一部にりんご・ゼラチンを含む）
【温州みかん】水あめ、砂糖、濃縮うんしゅうみかん果汁、ゼラ
チン、植物油脂、でん粉／酸味料、マンニトール、香料、ソル
ビトール、ゲル化剤（ペクチン）、光沢剤、（一部にりんご・ゼラ
チンを含む）【いちご】水あめ、砂糖、濃縮いちご果汁、ゼラチ
ン、いちごピューレ、植物油脂、でん粉／酸味料、マンニトー
ル、ソルビトール、ゲル化剤（ペクチン）、香料、光沢剤、（一
部にりんご・ゼラチンを含む）【マスカット】水あめ、砂糖、濃縮
マスカット果汁、ゼラチン、植物油脂、でん粉／酸味料、マン
ニトール、ソルビトール、香料、ゲル化剤（ペクチン）、光沢
剤、（一部にりんご・ゼラチンを含む）
アーモンド、落花生、カシューナッツ、ガルバンソー、植物油
ミックスナッツ
脂、食塩
やわり(羊羹風アイス 砂糖・果糖ぶどう糖液糖、水あめ、乳製品、あん、小豆煮汁、
植物油脂、まっ茶、食塩、でん粉、安定剤（増粘多糖類、ゼラ
&宇治抹茶氷)
チン）、乳化剤、香料、タマリンド色素、クチナシ色素

59

3538

商品名

超・ 細か～いきざみ
納豆

一括表示原材料名
緑茶（鹿児島県産）

[納豆]大豆（カナダまたはアメリカ）（遺伝子組み換えでな
い）、納豆菌、[添付たれ]ぶどう糖果糖液糖、醤油、食塩、か
つおエキス、砂糖、こんぶエキス、酵母エキス、調味料（アミノ
酸等）、酸味料、《たれの原材料の一部に小麦、大豆を含
む》、[添付からし]からし、砂糖、醸造酢、食塩、酒精、酸味
料、着色料（ウコン）、増粘多糖類、香料、調味料（アミノ酸
等）、香辛料
かたくちいわし、食塩、砂糖

60

3555

ナンプラー(魚醤)

60

3561

お～いお茶(さらさら 茶（緑茶・抹茶）、デキストリン/ビタミン C
抹茶入り・スティック
タイプ)

60

3568

成長期応援ヨーグル 生乳、砂糖、乳製品、乳清たんぱく、乳清カルシウム、果糖ぶ
どう糖液糖、ゼラチン、デキストリン、水あめ、卵黄ペプチド／
トセノビック
増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酸味料、香料、ピロリン
酸鉄、ビタミン D
－ 5 －

頁

注文
番号

商品名

61

3569

めんべい(マヨネーズ

61

3570

61

3573

一括表示原材料名

澱粉、いか、マヨネーズ風味調味料、たこ、たれ、植物油脂、
明太子、唐辛子、てんさい糖、食塩／加工澱粉、調味料（アミ
味)
ノ酸等）、甘味料（ソルビット）、乳化剤、増粘剤（キサンタンガ
ム）、酸味料、ｐＨ調整剤、香辛料抽出物、ナイアシン、（一部
に小麦・卵・乳成分・いか・大豆・りんごを含む）
田 野 屋 塩 二 郎 塩 大 白いんげん豆、水飴、餅粉、砂糖、牛乳、小豆、麦芽糖、卵
白、馬鈴薯澱粉、寒梅粉、食塩、トレハロース、調味料（アミノ
福
酸）、酵素（大豆由来）、環状オリゴ糖、乳化剤
ビネグイットビネガー りんご酢、ライム果汁、果糖ぶどう糖液糖、ペパーミントエキ
ス、砂糖／クエン酸、香料、甘味料（スクラロース、ステビア）
ドリンク(ライム&ミン
ト)

－ 6 －

