2017 年
11 月 5 週
（48 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

一括表示原材料名

2

029

国産豚で作ったミニ

キャベツ（国産）、豚肉（国産）、豚脂（国産）、オニオンソテ
ー、パン粉、液卵、ポークエキス、香辛料、ホタテエキス／調
味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、（一部に卵・小麦・豚肉を
含む）

ロールキャベツ

2

035

5

056

6

067

札幌 にとりのけやき 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／加工でん粉、かんすい、ソルビット、着色料（クチ
味噌ラーメン
ナシ色素、V．B２）、（一部に卵・小麦・大豆を含む）〕、打粉
（加工でん粉）スープ〔味噌、豚油脂、砂糖、食塩、生姜ペー
スト、醤油、ガーリックペースト、トウチ味噌調味料、調味油、
唐辛子、とびうお煮干し粉末、いわし煮干し粉末／調味料（ア
ミノ酸等）、酒精、カラメル色素、酸化防止剤（V.E）、香料、
（一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごまを含む）〕
砂糖、小麦粉、卵、バター、蒸し栗、白餡、ココアバター、カカ
六花亭チョコマロン
オマス、ラム酒、牛乳、アーモンド粉末、オリーブ油、ココア、
米粉、ローマッセ、クリームパウダー(乳製品)、食塩、醸造酢、
水飴、バニラビーンズ、膨張剤、香料、植物レシチン(大豆由
来)
ボイル紅ずわいかに 紅ずわいがに、食塩
棒身(むき身)

9

095

徳用シーフードミック
ス(いか・えび・あさり)

9

096

三陸産秋鮭のカツレ
ツ(チーズ&チーズ)

いか、えび、あさり、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部にえ
び・いかを含む）

さけ、プロセスチーズ、チーズフード（ナチュラルチーズ、バタ
ー）、衣（パン粉、小麦粉、コーンフラワー、大豆繊維、卵白
粉、食塩）／加工でん粉、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・
さけ・大豆を含む）

9

100

国産真いかやわらか スルメイカ（国産）、糖類（砂糖、水あめ）、醤油（小麦・大豆を
含む）、みりん、食塩、こんぶエキス、かつおエキス／着色料
煮
（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサ
ンタン）、ミョウバン

10

107

10

108

日清のどん兵衛 (天 油揚げめん（小麦粉、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん
白、醤油）、かやく（天ぷら）、スープ（糖類、食塩、魚介エキ
ぷらそば)
ス、醤油、かつおパウダー、野菜エキス、ねぎ、たん白加水分
解物、七味唐辛子、魚介調味油、香味油）、加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、カラメル色素、炭酸Ｃａ、酸
味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチノイド色素、香料、ベニ
コウジ色素、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（原材料の一部に卵、
乳成分、えび、さば、ごまを含む）
日 清 の ど ん 兵 衛 ( き 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆
食物繊維）、かやく（味付油揚げ、かまぼこ）、スープ（食塩、
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番号

商品名

一括表示原材料名

醤油、糖類、魚粉、魚介エキス、七味唐辛子、ねぎ、昆布エキ
ス、魚介調味油、香味油）、加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（アラビアガム）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、カラメ
ル色素、ｐＨ調整剤、酸味料、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、香料、パプリカ色素、クチナシ色素、ビタミンＢ２、ベニコ
ウジ色素、ビタミンＢ１、（原材料の一部に乳成分、さば、ごま、
ゼラチンを含む）
永 谷 園 の お 茶 づ け 調味顆粒（食塩、砂糖、抹茶、昆布粉）、あられ、海苔、調味
料（アミノ酸等）
海苔
つねうどん)

10

110

10

112

11

117

12

132

12

133

21

369

コーヒー豆（生豆生産国名：<コロンビア・ブレンド/コロンビア、
ブラジル、他><ブラジル・ブレンド/ブラジル、インドネシア、他
ボックス アソート(ス ><モカ・ブレンド/エチオピア、ブラジル、他><キリマンジャロ・
ティックタイプ)
ブレンド/タンザニア、ブラジル、他>
国産りんごのドライフ りんご（国産）、糖類（ぶどう糖、砂糖）、食塩／トレハロース、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、乳酸Ｃａ、アルコール
ルーツ
マキシムブラックイン

めん[パスタ風生めん（小麦粉、植物性たん白、食塩）、植物
油脂、ショートニング ／ 加工でん粉、調味料（アミノ酸）]、
ゼ(糖質 30%off 麺使 牛肉、揚げなす、トマトペースト、野菜（玉ねぎ、にんにく）、砂
用)
糖、ビーフシーズニング調味料、植物油脂、野菜ソテーペー
スト、ワイン、マーガリン、食塩、オニオンペースト、動物たん白
加水分解物、香味食用油、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）、着色料
（カラメル）、香料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を
含む）
脂肪ゼロ more(ストロ 乳製品、砂糖、いちごソース、食物繊維、卵黄、乳酸菌／安
定剤（増粘多糖類、セルロース）、香料、酸味料、（一部に卵・
ベリーミックス)
乳成分を含む）
揚げなすのボロネー

ピ ピ ピ デ ィ ズ ニ ー ナチュラルチーズ、ミルクカルシウム、乳化剤、クエン酸鉄 Na
(鉄分カルシウム入
り)

25

460

沖 縄 県 産 ソ デ イ カ ソデイカ（沖縄県産）
(タルイカ)スライス
真ダラ白子（アメリカ）、トレハロース

27

525

真ダラ白子(加熱用)

33

651

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、
卵たん白、でん粉、乳たん白）、糖類（水あめ、砂糖、ぶどう
ンクフルト
糖）、食塩、脱脂粉乳、香辛料、シーズニングミックス、粉末し
ょうゆ、ポークエキス調味料、調味料（アミノ酸等）、加工でん
粉、リン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤、
保存料（ソルビン酸）、増粘多糖類、カゼインＮａ、発色剤（亜
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番号

36

724

38

764

40

796

40

802

41

809

42

827

商品名

一括表示原材料名

硝酸Ｎａ）、くん液、着色料（カラメル、クチナシ、カカオ、コチ
ニール、アナトー）、キシロース、酢酸（Ｎａ）、香辛料抽出物、
（原材料の一部に卵、乳成分、小麦、牛を含む）
野菜（たまねぎ、さやいんげん、にんじん）、粉末状大豆たん
もち入りがんも
白、植物油脂、鶏卵、きくらげ、もち米粉、小麦粉、砂糖、食
塩、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、魚介エキス、還元澱粉分
解物、ゼラチン、揚げ油（植物油脂）／加工でん粉、（一部に
小麦・卵・大豆・ゼラチンを含む）
もっちりた い焼き (カ 皮[小麦粉、鶏卵、でん粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ショートニ
ング、脱脂粉乳、食塩、卵黄粉、植物油脂（なたね油、コーン
スタード)
油）]、フラワーペースト［糖類（砂糖、水あめ）、なたね油、乳
等を主要原料とする食品、鶏卵、乳たん白、洋酒］／加工で
ん粉、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、ベーキングパウダ
ー、グリシン、カロチノイド色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆を含む）
からだに思いやり弁 精白米（国産）、野菜（たまねぎ、じゃがいも（遺伝子組換えで
ない）、にんじん、ブロッコリー、とうもろこし（遺伝子組換えで
当チキンライス&デミ ない）、キャベツ、えだまめ（大豆：遺伝子組換えでない）、い
グラスハンバーグセ んげん、赤ピーマン）、ハンバーグ（卵・乳成分・小麦・牛肉・
大豆・豚肉を含む）、トマトケチャップ、鶏肉、半固体状ドレッシ
ット
ング（りんご・ゼラチンを含む）、砂糖、植物油脂、発酵調味
液、デミグラスフレーク、みりん、食塩、オニオンパウダー、チ
キンエキス、こうじ調味料、バター、ワイン、酵母エキス、チキン
コンソメ、香辛料／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん
粉、増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル、パプリカ色
素）、香料、酸味料、香辛料抽出物
精白米、みそ、カツオブシエキス、発酵調味料、砂糖、食塩、
みそ焼きおにぎり
植物油脂【大豆を含む】、風味調味料【乳成分を含む】、調味
料（アミノ酸等）
彩り野菜とパスタ の 【オーロラソース味】野菜（ブロッコリー、とうもろこし（遺伝子組
換えでない）、たまねぎ、ピーマン、にんじん）、マカロニ（デュ
サラダ(2 種のソース) ラム小麦のセモリナ）、トマトケチャップ、半固体状ドレッシン
グ、植物油脂、油脂加工品、食塩、砂糖、香味油、香辛料／
増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、
グリシン、酢酸Ｎａ、香辛料抽出物、乳化剤、着色料（カロチ
ン）、（一部に卵・乳成分・小麦を含む）【和風ソース味】マカロ
ニ（デュラム小麦のセモリナ）、野菜（とうもろこし（遺伝子組換
えでない）、ピーマン、たまねぎ、えだまめ（大豆：遺伝子組換
えでない）、にんじん）、しょうゆ、植物油脂、醸造酢、砂糖、食
塩、香味油、香辛料／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、調味料（アミノ酸）、グリシン、酢酸Ｎａ、乳化剤、（一部に
卵・小麦・大豆を含む）
紫陽花監修醤油らぁ めん〔小麦粉、食塩／酒精、加工デンプン（打粉）、かんす
い、乳酸ナトリウム、（一部に小麦を含む）〕 液体スープ〔チキ
麺
ンオイル、チキンエキス、チキンブイヨン、食塩、しょうゆ、ゼラ
チン、昆布エキス、煮干エキスパウダー、酵母エキス／ソルビ
ット、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、酸化防止
剤（Ｖ.Ｅ）、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン
を含む）〕 醤油だれ〔しょうゆ、発酵調味料、昆布エキス、（一
部に小麦・大豆を含む）〕
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注文
番号

45

3223

梅ぼし(うす塩味)

47

3244

49

3284

50

3287

自家製蓮根ソースの 【カット野菜】にんじん、じゃがいも、いんげん【ハンバーグ（蓮
根ソース）】ハンバーグ（合い挽きミンチ（牛肉、豚肉）、玉ね
手ごねハンバーグセ ぎ、牛乳、卵、パン粉、食塩、こしょう）、ソース（蓮根、玉ねぎ、
ット
みりん、醤油、しょうがおろし、砂糖、にんにくおろし、片栗粉、
菜種油、酸化防止剤（ビタミン C)、pH 調整剤）、（原材料の一
部に小麦・乳・卵・大豆・牛肉・豚肉を含む）
ナン(小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩、イース
ナンのピザ(カレー)
ト、麦芽)、カレーソース(野菜（たまねぎ、にんじん）、小麦粉、
豚脂肪、その他)、ナチュラルチーズ、ソーセージ、パセリ粉／
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム）、カラメル色素、焼
成カルシウム、ビタミンＣ、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏
肉・豚肉・りんごを含む)
REGALO スパゲッテ デュラム小麦のセモリナ

商品名

一括表示原材料名
梅、漬け原材料〔食塩、還元水飴、砂糖、発酵調味料〕、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、ユッカ抽出物、ビタミン B1（原材料
の一部に大豆を含む）

ィ(1.5mm)
しろしょうゆ、食塩、だし（煮干いわし、さばぶし、かつおぶし、
こんぶ、しいたけ）、砂糖、こいくちしょうゆ / 調味料（アミノ酸
等）、アルコール（一部に小麦・大豆・さばを含む）

53

951

白だし(白しょうゆ味)

57

970

みかんジュース(スト うんしゅうみかん
レート果汁 100%)

58

974

59

977

ド ルチ ェ・ バ ナナ ( ケ 乳等を主要原料とする食品（食用植物油脂、乳製品、砂糖、
乳脂肪、加糖卵黄）、鶏卵、砂糖、牛乳、小麦粉、バナナピュ
ーキ)
ーレ、還元水飴、加糖卵黄、ココアパウダー、透明上掛けゼリ
ー（還元水飴、砂糖、水飴）、マーガリン、コーンスターチ、食
用植物油脂、乳化剤、香料、膨脹剤、リン酸塩（Ｎａ、Ｃａ）、酸
味料、糊料（ペクチン）、着色料（ベニバナ黄、カロテン）、ｐＨ
調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ、Ｖ．Ｅ）、（原材料の一部に大豆
を含む）
味しらべ(2 種アソー ●味しらべ うるち米（国産）、植物油脂、グラニュー糖、米粉
（国産）、ぶどう糖、粉末しょうゆ、食塩／調味料（アミノ酸等）、
ト)
カラメル色素、（一部に小麦・大豆を含む）●味しらべ アーモ
ンドキャラメルうるち米（国産）、植物油脂、グラニュー糖、米粉
（国産）、ぶどう糖、キャラメル風味パウダー、食塩、三温糖、
アーモンド／香料、調味料（アミノ酸）、乳化剤、（一部に乳成
分・大豆を含む）
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頁

注文
番号

59

981

金時いもチップス(国 さつま芋（国内産）・砂糖（種子島産粗糖）・植物油脂（国内産
米油）
産米油使用)

62

3504

海苔ふりかけさるか

商品名

に合戦(海苔ごま)

62

3505

甲州あばれほうと う
(2 人前)

一括表示原材料名

ごま、のり、糖類（砂糖、乳糖、ブドウ糖）、澱粉、食塩、鰹削り
節、しょう油、昆布粉末、魚介エキス、えび粉末、みりん、醸造
酢、蛋白加水分解物、デキストリン、酵母エキス／調味料（アミ
ノ酸等）、卵殻Ｃａ、着色料（カラメル、紅こうじ）、酸味料、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、香辛料、（一部に小麦・卵・乳成分・え
び・ごま・大豆を含む）
めん[小麦粉、食塩、加工でんぷん]、添付調味料[みそ、砂
糖、かつおエキス、酵母エキス、チキンエキス、しいたけエキ
ス、ごま、かつお節、オイスターソース、ごま油、ねぎエキス、
アルコール、カラメル色素、（原材料の一部に小麦を含む）]

62

3506

つぶあん(カップ入り)

砂糖、小豆、寒天、食塩

62

3507

こしあん(カップ入り)

砂糖、小豆、寒天、食塩

62

3519

ボイスケアのど飴(ハ 砂糖、水飴、ハーブエキス、プロポリス抽出物、果実エキス（オ
レンジ・りんごを含む）、オリーブ葉抽出物、香料、カラメル色
ーブキャンディ)
素

62

3522

63

3526

ベビーダノン(緑の野 生乳、乳製品、りんごピューレ、糖類（砂糖、乳糖）、野菜汁
（ほうれん草、トマト、キャベツ、小松菜、レタス、ブロッコリー、
菜 10)
アスパラガス、ケール、パセリ）、乳たんぱく、グリーンピースペ
ースト、りんご果汁、増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖類）、酸
味料
博多 華味鳥親子丼 鶏肉（九州産）、玉ねぎ（国産）、親子丼返し（みりん、しょうゆ、
砂糖、たん白加水分解物、発酵調味料、水あめ）、白だし（か
の具
つお節、昆布）、鶏がらスープ、砂糖、かつおだし、（原材料の
一部に小麦、鶏肉、大豆を含む）

64

3554

り ん ご 酢 で 美 味 し く 片口いわし、りんご酢、砂糖、かつお節エキス、蜂蜜、みりん、
（原材料の一部にりんごを含む）
仕上げた無添加や
わらか小魚(国産いり
こ使用)
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