2017 年
12 月 2 週
（50 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

表

008

紙

1

015

1

021

2

033

9

108

10

114

商品名

一括表示原材料名

&クノールスープ バ ●コーンクリームスイートコーン、乳糖、でん粉、砂糖、デキス
トリン、食用油脂、食塩、脱脂粉乳、全粉乳、酵母エキス、加
ラエティパック
糖脱脂れん乳、香辛料、うきみ（クルトン）、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（グァーガム）、香料、（小麦、大豆を原材料の一
部に含む）●ポタージュでん粉、デキストリン、食用油脂、脱
脂粉乳、砂糖、全粉乳、食塩、野菜（じゃがいも、たまねぎ）、
乳糖、チーズ、酵母エキス、加糖脱脂れん乳、香辛料、うきみ
（パセリ）、調味料（アミノ酸等）、（小麦、大豆を原材料の一部
に含む）●きのこのポタージュでん粉、食用油脂、全粉乳、チ
ーズ、食塩、デキストリン、砂糖、野菜（じゃがいも、たまね
ぎ）、乳糖、ポルチーニ、たまねぎエキス、加糖脱脂れん乳、
酵母エキス、マッシュルーム、香辛料、うきみ（ひらたけ、しょう
ゆ、パセリ）、調味料(アミノ酸等）、ソルビトール、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、（小麦を原材料の一部に含む）
山海ちゃんこ鍋セット 真だら（アメリカ産）、豚ばら肉（国産）、[えび(ベトナム産/養
殖)、食塩、ｐH 調整剤]、とりごぼうつみれ[魚肉すり身、鶏肉、
(醤油味)
種もの(玉ねぎ、ごぼう、人参、生姜)、大豆タンパク（遺伝子組
換えでない）、パン粉、全卵、砂糖、小麦粉、食塩、加工澱
粉、調味料(アミノ酸等)、ソルビット、リン酸塩（Na）]、たこ入り
豆腐つみれ[魚肉すり身、タコ、でん粉、砂糖、和風調味料(米
発酵調味料、水飴、魚介エキス、食塩、酵母エキス、昆布エキ
ス)、大豆たん白、卵白、食塩、植物油、ソルビトール、ﾘﾝ酸塩
(Ｎa)、酸化防止剤(Ｖ．Ｃ、精油除去フェンネル抽出物、Ｖ．
Ｅ)]、濃縮つゆ[醤油、大根、食塩、みりん、チキンエキス、か
つおエキス、しょうが、砂糖、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加
工澱粉、キサンタン)]、(原料の一部に卵、乳成分、小麦、エ
ビ、さば、大豆、鶏肉を含む)
炊き込みごはんの素 ひじき、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、
野菜（ごぼう、にんじん）、こんぶだし、鶏肉、砂糖、米発酵調
(ひじき&とり)
味液、こんにゃく、油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、食
塩、かつおぶし粉末、かつおぶしエキス、調味料（アミノ酸、核
酸、有機酸）、凝固剤（塩化Ｍｇ）
テリーヌショコラ(ピス スィートチョコレート、バター、鶏卵、ホワイトチョコレート、クリ
ーム（乳製品）、ピスタチオ、糖類（砂糖、ブドウ糖、果糖、ショ
タチオ)
糖）、小麦粉、乳化剤、香料 （原材料の一部に大豆を含む）
6 種のハーブを使っ 鶏もも肉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、香辛料、乳た
ん白、植物油脂、しょうゆ／調味料（アミノ酸、核酸）、炭酸水
た!大きなグリルチキ 素Ｎａ、加工でん粉、（一部に卵・乳成分・小麦・鶏肉・大豆を
ン
含む）
徳用ボイルズワイガ

ズワイガニ（米国、ロシア、カナダ、ノルウェー産）、食塩

ニ爪下棒肉(むき身)
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頁

注文
番号

20

359

ぜいたく果実のむヨ 生乳、乳製品、もも果肉・果汁、砂糖、なし果汁・果肉、ぶどう
果汁、果糖ぶどう糖液糖、バナナ果汁、安定剤（増粘多糖
ーグルト(フルーツミ 類）、香料、酸味料
ックス)

22

408

美味もち麦ブレンド

25

463

25

467

ま ぐ ろ の 出 汁 と ろ ろ キハダまぐろ(国産)、とろろ（国産）、乳等を主要原料とする食
品、還元水飴、醤油、みりん、かつお節エキス、ヒトエグサ、食
(青のり風味)
塩、かつお節粉、昆布調味液、でん粉分解物、寒天／増粘
剤（加工でん粉）、（一部にやまいも・乳・小麦・大豆を含む）
北海道産つぶ(生食 ボイルつぶ（つぶ（北海道沖））

商品名

一括表示原材料名

大麦

用)
26

509

27

528

28

532

たこ、たれ（醤油、かつおエキス、植物油、その他）、ごぼう、
人参、油揚げ/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、甘
味料（ステビア）、酸味料、凝固剤、（一部に小麦・乳成分・さ
ば・大豆・ゼラチンを含む）
白身魚と 8 種野菜つ 野菜（玉ねぎ、にんじん、青ねぎ、キャベツ、ごぼう、たけのこ、
れんこん、えだまめ）、魚肉、豚脂、粒状大豆たん白、卵白、コ
みれ(コラーゲン入)
ラーゲン、砂糖、発酵調味液、粉末醤油、食塩、小麦粉、ガラ
スープパウダー、香辛料／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、香辛料抽出物、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚
肉・ゼラチンを含む）
山 口 県 産 萩 の 瀬 付 真あじ（山口県）、食塩
タコ飯の素(2 合用)

き あじ(開き干し)
32

625

ボイル済みで便利な

牛すじ（国産）、牛肉（国産）

国産牛すじ(カット)

34

679

38

760

40

797

赤 鶏 照 り 焼 き ( 生 姜 鶏肉（九州産）、でん粉、たれ（発酵調味料、しょうゆ、砂糖、り
んご、その他）、生姜、しょうゆ、植物油脂、ブドウ糖果糖液
風味)
糖、砂糖、水あめ、小麦粉、みりん、デキストリン、魚醤、食
塩、卵白粉、ゼラチン／増粘剤（加工でん粉）、（一部に小麦・
卵・鶏肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む）
冷たいままでも美味 皮（小麦粉、鶏卵、糖類（砂糖、果糖）、植物油脂、粉末油
脂、はちみつ、食塩）、卵黄、砂糖、生クリーム、牛乳、全粉
しい今川焼(カスター 乳、バニラビーンズシード、デキストリン／増粘剤（加工でん
ドクリーム)
粉）、膨張剤、乳化剤（大豆由来）、グリシン、酢酸Ｎａ、カゼイ
ンＮａ、香料
こんがり香ばし焼お 米（北海道）、しょうゆだれ、しょうゆ、砂糖、かつおぶし調味エ
キス、食塩、みりん、こんぶだし、でん粉／調味料（アミノ酸）、
にぎり(北海道産きら （一部に小麦・大豆を含む）
ら 397 使用)
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

40

798

ひとくちいなり(ゆず)

40

799

からだに思いやりお

原材料名：酢飯（米（国産）、醸造酢、砂糖、食塩）、味付油揚
げ（油揚げ、砂糖、醤油、みりん、食酢、ゆず果汁）、金ごま、
香料、着色料（クチナシ色素）、凝固剤（塩化マグネシウム）、
（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
野菜（キャベツ、小松菜、たけのこ、たまねぎ、黄ピーマン、赤
ピーマン、にんじん、えだまめ（大豆：遺伝子組換えでない）、
とうもろこし（遺伝子組換えでない）、ねぎ）、豚肉、豆腐（大豆
を含む：遺伝子組換えでない）、きくらげ、揚げなす、鶏卵、植
物油脂、まいたけ水煮、しょうゆ、清酒、トマトケチャップ、糖類
（砂糖、麦芽糖）、オイスターエキス、食酢（小麦を含む）、しょ
うがペースト、にんにくペースト、ごま、乾しいたけ、みりん、中
華風調味料（乳成分・鶏肉を含む）、食塩、豆板醤、香辛料、
濃厚かつおだし／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、加工
でん粉、調味料（アミノ酸等）、凝固剤、乳化剤、リン酸塩（Ｎ
ａ）、着色料（パプリカ色素、カラメル）、ｐＨ調整剤
鶏肉、野菜（たまねぎ、にんじん、ごぼう、ねぎ、しょうが）、つ
なぎ（パン粉、卵白、粉末状植物性たん白）、砂糖、水あめ、
清酒、しょうゆ、食塩、脱脂粉乳、粉末水飴、粉末油脂、加工
デンプン、たれ〔しょうゆ、砂糖、みりん、清酒、水あめ、食塩、
香辛料、増粘剤（加工デンプン）〕、揚げ油（なたね油）、（原
材料の一部に小麦を含む）
めん（（小麦粉、食塩、小麦たん白、卵白、酒精、かんすい、
乳酸ナトリウム、トレハロース、卵殻カルシウム、クチナシ色
素）、打粉（加工でん粉））、添付調味料（魚介エキス、醤油、
ラード、ポークエキス、香味油脂、粉末煮干し、食塩、香辛
料、砂糖、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル
色素、増粘多糖類、（原材料の一部に小麦、さばを含む））
【カット野菜】にんじん、じゃがいも、いんげん【ハンバーグ（ビ
ーフシチューソース）】ハンバーグ（合い挽きミンチ（牛肉、豚
肉）、玉ねぎ、牛乳、パン粉、卵、食塩、こしょう）、デミグラスソ
ース（玉ねぎ、トマトペースト、にんじん、チキンエキス、その
他）ぶどう酒赤、炭酸水、玉ねぎ、トマト缶、トマトケチャップ、
にんじん、無塩バター、菜種油、セロリ、コンソメ）、増粘剤（加
工でん粉）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤
（亜硫酸塩）、香料、（原材料の一部に小麦・卵・乳・大豆・牛
肉・鶏肉・豚肉を含む）
ソーセージ、小麦粉、たまねぎ、ナチュラルチーズ、マーガリ
ン、発酵種、イースト、砂糖、食塩、トマトペースト、ラード、香
辛料、脱脂粉乳、還元水あめ、しょう油、ワイン、チキンエキス
調味料、チキンブイヨン、しょうが、植物油、にんにく、レモン
果汁、寒天／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、ピロリン酸
Ｎａ、グリシン、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酸化防
止剤（ビタミンＣ）、着色料（カラメル、カロテン）、ｐＨ調整剤、
発色剤（亜硝酸Ｎａ）、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・
大豆・鶏肉・豚肉を含む）
小麦粉、ナチュラルチーズ、ベーコン、牛乳、植物油、全卵
液、マーガリン、発酵種、砂糖、イースト、食塩、脱脂粉乳／
増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カゼインＮａ、調味料
（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、
香料、カロテン色素、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を
含む）

かず豚肉ときくらげ
の中華風炒めセット

41

816

国産鶏鶏野菜つくね
串

42

844

ニッポンのうまい！ラ
ーメン青森濃厚煮干
し(醤油味)

47

3255

自家製ビーフシチュ
ーソースの手ごねハ
ンバーグセット

49

924

もちもちナーンドッグ
(チーズ&カレー)

49

925

と ろ ～ りロ ー ルピ ザ
(ベーコン&チーズ)
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頁

注文
番号

商品名

49

926

ふんわりフレンチトー

51

938

54

953

たいめいけん玉ねぎ

55

959

北 海 道 産 黒 口 耳 昆 昆布（北海道道南産）

一括表示原材料名

小麦粉、乳等を主要原料とする食品、ナチュラルチーズ、プロ
セスチーズ、全卵液、油脂加工食品、粉末状植物性たん白、
ストサン ド (明太マヨ 植物油、砂糖、ショートニング、食塩、みりん、清酒、辛子めん
チーズ)
たいこ、イースト、牛乳、こんぶ調味液、かつお節調味液、麦
芽粉末、しょう油、香辛料、レモン果汁、デキストリン、寒天、
香味食用油、粉末しょう油、豚脂肪、畜肉エキス、野菜エキス
／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、乳化剤、ｐＨ調整剤、ビタミンＣ、セルロース、着色料（ク
チナシ、アカビート、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、安定剤（増粘多糖類）、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
らくらく炊きたてさつ 無洗米[もち米]さつまいもおこわの具[さつまいも、赤いんげん
豆、砂糖、米発酵調味料、食塩、しょうゆ、鰹節エキス、昆布
まいもおこわ(2 合用) エキス／酸化防止剤(ビタミン C)、乳酸 Ca、（一部に小麦・大
豆を含む）]
食用植物油脂、醤油、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、トマトピュ
ーレー、たまねぎ、食塩、ウスターソース、ぶどう発酵調味料、
ドレッシン グ(黒ラベ ポークエキス、ローストガーリックペースト、増粘剤(キサンタ
ル)
ン)、香辛料、(原材料の一部に小麦、りんごを含む)

布(徳用)

57

967

57

968

59

978

59

983

60

984

大豆(ｶﾅﾀﾞ)（遺伝子組換えでない）、糖類〔ぶどう糖果糖液
糖、砂糖（和三盆糖、三温糖、黒糖蜜)、果糖〕、食塩、本みり
(栗と和三盆)
ん、栗ﾊﾟｳﾀﾞｰ / 香料、安定剤(ｼﾞｴﾗﾝ)
ことりっぷ豆乳飲料 大豆(ｶﾅﾀﾞ)（遺伝子組換えでない）、糖類〔ぶどう糖果糖液
糖、砂糖（和三盆糖、三温糖、黒糖蜜)、果糖〕、食塩、本みり
(栗と和三盆)
ん、栗ﾊﾟｳﾀﾞｰ / 香料、安定剤(ｼﾞｴﾗﾝ)
準チョコレート（砂糖、乳糖、植物油脂、全粉乳、ココアバタ
KitKat(伊予柑)
ー）、小麦粉、植物油脂、乳糖、砂糖、いよかん果汁パウダ
ー、イースト、全粉乳、ココアパウダー、カカオマス、ココアバタ
ー、乳化剤、香料、パプリカ色素、重曹、酸味料、イーストフー
ド、(原材料の一部に大豆を含む)
フーセンガ ムバラエ 砂糖、ぶどう糖、水飴、果汁（オレンジ・イチゴ・グレープ）、で
ん粉、ガムベース、酸味料、増粘剤（アラビアガム）、香料、乳
ティー(5 種詰合せ)
酸カルシウム、ブドウ色素、カラメル色素、アナトー色素、紅花
色素、光沢剤、クチナシ色素、フラボノイド色素
ことりっぷ豆乳飲料

栗つぶ入り一口栗ま
ん

砂糖、小麦粉、白いんげん豆、麦芽糖、鶏卵、水飴、栗、加
糖練乳、植物油脂、還元水飴、寒天、発酵調味料、醤油 /
膨張剤、カゼインＮａ、乳化剤、着色料（クチナシ）、リン酸塩
（Ｎａ）、酸化防止剤（ＶＥ）、調味料（アミノ酸等）、酸味料 （一
部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
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頁

注文
番号

61

3487

62

3499

62

3500

レンジ でチ ンする か 小麦粉、ｺｰﾝｸﾞﾘﾂﾂ、粉末水あめ、卵白粉(卵を含む)、粉末醤
油（大豆を含む）、食塩、植物油脂、麦芽糖、香辛料、酵母ｴｷ
ら揚げ粉(しょうが醤 ｽ／加工でん粉、調味料（ｱﾐﾉ酸）、炭酸ｶﾙｼｳﾑ、ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳ
油味)
ﾑ（乳由来）、ﾘﾝ酸二水素ｶﾙｼｳﾑ、酸味料、D-ｷｼﾛｰｽ、着色
料（ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ）

62

3501

信州八割そば

そば粉、小麦粉、食塩、やまいも粉

62

3504

なんでもごたれ

砂糖、しょうゆ(本醸造)、本みりん、清酒、食塩、水あめ、梅
酢、ガラクトオリゴ糖、黒糖、こんぶエキス、かつお節エキス、
酵母エキス、寒天、（一部に小麦・大豆を含む）

商品名

一括表示原材料名

生パスタ厨房代官山 めん〔小麦粉、液卵、食塩、植物油脂、加工澱粉、酒精、乳酸
Ｎａ、酸味料、クチナシ色素、（原材料の一部に大豆を含
4 種のチーズのカル む）〕、ソース〔ベーコン、乳等を主要原料とする食品、卵黄、
ボナーラ(フェットチー 澱粉、全粉乳、砂糖、小麦粉、ゴルゴンゾーラチーズ、食塩、
植物油脂、ダナブルーチーズ、香辛料、パルメザンチーズ、
ネ)
プロセスチーズ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、増粘剤
(キサンタン)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸 Na)、（原材料の
一部に大豆、豚を含む）〕
ゆかり味付のり(しそ 乾のり（国産）、砂糖、食塩、有機しょう油、鰹節エキス、昆布
エキス、赤しそ抽出液、みりん、果糖ぶどう糖液糖／調味料
風味)
（アミノ酸等）、香料、酸味料、香辛料、（一部に小麦・大豆を
含む）

－ 5 －

頁

注文
番号

商品名

62

3505

成吉思汗たれ

62

3508

スープカレーの作り

62

3509

62

3514

浮千鳥(おかき)

62

3515

こんぶ入り大豆(豆菓 大豆（中国産、遺伝子組換えでない）、昆布、植物油脂、食
塩、砂糖、しょう油、乳糖、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一
子)
部に乳、小麦を含む）

63

3203

63

3524

コアラのマーチお菓 砂糖、小麦粉、植物油脂、カカオマス、でん粉、ショートニン
グ、乳糖、全粉乳、全卵、ホエイパウダー、脱脂粉乳、クリーム
子の家手作りキット
パウダー、食塩、ココアパウダー、ココアバター/膨脹剤、カラ
メル色素、乳化剤（大豆由来）、香料
砂糖、白生あん（いんげん豆）、もち粉、小豆かのこ（砂糖、小
上生菓子(六花)
豆、還元水飴）、でん粉、寒天、白煎粉（もち米）、着色料（ビ
ートレッド、葉緑素、クチナシ）、（原材料の一部に乳成分を含
む）

63

3525

一括表示原材料名
しょうゆ、てん菜糖蜜、砂糖、醸造酢、食塩、たんぱく加水分
解物、玉ねぎ、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、香辛料、に
んにく、ハチミツ、生姜エキス、みりん、オニオンエキス、酵母
エキス、生姜、調味料（アミノ酸等）、酸味料、カラメル色素、
香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

玉ねぎ、動物油脂、トマト、食塩、てん菜糖蜜、カレー粉、しょ
うゆ、にんじん、チキンエキス、にんにく、生姜、フルーツチャ
方(中辛)
ツネ、植物油脂、かつお風味調味料、オニオンエキス、マッシ
ュポテト、コショウ、酵母エキス、バジル、調味料（アミノ酸等）、
増粘剤（タマリンドガム）、カラメル色素、（原材料の一部に小
麦、大豆、豚、りんごを含む）
三島のうどんスープ 食塩、ぶどう糖、粉末しょうゆ、粉末酒、混合節エキス、昆布エ
キス、鰹削り節粉末、乾燥ねぎ、乾燥ねぎ粉末、たん白加水
(粉末タイプ)
分解物、椎茸エキス、でん粉、唐辛子粉末、調味料(アミノ酸
等)、カラメル色素、(原材料の一部として、小麦、大豆を含む)

あんこたっぷりから

もち米（国内産）、砂糖、醤油、海苔、澱粉分解物、加工澱
粉、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

砂糖、もち粉、小豆生あん、小豆、寒天

め餅(北海道産小豆
使用)
裏
表
紙

991

プティゴーフル

無脂肪牛乳、小麦粉、砂糖、ショートニング、卵、牛乳、カカオ
マス、澱粉、マーガリン、イチゴパウダー、食塩、膨脹剤、香
料、酸化防止剤（ビタミン C、ビタミン E）、着色料（ビートレッ
ド）
－ 6 －

頁

注文
番号

裏

992

表
紙

商品名
舟祭り(海老)

一括表示原材料名
澱粉、海老、小麦粉、植物油脂、胡麻、いか、食塩、米粉(国
産)、砂糖、オキアミ、醤油、海苔、たこ、みりん、たん白加水分
解物、アオサ、醗酵調味料、梅シーズニング、わさびシーズニ
ング、果糖ぶどう糖液糖、カツオエキス、酵母エキス、デキスト
リン、卵白、昆布粉末、唐辛子、水飴、昆布エキス、かにエキ
ス、醸造酢、海老エキス、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、乳
化剤、セルロース、着色料(パプリカ色素、紅麹、ベニバナ黄、
クチナシ、アントシアニン)、膨張剤、甘味料(ステビア、カンゾ
ウ、アセスルファムＫ、スクラロース)、水酸化カルシウム、香辛
料抽出物、酸味料、香料、リン酸カルシウム、(原材料の一部
に卵、大豆を含む)

－ 7 －

