2018 年
1 月2 週
（2 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

3

045

チョコレートワッフル

8

091

帝国ホテルコーンク

小麦粉、準チョコレート、チョコレートフラワーペースト、マーガ
リン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう
糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母、植
物油脂 / 加工デンプン、乳化剤、香料、ｐＨ調整剤、増粘
多糖類、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
とうもろこし、牛乳、クリームコーン、砂糖、生クリーム、植物油
脂、小麦粉、食塩、ブイヨンパウダー、でん粉、（一部に小麦・
乳成分を含む）

リームスープ(粒入り)

8

092

8

093

8

094

8

095

8

096

8

101

11

123

野菜（たまねぎ、にんじん）、牛肉、チキンブイヨン（鶏がら、野
菜（たまねぎ、にんじん）、チキンエキス、食塩、香辛料）、トマ
ーフカレー
トピューレー、植物油脂、小麦粉、りんごピューレー、チャツ
ネ、カレー粉、ブイヨンパウダー、ガーリックペースト、しょうが
ペースト、食塩、バター、香辛料、果実調味料／カラメル色
素、pH 調整剤、（一部に小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・りんごを含
む）
帝国ホテルホテルピ ピーナッツ（落花生を含む）、砂糖、乳糖（乳成分を含む）、植
物油脂（大豆を含む）、全粉乳（乳成分を含む）、デキストリ
ーナッツクリーム(ス ン、食塩／乳化剤（大豆由来）、香料（落花生由来）
プレッド)
帝国ホテルキッチン 牛乳、マカロニ、エビ、小麦粉、植物油脂、チキンブイヨン、マ
ーガリン、ナチュラルチーズ、乳又は乳製品を主要原料とする
エビのマカロニグラタ 食品、オニオンソテー、食塩、バター、ホタテエキス、チキンコ
ン
ンソメ、香辛料／増粘剤（加工でん粉）、乳化剤、（一部にえ
び・小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
帝国ホテル英国風ビ

米（国産）、牛乳、エビ、野菜（玉ねぎ、にんじん）、オニオンソ
テー、小麦粉、植物油脂、チキンブイヨン、チーズ、マーガリ
エビのドリア
ン、バター、乳又は乳製品を主要原料とする食品、食塩、香
辛料／乳化剤、香料、ｐH 調整剤、増粘多糖類、カロチノイド
色素、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
帝国ホテルキッチン 糖類（砂糖、転化糖）、小麦粉、鶏卵、乳等を主要原料とする
食品、オレンジピール砂糖漬け、オレンジスライス砂糖漬け、
オレンジケーキ
ショートニング、洋酒、オレンジペースト／香料、膨張剤、乳化
剤、酸味料、酸化防止剤（V.C）、（一部に小麦・卵・乳成分・
オレンジを含む）
トマト&バジルピッツ トマトピッツァ(クラスト(小麦粉、イースト、食塩)、ナチュラルチ
ーズ、ピザソース(トマトピューレー、食塩、その他)、ドライトマ
ァ
ト、トマト・ピューレーづけ、パセリ／ｐH 調整剤、ビタミン C)、バ
ジルピッツァ(クラスト(小麦粉、イースト、食塩)、ナチュラルチ
ーズ、バジルペースト、ドライトマト／ビタミン C)
北海道産さんま開き さんま(北海道)、食塩
帝国ホテルキッチン

干し
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19

311

生クリームヨーグルト

24

440

26

472

27

517

32

626

40

798

41

802

い ち ご & マ ー ガ リ ン いちごジャム：砂糖類（水あめ、砂糖）、いちご／ゲル化剤（ペ
クチン）、酸味料マーガリン：食用植物油脂、食用精製加工油
(ディスペンパック)
脂、食塩、バターミルクパウダー／乳化剤、香料、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、カロチノイド色素、（一部に乳成分・大豆を含む）
山陰産味付アカモク アカモク（山陰沿岸産）、魚介エキス（魚介類）、しょうゆ（大豆
（遺伝子組換えでない）、小麦を含む）、酵母エキス、発酵調
醤 油 味( ね ばね ばタ 味液、かつおエキス、水あめ、砂糖、はちみつ、清酒、魚醤、
イプ)
昆布エキス、椎茸エキス、pH 調整剤（酢酸 Na）、トレハロース
紅しょうが入りたこつ 野菜（玉ねぎ、キャベツ、青ねぎ）、魚肉、たこ、ラード、小麦
粉、パン粉、コラーゲン、紅しょうが、卵白、発酵調味液、しょう
みれ
ゆ、砂糖、タコエキス、食塩、魚介エキス、こしょう／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、酸味料、紅麹色素、（一部に卵・小
麦・大豆・ゼラチンを含む）
お箸で！豚ヒレステ 豚ヒレ肉(チリ産)、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、赤唐辛子、粉
ーキ(ねぎみそ味)
末しょうゆ、寒天、こしょう)、酒精、調味料(アミノ酸等)、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)
レンジであったか弁 精白米（日本）、野菜（にんじん、ほうれん草、たまねぎ、だい
こん）、鶏肉、フライドポテト、わかめ、でん粉、芽ひじき、しょう
当ひじきしそごはん& ゆ、みりん、砂糖、植物油脂（なたね油、米油）、りんご酢、和
チキン煮
風だし、発酵調味料、エキス（かつお、チキン）、青しそ加工
品、醸造調味料、酒、風味調味料、こうじ調味料、しょうがペ
ースト、食塩、にんにくペースト、ごま／調味料（アミノ酸等）、ｐ
Ｈ調整剤、加工でん粉、増粘剤（加工でん粉）、香料、（一部
に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む）
九州産さつまいもの さつまいも（九州）、砂糖、水あめ、植物油脂、ごま

一括表示原材料名
牛乳、乳製品、砂糖、ゼラチン、乳酸菌（殺菌）

大学いも
41

810

41

816

たまねぎ、食肉（豚肉、牛肉）、つなぎ（パン粉(小麦を含む）、
乾燥卵白（卵を含む））、粒状植物性たん白（大豆：遺伝子組
換えでない）、砂糖、牛脂、しょうゆ、ウスターソース（りんごを
含む）、ポークエキス、食塩、香辛料、チキン風味調味料（乳
成分を含む）、植物油脂、衣（パン粉、植物油脂、コーンスタ
ーチ（遺伝子組換えでない）、大豆粉（遺伝子組換えでな
い）、食塩、砂糖、乾燥卵白）、揚げ油（なたね油）／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、乳化剤、着色料（ココ
ア、パプリカ色素）、香料
カット菜の花(千葉県 菜の花
お弁当メンチカツ

南房総産)
50

3289

サッポロ一番みそラ 油揚げめん（小麦粉、ラード、でん粉、植物油脂、食塩、しょう
ゆ、みそ）、スープ（みそ、食塩、香辛料、糖類、ポークエキ
ーメン
ス、ねぎ、かつおエキス、酵母エキス、発酵調味料）、やくみ
（七味唐辛子）、調味料（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、かん
すい、カラメル色素、増粘多糖類、香辛料抽出物、クチナシ
色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、ビタミンＢ２、ビタミン
－ 2 －
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Ｂ１、（原材料の一部に乳成分、ごま、鶏肉を含む）
ス ー プ バ ラ エ テ ィ ー 【コーンスープ】砂糖、コーンパウダー（遺伝子組換えでな
い）、デキストリン、粉末油脂（大豆を含む）、食塩、脱脂粉乳、
セット
乳等を主要原料とする食品、乾燥マッシュポテト（遺伝子組換
えでない）、オニオンパウダー（小麦・豚肉を含む）、チーズパ
ウダー、酵母エキスパウダー、バターミルクエキスパウダー、
香辛料、うきみ・具（乾燥コーン（遺伝子組換えでない））／増
粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（クチ
ナシ黄色素）【ポタージュ】乾燥マッシュポテト（遺伝子組換え
でない）、デキストリン、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、食塩、粉末
油脂（大豆を含む）、オニオンパウダー、チーズパウダー、ビ
ーフ調味料、たん白質濃縮ホエイパウダー、酵母エキスパウ
ダー、香辛料、うきみ・具（クルトン（小麦を含む）、乾燥パセリ）
／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）【ミネストローネ】
食塩、トマトパウダー、砂糖、チキンエキスパウダー(小麦・大
豆を含む）、でん粉、チーズパウダー（乳成分を含む）、たん
白加水分解物、オニオンパウダー、香辛料、野菜エキスパウ
ダー、粉末ソース、粉末油脂、植物油脂、うきみ・具（乾燥キャ
ベツ、乾燥コーン（遺伝子組換えでない）、乾燥にんじん、乾
燥パセリ）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、増粘
多糖類）、着色料（カラメル、パプリカ色素、ベニコウジ色素）、
酸味料、甘味料（アセスルファムＫ）【オニオンスープ】食塩、
砂糖、粉末油脂（大豆を含む）、オニオンパウダー、チキンエ
キスパウダー、チーズパウダー（乳成分を含む）、粉末しょうゆ
（小麦を含む）、香辛料、うきみ・具（乾燥オニオン、乾燥パセ
リ）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、グァーガ
ム）、着色料（カラメル）、ソルビトール、微粒二酸化ケイ素、香
料【牛テール風スープ】食塩、砂糖、ビーフエキスパウダー
（小麦を含む）、粉末しょうゆ、香辛料、野菜香味調味料（乳成
分・鶏肉を含む）、植物油脂、うきみ・具（粒状植物性たん白
（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、乾燥ねぎ）／調味料
（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、微粒二酸化ケイ素、酸味
料、香料、香辛料抽出物
いろいろ使えるカンタ 乾燥たまねぎ、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、りんご酢、食塩、
砂糖、濃縮かつおだし、こしょう、酵母エキス／乳酸カルシウ
ン酢(たっぷりたまね ム、増粘剤（キサンタンガム、加工デンプン）、酸味料、甘味料
ぎ)
（スクラロース）、香辛料

52

938

54

949

54

951

やまやめんたいマヨ 食用植物油脂、醸造酢、卵黄、焼辛子めんたいこ、糖類（砂
糖・ぶどう糖果糖液糖）、食塩、乳清たん白、唐辛子、調味料
ネーズタイプ(辛子明 （アミノ酸等）、増粘剤（タマリンド）、ゆず、ソルビット、酸化防
太子入り)
止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ、ヤマモモ抽出物）、ｐＨ調整剤、
香辛料抽出物、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（原材料の一部に卵、
乳成分、小麦、大豆を含む）

55

959

焼きばら海苔とあお あおさ（国産）、乾海苔（国産）
さ(国産原料使用)
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57

3414

愛媛ポンカンサイダ

ポンカン、果糖ぶどう糖液糖、炭酸、酸味料、香料、甘味料
（アセスルファム K、スクラロース、アドバンテーム）、カロチン
色素、ビタミン C

ー

58

3438

あなたのブレンド

コーヒー豆(生豆生産国名ブラジル、コロンビア、インドネシ
ア、ホンジュラス)

58

971

「冷え知らず」さんの

砂糖、脱脂粉乳、乳糖、クリーミングパウダー、デキストリン、ジ
ンジャーパウダー、キャラメル、カフェインレス紅茶エキス、シ
ナモン、クローブ、リュウガンエキス、ナツメエキス／糊料（キサ
ンタン）、カラメル色素、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

生姜チ ャイ(ステ ィッ
クタイプ)

砂糖、小麦粉、鶏卵、果糖、生姜、デキストリン、ぶどう糖、マ
ーガリン、香料、カロチン色素、（原材料の一部に大豆を含
む）

59

3454

生姜せんべい

60

981

きなこ餅もなか(胡桃 砂糖、手亡豆、水飴、粉末マルチトール、くるみ、最中皮（もち
米）、もち粉、麦芽糖、きな粉（国産）、寒天/乳化剤、（一部に
{くるみ}入り)
乳成分・大豆・くるみを含む）

62

3508

ちぎりレタスドレッシ
ング(ごましょうゆ味)

62

3512

63

3522

63

3529

しょうゆ、砂糖、食用植物油脂（ごま油、なたね油、大豆油）、
醸造酢、玉ねぎ、食塩、発酵調味液、酒精、調味料（アミノ酸
等）、ごま、ジンジャーエキス、にんにく、赤唐辛子、増粘剤
（キサンタン）、（原材料の一部に小麦を含む）

すくすくカルピスキッ 砂糖、脱脂粉乳、乳酸菌飲料、ミルクカルシウム、デキストリ
ン、乳酸菌（殺菌）、ビフィズス菌（殺菌）／酸味料、香料、安
ズ
定剤（ペクチン、大豆多糖類）、（一部に乳成分・大豆を含む）
小麦粉、野菜（玉ねぎ、キャベツ）、ソース（中濃ソース、ウスタ
皇蘭焼きそばまん
ーソース）、ゆで麺（小麦粉、粉末状植物性たん白、食塩）、
豚肉、砂糖、液卵、でん粉、植物油（大豆油、菜種油）、イー
スト、ラード、カツオ粉、食塩、調味料（アミノ酸等）、加工でん
粉、増粘剤（加工でん粉）、ベーキングパウダー、カラメル色
素、香辛料、かんすい、甘味料（甘草）、リパーゼ、（原材料の
一部に乳、鶏肉、もも、りんごを含む）
マ ・ ク ルー ル ハニ ー 乳等を主要原料とする食品､鶏卵､砂糖､はちみつ加工品､ヘ
ーゼルナッツペースト､レモンジュース､牛乳､小麦粉､ショート
ポ ッ ト ( レ モ ン ＆ ナ ッ ニング､水あめ､マーガリン､洋酒(オレンジを含む）､アーモン
ツ)
ド､食用植物油脂､乳蛋白､塩､増粘剤（加工でん粉､増粘多糖
類）､トレハロース､乳化剤(大豆を含む）､グリシン､香料､セルロ
ース､ホエイソルト､pH 調整剤､リン酸塩(Na)､脂肪酸類､酸化
防止剤（Ｖ.Ｅ）、着色料（アナトー）＜チョコレート部＞砂糖､カ
カオバター、全粉乳、カカオマス、植物性油脂、乳化剤（大豆
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を含む)、香料
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