2018 年
1 月3 週
（3 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。
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6
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8
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商品名

一括表示原材料名

即 席 み そ 汁 詰 合 せ 調味みそ：【合わせみそ】米みそ（大豆を含む：遺伝子組換え
でない）、食塩、砂糖、たん白加水分解物、かつおぶし粉末、
(生みそタイプ)
酵母エキス、米発酵調味液、煮干し粉末、かつおエキス、そう
だかつおぶし粉末、こんぶエキス／アルコール、調味料（アミ
ノ酸等）【白みそ】米みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでな
い）、食塩、砂糖、たん白加水分解物、かつおぶし粉末、酵母
エキス、米発酵調味液、煮干し粉末、かつおエキス、そうだか
つおぶし粉末、こんぶエキス／アルコール、調味料（アミノ酸
等）【赤だしみそ】豆みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでな
い）、米みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、食塩、砂糖、たん
白加水分解物、かつおぶし粉末、酵母エキス、米発酵調味
液、煮干し粉末、かつおエキス、そうだかつおぶし粉末、こん
ぶエキス／アルコール、調味料（アミノ酸等）具材：【わかめの
具】わかめ、乾燥ねぎ【油あげの具】わかめ、油揚げ（大豆を
含む：遺伝子組換えでない）、乾燥ねぎ／凝固剤【長ねぎの
具】乾燥長ねぎ、わかめ
フライパンで!!骨取り さば（ノルウェー産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、しょうが、衣
（ばれいしょでん粉（遺伝子組換え不分別））
さば竜田あげ(しょう
ゆ風味)

11

123

12

130

12

133

12

140

13

149

26

453

洋 食 亭 ハ ン バ ー グ 食肉（鶏肉、牛肉、豚肉）、たまねぎ、つなぎ（パン粉、卵白、
でん粉、乳たん白、豚肉たん白）、牛脂、しょうゆ、ドライオニ
(自家製和風玉ねぎ オン、食塩、酵母エキス調味料、香辛料、酵母エキス、植物油
ソース入り)
脂/ 調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、ソース[たまねぎ、しょ
うゆ、醸造酢、砂糖、香辛料/ 増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ン）、調味料（アミノ酸）]、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大
豆・鶏肉・豚肉を含む）
たけのこの里(プチパ 砂糖、小麦粉、全粉乳、カカオマス、ショートニング、鶏卵、植
物油脂、ココアバター、卵白、マーガリン、アーモンドペース
ック)
ト、乳糖、脱脂粉乳、食塩、クリーミングパウダー、麦芽エキ
ス、乳化剤（大豆を含む）、膨脹剤、香料
C.C.レモン (はち み 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン果汁、はちみつ、ミント
エキス、ビタミン C、香料、酸味料、ベニバナ色素、ナイアシ
つきんかん)
ン、ビタミン B6、カロチン色素
大麦(もち麦)
もち麦ごはん(大麦)

原宿ドッグ(カスター 卵白、砂糖、小麦粉、鶏卵、植物油脂、加糖卵黄、牛乳、粉
末油脂、脱脂粉乳、バニラビーンズシード／増粘剤（加工で
ド)
ん粉）、グリシン、香料、（一部に小麦・卵・乳成分を含む）
あん&マーガリン(ディ あん：砂糖、あずき、還元水あめ／増粘多糖類マーガリン：食
用植物油脂、食用精製加工油脂、食塩、バターミルクパウダ
－ 1 －
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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）
冷凍ベビーホタテ(加 ボイルほたて貝（北海道産）
スペンパック)

27

487

熱用)
このしろ（国産）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食
塩、おぼろ昆布（ゼラチン）、こんぶ調味エキス、米黒酢／調
味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、酒精、（一部にゼラチ
ンを含む）

28

508

昆布じめこはだ

32

598

38

714

40

759

40

775

国産野菜が入った国 豚モモ肉（国産）、たれ（しょうゆ、砂糖、発酵調味料、味噌、
すりりんご、デーツ果汁、すりにんにく、にんじん、醸造酢、ご
産豚スタミナ焼き(味 ま油、でん粉、すりごま、食塩、長ねぎ、すりしょうが、清酒、ぶ
付肉)
どう酢、たまねぎエキス、香辛料、酵母エキス）、ニラ（国産）、
人参（国産）、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、大豆、豚
肉、りんご、ごまを含む）
衣がサクサクのコロ 野菜（ばれいしょ、たまねぎ）、砂糖、牛肉、粒状植物性たん
白、小麦粉、食塩、香辛料、衣（パン粉、植物油脂、小麦粉、
ッケ(牛肉入り)
粉末卵白、ショートニング）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、
増粘多糖類、カロチノイド色素、（一部に小麦・卵・乳成分・牛
肉・大豆を含む）
レ ン ジ で コ ロ ち ゃ ん じゃがいも、デキストリン、乾燥マッシュポテト、マーガリン、水
あめ、たらこ、牛乳、半固体状ドレッシング、砂糖、食塩、小麦
明太マヨいももち
粉、ゼラチン、植物油脂、乾燥調味たらこ、バター、香辛料、
酵母エキス、衣（パン粉、小麦粉、加工米粉、脱脂大豆粉末、
ぶどう糖、でん粉）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、トレハ
ロース、香料、着色料（ベニコウジ色素、カロチノイド）、調味
料（アミノ酸等）、増粘多糖類、（一部に乳成分・卵・小麦・大
豆・鶏肉・ゼラチンを含む）
ショコラデニッシュブ 小麦粉、チョコレートフラワーペースト、ファットスプレッド、砂
糖、チョコレート、全卵、ホイップクリーム、ショートニング、パン
レッド
酵母、食塩、加工デンプン、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、
乳化剤、ビタミンＣ、カロチン色素、（原材料の一部に乳成分、
大豆を含む）

40

776

42

818

石窯で焼いたレーズ 小麦粉、レーズン、くるみ、全卵、ショートニング、砂糖、ライ麦
粉、パン酵母、植物油脂、粉乳、粗塩、ラム酒、ビタミンＣ、香
ン&くるみロール
料
ふわとろチーズオム 米（国産）、全卵、野菜（たまねぎ、コーン、にんじん）、トマトペ
ースト、チーズ、鶏肉、粉末水あめ、植物油脂、トマトケチャッ
ライス(完熟トマトの プ、還元水あめ、乳等を主要原料とする食品、ベーコン、食
ソース)
塩、砂糖、ワイン、加工油脂、クリーム、粉末卵白、卵加工品、
チキンブイヨン、チキンコンソメ、ゼラチン、たまねぎパウダー、
チーズ加工品、大豆多糖類、香辛料、ミルク風味パウダー、
酵母エキスパウダー、パセリ／増粘剤（加工でん粉、キサンタ
ン）、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、着色料（カロ
チノイド、カラメル）、香料、ｐＨ調整剤、酸味料、加工でん粉、
酢酸（Ｎａ）、貝Ｃａ、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
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44

3223

南蛮エビ塩ラーメン

45

876

五目がんも

47

904

しそ割(大根酢漬)

48

909

刻み生姜と梅の混ぜ 生姜､梅漬｛梅､漬け原材料(梅酢､食塩､ぶどう糖果糖液糖､発
酵調味液)｝､砂糖混合ぶどう糖果糖液糖､醸造酢､醗酵調味
ごはんの素(2 合用)
料､食塩､しその葉､調味料(アミノ酸)､野菜色素､酸味料

49

3272

本ずわいがに棒寿し

50

915

51

921

52

3322

商品名

一括表示原材料名
【めん】小麦粉、米粉、小麦たん白、卵白、食塩、酒精、かん
すい、クチナシ色素、打ち粉（加工でん粉）【スープ】ポークエ
キス、南蛮エビ頭エキス、食塩、動物油脂、蛋白加水分解
物、南蛮エビオイル、砂糖、乳糖、酵母エキス、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（キサンタン）、加工でん粉、カラメル色素、（原
材料の一部に小麦、乳、えび、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを
含む）
大豆（国産）（遺伝子組換えでない）、植物油脂、枝豆、人参、
椎茸、胡麻、昆布、山芋、食塩、凝固剤〔塩化マグネシウム含
有物（にがり）〕
だいこん、しそ、漬け原材料〔糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液
糖）、調味酢（醸造酢、赤梅酢、果糖ぶどう糖液糖）、食塩、醸
造酢、発酵調味料、しょうゆ、たん白加水分解物〕/酒精、調
味料（アミノ酸等）、香料、酸味料、酸化防止剤（V.C)、ビタミン
B1、果実色素、（一部に小麦を含む）

米(国産)、ズワイガニ、錦糸玉子、カニ味噌マヨネーズ、カラフ
トししゃも卵、海苔、醸造酢、添付わさび、添付ガリ、添付醤
油、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、加工デンプン、着色料
(カロチン色素、紅麹、ウコン、クチナシ)、カゼインＮａ、香辛料
抽出物、酒精、酸味料、V.C、甘味料(ステビア)、漂白剤(亜硫
酸塩)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、カニ、大豆を含む)
おから、砂糖、にんじん、豆乳、しょうゆ、焼きちくわ、長ねぎ、
うの花
植物油脂、米発酵調味料、こんにゃく、だし（そうだ節、さば
節、かつお節、こんぶ）、でん粉、醸造酢、乾燥しいたけ、酵
母エキス、食塩、ｐＨ調整剤、加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、炭酸Ｃａ、水酸化Ｃａ、Ｖ．Ａ、Ｖ．Ｅ、（原材料の一部に小
麦・豚肉を含む）
煮豚のおいしい肉ま 皮（小麦粉、砂糖、豚脂、イースト、粉末状植物性たん白、卵
たん白）、具（豚肉、たまねぎ、砂糖、しょうゆもろみ（大豆を含
ん
む）、パン粉、豚脂、オイスターソース、ごま油、チキンエキス、
ポークエキス、ＸＯ醤（えびを含む）、しょうが、食塩、香味油、
卵たん白、ゼラチン、香辛料）／加工でん粉、調味料（アミノ
酸）、膨張剤、酢酸Ｎａ、トレハロース、グリシン、着色料（カラメ
ル）、リン酸Ｎａ
サッポロ一番しょうゆ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、糖類、粉末卵）、スー
プ（糖類、食塩、しょうゆ、小麦粉、豚脂、香辛料、チキンエキ
味(ミニ)
ス、たん白加水分解物、植物油脂）、かやく（キャベツ、鶏・豚
味付肉そぼろ、コーン、人参、ねぎ）、加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナ
シ色素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミ
ンＢ１、（原材料の一部に乳成分、ごまを含む）
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52

3323

54

3349

54

941

56

950

商品名

サッポロ一番しょうゆ 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、糖類、粉末卵）、スー
プ（糖類、食塩、しょうゆ、小麦粉、豚脂、香辛料、チキンエキ
味(ミニ)
ス、たん白加水分解物、植物油脂）、かやく（キャベツ、鶏・豚
味付肉そぼろ、コーン、人参、ねぎ）、加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、クチナ
シ色素、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＢ２、ビタミ
ンＢ１、（原材料の一部に乳成分、ごまを含む）
おばあちゃんのねぎ 味噌、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、発酵調味料、黒酒、
でん粉、こんぶエキス、かつお節エキス、（一部に大豆を含
ぬたのたれ
む）
五目炊き込みごはん しょうゆ、にんじん、ひじき、黒こんにゃく、ごぼう、本みりん、還
元水飴、えのきたけ、みずな、あぶらあげ、食塩、昆布エキ
(2 合用)
ス、酵母エキス、たん白加水分解物、カツオエキス、醸造酢、
水酸化 Ca(こんにゃく用凝固剤）、豆腐用凝固剤、乳酸 Ca、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
紀州の香梅ぽん酢
(南高梅使用)

56

952

57

955

59

965

一括表示原材料名

しょうゆ（本醸造）、梅酢、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸
造酢、梅肉、かつおぶしエキス、食塩、梅肉エキス、酵母エキ
ス、調味料（アミノ酸等）、香料、（原材料の一部に小麦、大豆
を含む）

調味みそ（米みそ、醸造調味料、砂糖、魚介エキス、チキンオ
イル、食塩、ガーリックパウダー、チキンエキス、香辛料）、塩こ
甘口麹鍋スープ(スト うじ、米みそ、砂糖、甘酒、しょうゆ、食塩、昆布エキス、かつ
レートタイプ)
お節エキス、発酵調味料、酵母エキスパウダー、香辛料／調
味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含
む）
白ごま、食塩、乳糖、黒ごま、のり、でん粉、砂糖、梅、デキス
男梅ふりかけ
トリン、赤しそ、醤油、梅粉末、しそ液、あおさ、梅酢、抹茶、植
物蛋白加水分解物、還元水あめ、昆布、しじみエキス、昆布
エキス、チキン粉末、みりん、香辛料、清酒、ほたてエキス、か
きエキス、えびエキス、魚醤粉末、粉あめ、あさりエキス、ごま
油／調味料(アミノ酸等）、酸味料、卵殻カルシウム、加工デン
プン、着色料（紅麹、カラメル、アントシアニン）、甘味料(甘
草）、香料、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、(一部に卵・乳成分・小麦・え
び・ごま・大豆・鶏・豚を含む)
野菜生活 100 デコポ 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
ンミックス
（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（オ
レンジ、りんご、デコポン（熊本産１００％）、うんしゅうみかん、
レモン）／ビタミンＣ、香料、クエン酸
まつやとり野菜みそ
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注文
番号

59

966

野菜生活 100 デコポ 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
ンミックス
（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（オ
レンジ、りんご、デコポン（熊本産１００％）、うんしゅうみかん、
レモン）／ビタミンＣ、香料、クエン酸

59

969

カルシウムパーラー

商品名

(特定保健用食品)
59

970

カルシウムパーラー
(特定保健用食品)

60

975

芋ようかん(国産紅あ
ずま使用)

61

979

61

980

62

985

62

988

一括表示原材料名

果実（りんご、西洋なし、レモン）、砂糖、はっ酵乳、りんご酢、
安定剤（大豆多糖類、ペクチン）、クエン酸、リンゴ酸、炭酸カ
ルシウム、香料、カロチン色素
果実（りんご、西洋なし、レモン）、砂糖、はっ酵乳、りんご酢、
安定剤（大豆多糖類、ペクチン）、クエン酸、リンゴ酸、炭酸カ
ルシウム、香料、カロチン色素
さつまいも（国産紅あずま）、糖類（砂糖、イソマルトオリゴ糖シ
ロップ）、寒天、醸造酢、食塩、貝カルシウム

お 取りよ せハ イチ ュ ＜長野ナイアガラ＞水あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチン、濃縮
ぶどう果汁、濃縮ヨーグルト（乳成分を含む）／酸味料、乳化
ウ(アソート)
剤、香料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素＜青森ふじ＞水
あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチン、濃縮りんご果汁、濃縮ヨー
グルト（乳成分を含む）／酸味料、香料、乳化剤、アカキャベ
ツ色素、パプリカ色素 ＜岩手町ブルーベリー＞水あめ、砂
糖、植物油脂、ゼラチン、ブルーベリー果汁／酸味料、香料、
乳化剤、アカキャベツ色素、クチナシ青色素＜土佐文旦＞水
あめ、砂糖、植物油脂、ゼラチン、ぶんたん果汁／酸味料、
乳化剤、香料、ベニバナ黄色素
PABLO 監修チョコパ 小麦粉、ショートニング、砂糖、カラメルソース（水あめ、砂糖、
ぶどう糖、カラメルシロップ）、植物油脂、水あめ、乳糖、カカ
イ(プレミアムチーズ オマス、全卵、全粉乳、脱脂粉乳、ココアバター、クリームチー
ケーキ)
ズパウダー、乳等を主要原料とする食品（クリーム、植物油
脂、乳糖、デキストリン、乳たんぱく）、ホエイパウダー、洋酒、
食塩、でん粉、濃縮レモン果汁、還元水あめ、卵黄、乳たん
ぱく／ソルビトール、酒精、乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、加
工でん粉、香料、着色料（カラメル、クチナシ）、酸味料、ゲル
化剤（増粘多糖類）、増粘剤（セルロース、カラギーナン）、リン
酸 Ca
国産いかでつくった 小麦粉、なたね油（遺伝子組換え不分別）、するめ（いかを含
む）、ごま、食塩、砂糖、還元水あめ、卵白（卵を含む）、小麦
やわらかいかフライ
グルテン、酵母エキス、粉末クリーム加工品（乳成分を含む）、
大豆粉／加工でん粉、ソルビトール、グリセリン、調味料（アミ
ノ酸等）、乳化剤、膨張剤、甘味料（ステビア抽出物）、香辛料
抽出物
桔梗信玄餅アイスバ もち菓子（水あめ、還元水あめ、もち粉、マルトース）、乳製
品、砂糖、黒蜜ソース、水あめ、きな粉（大豆を含む）、植物油
ー
脂、卵黄（卵を含む）／安定剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、炭酸Ｋ
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

63

3522

カルシウムと鉄分の

乳製品、乳、乳糖、ミルクカルシウム、乳等を主要原料とする
食品、乳清ミネラル/セルロース、炭酸カリウム、ピロリン酸鉄、
葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ12、（一部に乳成分を含む）

多いミルク(乳飲料)

64

3534

ナムルのたれ

還元水あめ、なたね油、食塩、しょうゆ、ごま油、砂糖、アミノ
酸液、醸造酢、にんにく、ごま、赤唐辛子、豆板醤、キムチエ
キス、魚醤（魚介類）、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加
工デンプン、キサンタン）、香辛料抽出物、（原材料の一部に
小麦、えび、かにを含む）

64

3535

圧搾しぼりえごま一

食用えごま油(食用しそ科種子油）、食用ごま油、酸化防止剤
（ビタミンＥ、ビタミンＣ）

番(えごま油)

もち米（国内産）、砂糖、食塩、着色料（紅花黄、紅麹、パプリ
カ色素、クチナシ）、甘味料（ステビア）

64

3541

田舎あられ

65

3550

一六タルト(あまおう 生餡(白いんげん豆)、砂糖、卵、小麦粉、いちごジャム、生餡
(小豆)、水あめ、食塩、柚子果皮、粉あめ、果糖ぶどう糖液
苺)
糖、トレハロース、膨張剤、糊料（増粘多糖類、加工でん粉）、
酸味料、着色料（紅麹、クチナシ）、香料、（原材料の一部に
乳、大豆を含む）

65

3552

五島軒ハヤシビーフ

65

3555

ラグノオチーズブリュ
レ

たまねぎ、野菜ソテー（たまねぎ、にんじん、ラード）、トマトケ
チャップ、たけのこ水煮、赤ワイン、牛乳、しいたけ、牛肉、マ
ーガリン、ブラウンルウ、生クリーム、トマトペースト、ビーフエ
キス調味料、ローストオニオンペースト、とんかつソース、食
塩、砂糖、香辛料、増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、香料、（原材料の一部に大豆、小麦を含
む）
牛乳、ナチュラルチーズ、乳等を主要原料とする食品、液鶏
卵、砂糖、コーンスターチ、食用加工油脂（植物油脂）、乳化
剤、安定剤（ローカストビーンガム）、香料、pH 調整剤、（原材
料の一部に大豆を含む）
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