2018 年
2 月3 週
（07 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

1

024

陳建一レタス入り蟹

3

040

6

072

9

103

11

121

12

128

12

132

14

151

一括表示原材料名

精白米、野菜（レタス、たまねぎ、ねぎ）、かに、炒り玉子、鶏
卵、ラード、植物油脂、食塩、しょうゆ、オイスターソース、香味
炒飯
油脂、ポークエキス、中華スープの素、がらスープの素、香辛
料、粉末しょうゆ、粉末しょうが、調味料（アミノ酸等）、着色料
（カラメル、クチナシ）、（原材料の一部に小麦、鶏肉、ゼラチ
ン、ごまを含む）
やまのいも（丹波産）、豆腐、植物油脂、衣（小麦粉、でん粉、
丹波山芋焼き
加工米粉、加工小麦粉、食塩、小麦たん白酵素分解物）、ね
ぎ、粉末状大豆たん白、加工米粉、砂糖、食塩、しょうゆ、か
つおだし、酵母エキス、揚げ油（なたね油）、（一部に小麦・大
豆・やまいもを含む）／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に
小麦・大豆を含む）
かにたっぷり炊き込 【調味がに】丸ずわいがに（オオエンコウガニ）、かに調味液
（ずわいがに、かにエキス、デキストリン、果糖ぶどう糖液糖、
み ご はん の 素 (2 合 食塩、酵母エキス）／アルコール、増粘剤（キサンタンガム）
用)
【たれ】しょうゆ、米発酵調味液、こんぶエキス（小麦を含む）、
かつおエキス（大豆を含む）、食塩
京都宇治抹茶シフォ ホイップクリーム（植物油脂、脱脂粉乳、その他）、鶏卵、砂
糖、白あん（生あん、砂糖、酵素糖化水あめ、その他）、小麦
ン
粉、卵白、食用乳化油脂、マーガリン、水あめ、抹茶、食用調
合油／トレハロース、乳化剤、膨張剤、香料、ｐＨ調整剤、酒
精、硫酸Ｍｇ、塩化Ｋ、クエン酸、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む）
お箸で！豚ヒレステ 豚ヒレ肉(チリ産)、たれ(食用油脂(植物油脂、加工油脂)、食
塩、ガーリック、オニオン、赤ピーマン、蛋白加水分解物、パ
ーキ(オニオン&ガー セリ、酵母エキス、デキストリン、しょうゆ)、調味料(アミノ酸等)、
リック味)
乳化剤、香料、カラメル色素、(原材料の一部に小麦、大豆を
含む)
六本木アマンドハン 食肉（牛肉、豚肉、鶏肉）、たまねぎ、ソテーオニオン、つなぎ
（パン粉、鶏卵、脱脂粉乳）、粒状植物性たん白（大豆を含
バーグ(デミグラスソ む）、牛脂、ぶどう糖、食塩、しょうゆ、発酵調味料、酵母エキ
ース)
ス、オニオンエキス、香辛料／加工デンプン、ソース（ソテー
オニオン、ペースト状混合調味料、マッシュルーム水煮、ワイ
ン、トマトケチャップ、砂糖、しょうゆ、小麦粉、植物油、液状混
合調味料、牛脂、オニオンエキス、酵母エキス、ぶどう糖／増
粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、カラメル色素）
プレミアムフローズン 小麦粉、牛乳、砂糖、卵、生クリーム（乳製品）、バター、マー
ガリン、れもん（広島県産）、アーモンド、はちみつ、酵母、脱
檸檬くりーむパン
脂粉乳、食塩、デキストリン、トレハロース、グリシン、ゲル化剤
(ペクチン(オレンジ由来)、酵素、酸味料、香料

Dilmah エクセプシ ョ ﾊﾞﾚｰ･ｵﾌﾞ･ｷﾝｸﾞｽ･ｾｲﾛﾝ･ﾍﾟｺｰ：紅茶ﾊﾟｰﾌｴｸﾄ･ｾｲﾛﾝ･ﾃｲｰ：
紅茶ﾏﾊﾗｼﾞﾔ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ｱﾂｻﾑ：紅茶ｾｲﾛﾝ･ｽﾊﾟｲｽ･ﾁﾔｲ：紅茶､
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

ナル･バラエティパッ

生姜､ｼﾅﾓﾝ､ｸﾛｰﾌﾞ､ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽﾛｰｽﾞ･ﾌﾚﾝﾁﾊﾞﾆﾗ：紅茶、香料ﾍﾞ
ﾘｰｾﾝｾｰｼﾖﾝ：紅茶､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ､ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ、香料ｴﾚｶﾞﾝﾄ･ｱｰﾙ
ｸﾞﾚｲ：紅茶､香料ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄ･ｼﾞﾔｽﾐﾝ･ｸﾞﾘｰﾝﾃｲｰ:緑茶､ｼﾞﾔｽﾐﾝ
ゆず皮（国産）、糖類（砂糖、ぶどう糖）、還元水あめ、はちみ
つ／トレハロース、酸味料、ビタミンＣ、乳酸Ｃａ、酸化防止剤
（酵素処理ルチン（抽出物））、香料、アルコール

ク(ティーバッグ)
15

164

国産 ゆ ずのドライ フ
ルーツ

23

392

カマンベール入りベ ナチュラルチーズ、乳化剤（リン酸塩（Ｎａ）)、香料
ビーチーズ

23

394

メイトーのサワークリ

乳製品、ゼラチン/乳酸、カロチン色素、乳化剤

ーム
26

450

28

490

31

575

34

629

34

639

36

673

36

695

37

716

朝 の 応 援 食 牛 乳 焼 鶏卵、砂糖、牛乳、食用油脂（大豆を含む）、マーガリン、小
麦粉、乳等を主要原料とする食品、でん粉、全粉乳、食塩、
きドーナツ(カルシウ 脱脂粉乳、寒天／加工でん粉、膨張剤、卵殻未焼成カルシウ
ム配合)
ム、乳化剤、増粘多糖類、香料、着色料（カロチン）
伊勢志摩産アカモク アカモク(伊勢志摩産)、しょうゆ(小麦、大豆を含む)、みりん、
砂糖、かつお節、醸造酢、魚介エキス、食塩、こんぶエキス、
(かつお醤油味)
酵母エキス
やわらかイカの明太 アメリカオオアカイカ、半固体状ドレッシング、辛子明太子、パ
ン粉／ベニコウジ色素、香辛料抽出物、（一部にイカ・小麦・
マヨソテー
卵・乳・大豆・ゼラチンを含む）
宮のたれ付牛やわら 成型肉｛牛肉（豪州産）、牛脂（国産）、卵白、でん粉、食塩、
乳たん白、香辛料、糊料（加工でん粉）、カゼインＮａ、調味料
か ス テ ー キ ( 成 型 加 （アミノ酸等）、酵素、（原材料の一部に卵、乳成分、牛肉を含
工肉)
む）｝たれ｛玉葱、本醸造醤油、醸造酢、にんにく、調味料（ア
ミノ酸）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）｝
とろ～りチーズの北 牛肉（北海道産）、ナチュラルチーズ、つなぎ（パン粉、液卵、
卵白）、牛脂（北海道産）、玉ねぎ、還元水飴、トマトケチャッ
海道ビーフハンバー プ、粒状大豆たん白、食塩、みりん風調味料、香辛料／酸味
グ
料、（一部に乳成分・小麦・卵・牛肉・大豆を含む）
北海道産牛肉のすき 牛肉（北海道）、たまねぎ（国産）、わりした（しょうゆ、みりん、
清酒、砂糖、昆布だし）、厚揚げ、しいたけ(国産）、ねぎ（国
焼き風紙包み
産）、しらたき／糊料（加工デンプン）、トレハロース、（一部に
小麦・大豆・牛肉を含む）
デミソースが決め手! 牛バラ肉（オーストラリア産）、たれ（トマトペースト、水あめ、砂
糖、濃縮乳、食塩、ビーフエキス、トマトケチャップ、ソテーオ
玉ねぎと炒める牛カ ニオン、チーズパウダー、酵母エキス、牛脂、香辛料）、ぶなし
ルビたれ漬
めじ（国産）、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、調味料（ア
ミノ酸等）、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミン E）、
（原材料の一部に乳成分、小麦、牛肉、大豆、豚肉を含む）
甘辛チキン南蛮カツ 鶏肉(国産)、国産野菜(人参、ごぼう)、砂糖、食塩、香辛料、
大豆たん白、乳たん白、粉末卵白、でん粉、豚肉粉末、衣(パ
(国産野菜入り)
ン粉、でん粉、食用油脂、小麦粉、米粉)、たれ(砂糖、しょう
ゆ、酢、発酵調味料、シーフードエキス、オイスターエキス、酵
母エキス、香辛料)、揚げ油(なたね油、パーム油)、加工でん
粉、増粘剤(加工でん粉)、調味料(核酸)、(原材料の一部に
卵、乳成分、かにを含む)
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頁

注文
番号

40

772

40

777

42

801

42

815

47

3227

51

921

商品名

一括表示原材料名

和風ピッツァセット(て てりやきチキンピッツァ：小麦粉、ナチュラルチーズ、てりやき
チキン、マヨネーズ風調味料、野菜（レッドベルペッパー、とう
り や き チ キ ン & 鳴 海 もろこし）、チキンブイヨン、食塩、糖類（麦芽糖、ぶどう糖）、ビ
屋明太子)
ーフエキス調味料、のり、イースト／増粘剤（加工デンプン）、
加工デンプン、セルロース、ｐH 調整剤、カラメル色素、調味
料（アミノ酸等）、イーストフード、苦味料、グリシン、Ｖ．Ｃ、（一
部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含
む）鳴海屋明太子ピッツァ（じゃがバター風）：小麦粉、ナチュ
ラルチーズ、フライドポテト、明太子、加工油脂、乳等を主要
原料とする食品、食塩、糖類（麦芽糖、ぶどう糖）、のり、イー
スト／セルロース、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工デンプ
ン）、ｐＨ調整剤、乳化剤、香料、イーストフード、着色料（紅
麹、カロチノイド）、苦味料、Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・乳成分・大
豆を含む）
千房お好み焼(いか お好み焼：キャベツ、鶏卵、小麦粉、えび、いか、ねぎ、でん
粉、天かす、魚介エキス（鰹節、食塩、昆布）、醤油、植物油
えび玉)
脂、砂糖、食塩、魚介エキス調味料／増粘剤（キサンタンガ
ム）、（一部に小麦・卵・えび・いか・大豆を含む）濃厚ソース：
糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖）、野菜・果実（トマト、りんご、
たまねぎ）、醸造酢、食塩、澱粉、魚介エキス、香辛料、酵母
エキス、しいたけエキス、(一部にりんごを含む）
豚 の し ょ う が 焼 き ご 精白米、野菜（たまねぎ、キャベツ、にんじん、いんげん、しょ
うが）、大麦、豚肉、しょうゆ【小麦、大豆を含む】、料理酒【小
はん
麦を含む】、砂糖、植物油脂【大豆を含む】、食塩、おろししょ
うが、風味調味料【乳成分を含む】、おろしにんにく、しょうが
粉末、こしょう、調味料（アミノ酸等）、酸味料
ふ わ とろ オ ム ラ イ ス 米（国産）、全卵、たまねぎ、鶏肉、粉末水あめ、トマトペース
ト、植物油脂、トマトケチャップ、マッシュルーム、還元水あめ、
(デミグラスソース)
砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩、ワイン、ビーフ香味
ペースト、加工油脂、クリーム、卵加工品、粉末卵白、小麦
粉、バター、フォンドヴォー、チキンブイヨン、チキンコンソメ、
ゼラチン、香辛料、大豆多糖類、ミルク風味パウダー、酵母エ
キスパウダー、白トリュフオイル、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）、着色料
（カラメル、カロチノイド）、乳化剤、香料、ｐＨ調整剤、加工で
ん粉、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼ
ラチンを含む）
醤油割(大根しょうゆ だいこん、とうがらし、漬け原材料〔糖類（砂糖、果糖ぶどう糖
液糖）、醸造酢、しょうゆ、食塩、発酵調味料、調味酢（醸造
漬)
酢、ぶどう糖、食塩）、たん白加水分解物〕/酒精、調味料（ア
ミノ酸等）、酸化防止剤（V.C）、酸味料、ビタミン B1、（一部に
小麦を含む）

赤クッパ(ユッケジャ 【具材】緑豆もやし、にんじん、牛肉、大豆もやし、みそ、砂
糖、みりん、たん白加水分解物、しょう油、砂糖混合ぶどう糖
ンクッパ)
果糖液糖、香味食用油、きくらげ、コチュジャン、食塩、ビーフ
エキス調味料、にんにく、かつお風味調味料、豆板醤、りんご
酢、ポーク・チキンエキス調味料、酵母エキス、香辛料、卵白
末／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタン
ガム）、着色料（パプリカ色素、カラメル）、（一部に卵・乳成分・
－ 3 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

53

935

小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）【コチュジャ
ン】砂糖、みそ、とうがらし、食塩／酒精、（一部に大豆を含
む）【ごま油】ごま油、（一部にごまを含む）
白子のり金目鯛ごは 金目鯛、醤油、たけのこ、みりん、砂糖、人参（国産）、椎茸
（国産）、食塩、発酵調味料、植物油脂、魚介エキス、昆布
んの素(2 合用)
（国産）、酢酸発酵調味料、椎茸エキスパウダー、酵母エキ
ス、（原材料の一部に小麦を含む）

57

958

伊勢志摩産あおさ

ひとえぐさ（三重県産）

58

963

マジックケーキミック
ス

【ミックス B】小麦粉、砂糖、植物油脂、食塩、脱脂粉乳、乾燥
全卵 ／ 香料、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を
含む）、【ミックス A】砂糖、デキストリン ／ 増粘剤（キサンタ
ンガム）

カゴメにんじんジュー

にんじん

59

3200

ス(プレミアム)
本葛粉、砂糖、麦芽糖、酒粕パウダー

60

969

甘酒本葛くずゆ

61

3469

昔なつかし きなこ棒 きな粉［大豆（遺伝子組換えでない）］、加工黒糖、麦芽蜂蜜、
還元水飴、ハチミツ、オリゴ糖、塩、トレハロース
(国産きな粉使用)

62

981

3 種のプチドーナツ

62

983

甘酒ようかん

【ミルク味】小麦粉、植物油脂、砂糖、全卵、ショートニング、牛
乳、小麦でん粉、ぶどう糖、脱脂大豆粉（遺伝子組換え不分
別）、食塩、デキストリン、はちみつ、脱脂粉乳、全卵粉／膨
張剤、アルコール、乳化剤、増粘剤（キサンタンガム）、香料、
着色料（ビタミンＢ２）【ハニー味】小麦粉、砂糖、植物油脂、全
卵、ショートニング、デキストリン、麦芽糖、脱脂大豆粉（遺伝
子組換え不分別）、食塩、はちみつ、ぶどう糖／ソルビトー
ル、膨張剤、アルコール、増粘多糖類、着色料（ビタミンＢ２）
【チョコ味】小麦粉、植物油脂、砂糖、全卵、ショートニング、コ
コアパウダー、牛乳、小麦でん粉、ぶどう糖、脱脂大豆粉（遺
伝子組換え不分別）、食塩、デキストリン、はちみつ、脱脂粉
乳、全卵粉／膨張剤、アルコール、乳化剤、増粘剤（キサンタ
ンガム）、香料、着色料（ビタミンＢ２）
砂糖、白生あん（いんげん豆）、酒粕加工品（清酒粕、食塩）、
寒天
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頁

注文
番号

64

3529

商品名

一括表示原材料名

ぶ ぶ あ ら れ ( お 茶 漬 もち米(国内産）、食塩、青のり粉、水飴、調味料（アミノ酸）
けあられ)

64

3532

生姜そら豆(豆菓子)

砂糖、フライビンズ（そら豆、植物油）、生姜パウダー、生生姜

64

3533

黒糖ピーナッツ

落花生、粗糖、水飴、黒糖

65

3201

ミッシェル・ ブラン サ

65

3540

65

3541

チョコレート、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植
物油脂、卵、牛乳/膨張剤、カラメル色素、乳化剤、香料（一
ブレ・オ・ショコラ(焼 部に小麦・卵・大豆・乳成分を含む）
菓子)
ひろさき屋りんごバタ りんご、砂糖、バター、りんご果汁、レモン果汁、増粘剤(加工
でん粉)、酸化防止剤(V.C、V.E)、香料
ー(スプレッド)

ひろさき屋りんご生

りんご、砂糖、生姜(国産)

姜湯

65

3544

上野風月堂マロング 栗、砂糖、還元水あめ、水あめ、洋酒、食塩、香料
ラッセブロークン

66

3569

そのまま食べるやわ 片口いわし、りんご酢、砂糖、かつお節エキス、ゆず果汁、蜂
蜜、みりん、（原材料の一部にりんごを含む）
らか小魚 柚子味(国
産いりこ使用)
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