2018 年
3 月1 週
（9 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

012

海鮮バラちらしセット

1

018

一括表示原材料名

【厚焼きたまご】鶏卵(国産)、砂糖、食塩、醸造酢、醤油、かつ
お風味調味料、かつお節エキス、植物油、加工デンプン[原
材料の一部に卵・小麦・大豆を含む]【まぐろ角切り（漬け）】き
はだまぐろ（フランス産）、調味タレ[しょうゆ〔大豆（遺伝子組換
えでない）・小麦を含む〕、砂糖、水飴、みりん、酵母エキス、
かつお節エキス]【サーモン角切り（漬け）】アトランティックサー
モン（チリ産・養殖）、調味タレ[しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えで
ない）・小麦を含む〕、砂糖、水飴、みりん、酵母エキス、かつ
お節エキス]【むき甘えび】甘えび(カナダ産)【いくら醤油】鱒卵
(ロシア産)､調味液〔醤油､発酵調味料、植物たん白加水分解
物、還元水飴、みりん､魚介エキス〕、調味料(アミノ酸等)[原材
料の一部に小麦･大豆・さばを含む]
三重県産冷凍はまぐ はまぐり(三重県産)
り(小粒)
魚肉、卵白、砂糖、食塩、発酵調味液、植物油、やまいも／
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、着色料（コチ
ニール）、（一部に卵・小麦・大豆・やまいもを含む）
魚肉、鶏卵、卵白、砂糖、豆乳、でん粉、発酵調味液、還元
水あめ、植物油、塩漬け桜葉、桜の花びらペースト（塩漬け桜
の花びら、砂糖）、食塩／トレハロース、加工でん粉、セルロ
ース、調味料（有機酸等）、乳化剤、香料、着色料（コチニー
ル）、ｐＨ調整剤、（一部に卵・大豆を含む）

1

019

はんぺんあられ

1

021

季節の伊達巻(さくら)

3

038

4

056

8

087

蔵王クリームチーズ 食肉(鶏肉、牛肉、豚肉)、野菜(玉ねぎ、おろしにんにく)、ナ
チュラルチーズ、パン粉、牛脂、粒状大豆たんぱく、砂糖、食
ハンバーグ
塩、ビーフエキス調味料、香辛料、加工デンプン、トレハロー
ス、調味料(アミノ酸等)、安定剤(ローカストビーンガム、グアー
ガム)、ソース[デミグラスソース(小麦粉、ラード、トマトペース
ト、その他)、トマトケチャップ、ビーフエキス調味料、でんぷ
ん、カラメル色素、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸
等)]、(原材料の一部に卵、ゼラチンを含む)
抹茶ワッフル(愛知県 卵白、乳等を主要原料とする食品、砂糖、全卵、小麦粉、還
元水あめ、フラワーペースト、乳化油脂、牛乳、抹茶（愛知県
西尾産抹茶使用)
西尾産）、卵黄、麦芽糖、マーガリン、乾燥卵黄、でん粉、洋
酒、乳製品、寒天／糊料（加工デンプン、増粘多糖類）、ソル
ビトール、乳化剤、膨脹剤、香料、調味料（アミノ酸等）、セル
ロース、リン酸塩（Na）、着色料（カロチノイド）、（一部に卵・乳
成分・小麦・大豆を含む）
キ ャ ベ ツ た っぷ り 焼 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、
粉末野菜、香辛料、卵白）、添付調味料（砂糖、みそ、植物油
そ ば ( ホ イ コ ー ロ ー 脂、しょうゆ、たん白加水分解物、ねりごま、食塩、ポークエキ
風)
ス、豆板醤、香辛料、小麦発酵調味料）、かやく（キャベツ、た
まねぎ、にんじん）／加工でん粉、着色料（カラメル、クチナシ
－ 1 －

頁

注文
番号

商品名

黄色素）、調味料（アミノ酸等）、アルコール、炭酸Ｃａ、かんす
い、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘多糖類、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆・豚肉・ごまを含む）
キ ャ ベ ツ た っぷ り 焼 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、
粉末野菜、香辛料、卵白）、添付調味料（砂糖、みそ、植物油
そ ば ( ホ イ コ ー ロ ー 脂、しょうゆ、たん白加水分解物、ねりごま、食塩、ポークエキ
風)
ス、豆板醤、香辛料、小麦発酵調味料）、かやく（キャベツ、た
まねぎ、にんじん）／加工でん粉、着色料（カラメル、クチナシ
黄色素）、調味料（アミノ酸等）、アルコール、炭酸Ｃａ、かんす
い、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘多糖類、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆・豚肉・ごまを含む）
す き 家 牛丼 の 具 ( お 牛肉、たまねぎ、しょうゆ、ワイン、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液
糖）、食塩、果汁（りんご、パイナップル）、香辛料、ビーフエキ
茶碗サイズ)
ス、醸造酢、みりん、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、（一部
に小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む）
果実（りんご、ぶどう、ブルーベリー、アロニア、ラズベリー、レ
ベリースムージー
モン）、野菜（にんじん、トマト、紫いも、アスパラガス、赤キャベ
ツ、赤ピーマン、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、かぼち
ゃ）／ビタミンＣ、ピロリン酸鉄、香料

8

088

13

145

15

170

15

171

ベリースムージー

21

320

ごろっとグラノーラ(い
ちごと小豆の宇治抹
茶)

23

377

糖質を考えたふんわ
りワッフル

23

378

糖質を考えたプチエ
クレア(北海道産生ク
リーム使用)

25

429

一括表示原材料名

パンとお菓子の備え
て安心セット

果実（りんご、ぶどう、ブルーベリー、アロニア、ラズベリー、レ
モン）、野菜（にんじん、トマト、紫いも、アスパラガス、赤キャベ
ツ、赤ピーマン、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、かぼち
ゃ）／ビタミンＣ、ピロリン酸鉄、香料
小麦粉、オーツ麦、砂糖、植物油脂、ライ麦粉、水溶性食物
繊維、コーングリッツ、乾燥小豆加工品、乳糖、乾燥いちご加
工品、食塩、フラクトオリゴ糖シロップ、イソマルトオリゴ糖含有
シロップ、抹茶（宇治抹茶 100％）、乾燥抹茶豆乳（乳糖、麦
芽糖、でん粉、豆乳（大豆を含む）、砂糖、植物油脂、抹茶ペ
ースト、寒天）、デキストリン、きな粉、大麦（スーパー大麦バー
リーマックス 100％）、玄米粉、コーンシロップ、コーンスター
チ、米粉、小麦ふすま／炭酸カルシウム、加工でん粉、ビタミ
ンＣ、乳化剤、クチナシ色素、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミン
Ｃ、ローズマリー抽出物）、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、カ
ゼインＮａ、酸味料、パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ6、ビタ
ミンＢ1、ビタミンＢ2、葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ12
卵、ホイップクリーム、牛乳、小麦粉、エリスリトール、でんぷん
分解物、加工油脂、練乳、異性化液糖、砂糖、食物繊維、マ
ーガリン、洋酒、メープルシロップ、粉飴、水飴、寒天、加工で
んぷん、膨張剤、乳化剤、香料、トレハロース、着色料（カラメ
ル）、安定剤（増粘多糖類）、酵素、（その他大豆由来の原材
料を含む）
ホイップクリーム、卵、牛乳、準チョコレート、加工油脂、生クリ
ーム、小麦粉、砂糖、エリスリトール、練乳、食物繊維、マーガ
リン、チョコレート、小麦ふすま、洋酒、粉飴、食塩、寒天、カ
ゼインＮａ、香料、乳化剤、膨張剤、安定剤（増粘多糖類）、酵
素、（その他大豆由来の原材料を含む）
小麦粉、準チョコレート、マーガリン、加糖卵黄（卵黄、砂糖）、
油脂加工品（砂糖、バター、パーム油）、パネトーネ種、砂糖、
転化糖、麦芽エキス、脱脂粉乳、ココアパウダー、食塩、酵
母、植物油脂 ／ 乳化剤、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む）
－ 2 －

頁

注文
番号

27

483

商品名

一括表示原材料名

ボイル紅ズワイかに 紅ズワイカニ（日本海）、食塩
爪(リングカット入り)

30

550

からふとししゃもみり
ん干し(焼き)

31

581

33

610

43

811

からふとししゃも、砂糖、食塩、みりん、ごま／甘味料（ソルビト
ール）、調味料（アミノ酸）

フライパンで出来る! アメリカオオアカイカ（チリ産、ペルー産）、衣〔でん粉、粉末し
ょうゆ、食塩、香辛料、砂糖、ぶどう糖〕、調味料（アミノ酸等）、
やわらかいか唐揚げ ｐH 調整剤、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、大豆を
含む）
ふもと赤鶏もも照焼 鶏肉（国産）、しょうゆ、はちみつ、香辛料、砂糖、果糖ブドウ
糖液糖、アップルピューレ、コーンフラワー、発酵調味料、水
き(BBQ 味)
あめ、食塩、豆板醤、でん粉、清酒、オイスターエキス、植物
油脂／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、酸味料、
（一部に小麦・鶏肉・大豆・りんご・ごまを含む）
宮崎育ちのゴーヤ(カ ゴーヤ
ット済み)

46

899

はぁとかまぼこ

魚肉、砂糖、みりん、卵白、でん粉、食塩、清酒、昆布だし、
椎茸だし、魚介エキス（えびを含む）、酒粕、魚醤、着色料（カ
ルミン酸）

47

900

叙々苑キムチ

白菜、漬け原材料〔砂糖、にんにく、唐辛子、りんご、にら、食
塩、アミ塩辛、生姜、昆布エキス〕、調味料（アミノ酸等）、パプ
リカ色素、（原材料の一部に大豆を含む）

48

909

竹の子昆布

竹の子、砂糖、しょうゆ、昆布、発酵調味液、かつおぶしエキ
ス、こんぶエキス、たん白加水分解物、（原材料の一部に大
豆・小麦・豚肉・牛肉を含む）

48

912

桜でんぶ

砂糖、鱈そぼろ、食塩／アカビート色素、トマト色素

50

917

53

932

お は ぎ ( 国 産 き な 粉 【おはぎ】水稲餅米（国産）、小豆、砂糖、水飴、麦芽糖、食塩
／ソルビトール、酵素（大豆由来）、グリシン、加工デンプン
付)
【添付きな粉】大豆
そのままガバッと!国 黒大豆（国産）（遺伝子組換えでない）/硫酸鉄
産丹波種黒豆(パウ
チタイプ)

53

933

そのままガバッと!北 金時豆（北海道産）
海道産金時豆(パウ
チタイプ)

53

936

北海道産さばフレー
ク

さば(北海道産)、なたね油、醤油、食塩、発酵調味料、果糖
ぶどう糖液糖、清酒、魚介エキス、粉末醤油、砂糖/調味料
(アミノ酸等)、ｐＨ調整剤、ソルビトール、カラメル色素、(一部
－ 3 －

頁

54

注文
番号
3349

商品名

牛 乳 を加 えて つ くる
白菜の中華風クリー
ム煮の素

一括表示原材料名
に小麦･さば・大豆を含む)
しょうゆ、発酵調味料、水あめ、でん粉、清酒、チキンブイヨ
ン、すりしょうが、ごま油、すりにんにく、こんぶエキス、魚介エ
キス、食塩、酵母エキス／ｐH 調整剤（クエン酸）、（一部に小
麦・大豆・鶏肉・ごまを含む）

54

941

昆布だし入りじゃこめ ちりめん、清酒、食塩、砂糖、味醂、醤油、昆布エキス／調味
料（アミノ酸等）、（一部に大豆・小麦を含む）
しの素(2 合用)

55

3359

蔵華あわせ(米･豆調 米みそ(大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩)、豆みそ(大豆
(遺伝子組換えでない)、食塩)、乳酸菌（殺菌）（小麦・大豆を
合みそ)
含む）／酒精

56

3383

ノンオイルドレッシン
グ青じそ

56

3385

深煎り胡麻ドレッシン
グ

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、しょうゆ（大豆：遺伝子組換
えでない）、醸造酢、たん白加水分解物、ほたてエキス（小麦・
大豆を含む）、梅肉、食塩、りんごピューレ、濃縮レモン果汁、
かつおぶしエキス、オニオンエキス、青じそ／アルコール、調
味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガム）、香料、
香辛料抽出物

食用植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、大豆油（遺
伝子組換え不分別）、ごま油）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換え
でない）・小麦を含む）、砂糖、ごま、醸造酢（りんご酢、醸造
酢）、卵黄（卵を含む）、ねりごま、食塩、酵母エキス、ソテーガ
ーリックペースト（豚肉を含む）／酸味料、増粘剤（加工でん
粉、キサンタンガム）、香辛料抽出物

56

949

加賀野菜 源助だい しょうゆ（大豆、小麦を含む）、醸造酢、大根おろし、砂糖、本
みりん、ゆず果汁、すだち果汁、昆布エキス
こんおろしぽんず

57

959

あおさ

ヒトエグサ(国内産）

－ 4 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

58

3422

ホットケーキミックス

小麦粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、コーンスターチ（遺伝子組換
えでない）、食塩、植物油脂／膨張剤、加工でん粉、香料、着
色料（ビタミンＢ２）、（一部に乳成分・小麦を含む）

59

3441

米 糀 から つくった 甘 米、米こうじ、食塩
酒(アルコール 0%)

果実（りんご、オレンジ（ブラッドオレンジ）、いちご、パインアッ
プル、レモン、甘夏、清見、不知火、河内晩柑）／ビタミンＣ、
本(6 種類の春の果 香料、クエン酸
実)

59

964

春のフルーツこれ一

59

965

春のフルーツこれ一

60

971

牛乳屋さんのルイボ

61

3476

ふんわり名人ちっち

果実（りんご、オレンジ（ブラッドオレンジ）、いちご、パインアッ
プル、レモン、甘夏、清見、不知火、河内晩柑）／ビタミンＣ、
本(6 種類の春の果 香料、クエン酸
実)

砂糖、植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、乳糖、生クリーム、
ルイボス茶、食塩、ルイボス茶エキス、酵母エキス粉末／カゼ
スミルクティー(キャラ イン Na、乳化剤、pH 調整剤、着色料（カラメル、野菜色素）、
メル風味)
香料、環状オリゴ糖、（一部に乳成分を含む）

ゃな きなこ餅(国産

植物油脂、もち米（国産）、砂糖（和三盆 2 割）、きなこ（北海道
産大豆）、ぶどう糖、食塩

もち米使用)
61

3480

チョコあ～んぱん

61

979

風味豊かな発酵バタ
ーのショートブレッド

小麦粉、砂糖、ショートニング、カカオマス、全粉乳、ココアパ
ウダー、マーガリン（乳成分を含む）、液全卵、イースト、食用
加工油脂（小麦を含む）、乳糖、洋酒、うるちひえパフ、食塩、
液卵白（卵を含む）、水飴 ／ ソルビトール、卵殻未焼成カ
ルシウム（卵由来）、酒精、乳化剤（大豆由来）、酸化防止剤
（ビタミン E、ビタミン C）、香料（乳・大豆由来）、イーストフード
（小麦由来）、ビタミン C、ビタミン D、着色料（カロテン）
小麦粉、発酵バター、砂糖、バター、アーモンド、小麦食物繊
維、食塩

(アーモンド入り)

－ 5 －

頁

注文
番号

61

981

62

984

64

3524

まぐろフレーク(味付)

64

3542

小麦胚芽のクラッカ 小麦粉、小麦胚芽、ショートニング、植物油脂、砂糖、脱脂粉
乳、調味パウダー（大豆・鶏肉・豚肉を含む）、食塩／膨脹剤
ー

65

3547

65

3548

神戸シェルブール魅 小麦粉、マーガリン、バター、鶏卵、砂糖、生クリーム、りんご、
食用植物油脂、転化型液糖、果糖ぶどう糖液糖、あんず、水
惑のアップルパイ
飴、食塩、膨脹剤、乳化剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ、Ｖ．Ｃ）、着色
料（カロテン）、ソルビトール、アルコール、リン酸塩（Ｎａ）、香
料、酸味料、乳酸Ｃａ、ゲル化剤（ペクチン）、（原材料の一部
に大豆を含む）
神戸シェルブールチ 牛乳、ナチュラルチーズ、鶏卵、砂糖、生クリーム、バター、小
麦粉、コーンスターチ、レモン、安定剤（ローカストビーンガ
ーズのよろこび
ム）、ゲル化剤（増粘多糖類）

66

3576

おつまみチーズ(シー ナチュラルチーズ、ツナパウダー／加工でん粉、トレハロー
ス、乳化剤、結晶セルロース、調味料（アミノ酸等）、酢酸 Na、
チキン風味)
グリシン、保存料（ポリリジン）、(一部に乳成分・大豆を含む）

67

3600

二 十 五 種 和 漢 麗 茶 ハブ茶、はと麦、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、米、大
麦、大豆（遺伝子組換えでない）、黒大豆（遺伝子組換えでな
(ティーパック)
い）、どくだみ、びわ（葉）、みかん（皮）、杜仲（葉）、にがうり、
なた豆、よもぎ、緑豆、小豆、黒米、イチョウ（葉）、ごぼう、しょ
うが、柿（葉）、黒ごま、白ごま、レモングラス、甘草

商品名

一括表示原材料名

3 つの味ぷっち ょこ 砂糖、水飴、カカオマス、植物油脂、ココアパウダー、ココアバ
ター、植物性加工油脂、ゼラチン、果糖ぶどう糖液糖、殺菌乳
(ぶどう・いちご・ミラ 酸菌飲料、濃縮ぶどう果汁、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン
クル)
／甘味料(キシリトール、ソルビトール)、酸味料、光沢剤、乳化
剤、香料、ゲル化剤(アラビアガム)、重曹、セルロース、着色
料(アントシアニン、クチナシ)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチン
を含む)
鶏卵、上白糖、小麦粉、水あめ、ざらめ、紅茶、はちみつ／香
長崎カステラ(紅茶)
料

まぐろ、しょうゆ、糖類（砂糖、水飴）、しょうが、調味料（アミノ
酸等）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
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