2018 年
4 月2 週
（15 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

3

043

あんこたっぷりから

一括表示原材料名
砂糖、もち粉、小豆生あん、小豆、寒天

め餅(北海道産小豆
使用)
6

068

おにぎり昆布(北海
道産昆布使用)

昆布（北海道産）、糖類（砂糖、水あめ）、しょうゆ（大豆を含
む：遺伝子組換えでない）、アミノ酸液（小麦を含む）、醸造
酢、寒天／着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、
増粘剤（キサンタンガム）

6

071

ハーブクラッカー(オ 小麦粉、パーム油、オリーブ油、塩漬けオリーブ、乾燥野菜
（たまねぎ、にんにく）、食塩、イースト、ブラックペッパー、モ
リーブオイル仕立て) ルトエキス、オレガノ、ローズマリー／炭酸Ｃａ、調味料（アミノ
酸等）、膨張剤、酸味料

9

103

レンジなめらかクリー
ムコロッケ(かに入り)

11

127

つぶ粒みかんアイス
バー

18

317

18

318

牛乳、たまねぎ、小麦粉、クリーム、かに、植物油脂、全粉乳、
かにエキス、でん粉、砂糖、粉末卵白、バター、ゼラチン、食
塩、ミルク風味パウダー、香辛料、香味油、衣（パン粉、小麦
粉、ファットスプレッド、卵白、粉末状植物性たん白、食塩、大
豆粉、植物油脂）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、増粘剤
（加工でん粉）、トレハロース、乳化剤、（一部にえび・かに・小
麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む）
みかん果肉、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖液糖、水あめ）、濃縮
みかん果汁、植物油脂、粉あめ、ゼラチン／乳化剤、安定剤
（増粘多糖類）、酸味料、着色料（ベニコウジ色素、カロチ
ン）、香料

成長期応援ヨーグル 生乳、砂糖、乳製品、乳清たんぱく、乳清カルシウム、果糖ぶ
どう糖液糖、ゼラチン、デキストリン、水あめ、卵黄ペプチド／
トセノビック
増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、酸味料、香料、ピロリン
酸鉄、ビタミン D
恵 ガセリ菌 SP 株ヨ 乳製品､果汁(いちご､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ)／安定剤(大豆多糖類､ﾍﾟｸﾁ
ﾝ)､香料､甘味料(ｽｸﾗﾛｰｽ)
ーグルト ベリーミッ
クス(ドリンクタイプ)

18

319

恵 ガセリ菌 SP 株ヨ 乳製品､果汁(いちご､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ)／安定剤(大豆多糖類､ﾍﾟｸﾁ
ﾝ)､香料､甘味料(ｽｸﾗﾛｰｽ)
ーグルト ベリーミッ
クス(ドリンクタイプ)

－ 1 －

頁

注文
番号

19

342

ほうじ茶ガトーショコ チョコレート、砂糖、卵、小麦粉、マーガリン、牛乳、ホイップク
リーム、でんぷん分解物、ほうじ茶、膨張剤、増粘剤（メチルセ
ラ
ルロース、増粘多糖類）、乳化剤、香料、（その他大豆由来の
原材料を含む）

20

346

京都 菊乃井濃抹茶

20

347

商品名

一括表示原材料名

生乳、砂糖、乳製品、抹茶、黒みつ、カラメルソース、寒天、
デキストリン/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、セルロース、
プリン(黒みつソース 乳化剤、香料
入り)
こだわり極宇治抹茶 乳製品、砂糖、植物油脂、でん粉、宇治抹茶、水あめ、寒天、
玉露粉末、卵黄（卵を含む）
プリン(宇治抹茶ソー
ス入り)

20

348

こだ わり極黒ごまプ 乳製品、砂糖、植物油脂、練り黒ごま、でん粉、卵黄（卵を含
む）、寒天、デキストリン
リン

20

359

1 日分の野菜ジュー
ス

25

488

海鮮丼

28

562

国産若鶏のピーナッ
ツ和え

34

681

野菜（トマト、にんじん、さつまいも、赤ピーマン、黄にんじん、
アスパラガス、セロリ、パセリ、たまねぎ、なばな、ケール、ピー
マン、レタス、なす、よもぎ、ちんげんさい、しょうが、キャベツ、
カリフラワー、ブロッコリー、かぼちゃ、赤キャベツ、ゴーヤ、小
松菜、芽キャベツ、はくさい、きゅうり、明日葉、水菜、チコリ、
だいこん、野沢菜、レッドビーツ、ねぎ、いんげん、クレソン、
緑豆もやし、ラディッシュ、みつば、ほうれん草、アルファルフ
ァもやし）、レモン
ギンザケ、いか、アルゼンチンアカエビ、数の子、食塩、ぶどう
糖果糖液糖、かにエキス、しょうゆ、アミノ酸液調味料、発酵調
味料／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、酸味料、ｐＨ調整
剤、ソルビット、膨脹剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ、カテキン）、アナト
ー色素、（一部に小麦・えび・かに・いか・さけ・大豆を含む）
【タレ】しょうゆ、砂糖、食塩、発酵調味料、アミノ酸液調味料、
昆布だし、酵母エキス／アルコール、調味料（アミノ酸）、増粘
剤（キサンタンガム）、（一部に小麦・大豆を含む）
粉付鶏肉（鶏肉（国産）、でん粉）、タレ（発酵調味料、砂糖、し
ょうゆ、ピーナッツ、醸造酢、生姜、増粘剤（加工でん粉））、
（原材料の一部に小麦、落花生、大豆、鶏肉を含む）

えびの磯辺揚げ (天 魚肉（えび、たら）、野菜（たまねぎ、にんじん）、つなぎ（パン
粉、卵白、粉末状大豆たん白）、豚脂、衣（小麦粉、でん粉、
つゆ仕立て)
米粉、あおさ、コーンフラワー、乳糖）、なたね油、天つゆ{糖
類（ぶどう糖、ぶどう糖果糖液糖）、しょうゆ、醸造酢、かつお
エキス、発酵調味料、食塩、酵母エキス}、粒状大豆たん白、
糖類（砂糖、ぶどう糖）、食塩、しょうゆ、あまえび粉、いわし
節、さば節、みりん、かつお節、こんぶエキス、しいたけエキ
ス、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、増粘剤(加工デンプ
ン、タマリンド)、炭酸Ｃａ、酒精、膨張剤、着色料（カラメル、ビ
タミンＢ２）、（原材料の一部に卵を含む）
－ 2 －

頁

注文
番号

34

701

35

704

36

723

36

729

36

743

36

744

38

784

42

876

43

881

商品名

一括表示原材料名

鶏肉と豆腐の三角揚 鶏肉（国産）、油揚げ（大豆：遺伝子組換えでない）、たまねぎ
（国産）、豆腐、にんじん、パン粉（小麦・乳成分を含む）、でん
げ包み
粉、砂糖、大豆油、食塩、粉末状大豆たん白、乾燥卵白（卵
を含む）、みりん、魚醤、酵母エキス、香辛料／豆腐用凝固剤
ぷりっとしたエビチリ えびフリッター（えび、食塩、衣（でん粉、卵白（卵を含む））、
揚げ油（大豆油））、トマトケチャップ、野菜（長ねぎ、しょうが、
(辛さひかえめ)
そらまめ）、植物油脂（ごまを含む）、マッシュルーム水煮、香
辛料、砂糖、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、米発
酵調味液（小麦を含む）、中華風液体調味料（鶏肉・豚肉を含
む）、塩蔵唐辛子、食塩、がらエキスパウダー、みそ（大豆：遺
伝子組換えでない）、醸造酢、豆鼓（大豆：遺伝子組換えでな
い）／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、酸味料
小麦粉、味付牛すじ肉（牛すじ肉、しょうゆ、料理酒、その
ま～るいすじこん焼
他）、全卵、焼き油（なたね油）、ねぎ、粒こんにゃく［こんにゃ
く粉（国産）］、揚げ玉、しょうゆ、かつお風味調味料、砂糖、調
味料（アミノ酸等）、加工デンプン、増粘剤（キサンタンガム）、
セルロース、凝固剤
小麦粉、砂糖、オリーブ油、食塩、パン酵母、食酢、モルト、
プチパン
発酵風味料、ホエイパウダー、脱脂粉乳／Ｖ．Ｃ、（一部に小
麦・乳成分を含む）
およげ!たいやきくん 小倉あん（小豆、砂糖、還元水あめ、食塩）、皮（小麦粉、砂
糖、植物油脂、はちみつ、卵白粉末、糖加工品、食塩）／加
たい焼き(つぶあん)
工デンプン、乳化剤、膨張剤、増粘多糖類、香料、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆を含む）
およげ!たいやきくん フラワーペースト〔糖類（水あめ、砂糖）、植物油脂、脱脂粉
乳、乳たん白、全卵、食塩〕、皮（小麦粉、砂糖、植物油脂、
たい焼き(カスタード) はちみつ、卵白粉末、糖加工品、食塩）／加工デンプン、乳
化剤、膨張剤、増粘多糖類、香料、保存料（ソルビン酸）、着
色料（紅花黄、カロチン）、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む）
海 老 とチ ー ズ のド リ 味付け炊飯米（米、大麦、たまねぎ、その他）、牛乳、チーズ、
むきえび、バタールウ（小麦粉、バター）、乳等を主要原料と
ア
する食品（バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、
乳糖）、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、でん粉、チー
ズ、ホエイパウダー、その他）、乳等を主要原料とする食品（乳
製品、植物油脂、乳糖）、ファットスプレッド、ショートニング、
乳等を主要原料とする食品（植物油脂、乳製品）、パン粉、食
塩、植物油脂、粉あめ、チキンブイヨン、ぶどう糖、砂糖、香辛
料、酵母エキス、チーズ風味加工品（乳糖、乳等を主要原料
とする食品）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、調味料
（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、グリシン、トレハロース、乳化剤、香
料、着色料（カロテノイド、紅麹）、カゼインＮａ、炭酸Ｎａ、重
曹、クエン酸、リンゴ酸Ｎａ、（原材料の一部に大豆、豚肉を含
む）
こんにゃく芋（国産）、とうがらし/水酸化カルシウム（こんにゃく
旨辛こんにゃく
用凝固剤） たれ〔砂糖、しょうゆ、ごま油、食塩、発酵調味
料、とうがらし/調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・ごま
を含む）〕
かぼちゃ､だし(さばを含む)､しょうゆ(小麦･大豆を含む)､砂糖､
かぼちゃの煮物
本みりん､食塩

－ 3 －

頁

注文
番号

46

943

46

945

48

982

52

3294

55

3372

商品名

一括表示原材料名

さつまいもスイートサ さつまいも、りんご加工品、乳等を主要原料とする食品、砂
糖、ホイップクリーム、レーズン、アーモンド／グリシン、糊料
ラダ
（加工でん粉、増粘多糖類）、乳化剤、香料、メタリン酸Ｎａ、
酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香辛料抽出物、ｐＨ調整剤、酸味料、酵
素、カロチン色素、（一部に卵・乳成分・大豆・りんごを含む）
※アーモンドの製造工場では小麦・落花生・えび・かにを使用
した商品を製造しております。
蒸し鶏、きゅうり、もやし、味付くらげ、きくらげ、にんじん、砂
蒸し鶏中華くらげ
糖、植物油脂、しょうゆ、唐辛子、食塩／ソルビトール、ｐＨ調
整剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、増粘多糖類、リン酸塩
（Ｎａ）、着色料（カラメル）、寒天、酵素、甘味料（甘草）、漂白
剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏
肉を含む）
6 種野菜のおうどん 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、乾燥酵母、小麦たん
白）、かやく（キャベツ、卵加工品、たまねぎ、いんげん、こま
(かき玉仕立て)
つな、ねぎ、にんじん、でん粉）、添付調味料（食塩、でん粉、
粉末しょうゆ、砂糖、魚介エキス、かつおぶし粉末、たん白加
水分解物、植物油脂、こんぶエキス、こんぶ粉末、香辛料）／
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、リン酸塩（Ｎａ）、
増粘多糖類、着色料（カラメル、カロチン）、乳化剤、酸化防止
剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・さば・大豆を含む）
深煎り胡麻ドレッシン しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、りんご
酢、食用植物油脂（大豆を含む）、砂糖、エリスリトール、ごま、
グ(カロリーハーフ)
酵母エキス、卵黄（卵を含む）、食塩、ソテーガーリックペース
ト（豚肉を含む）、かぼす果汁、こんぶエキス、マスタード／酸
味料、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物

ネスカフェ ゴールド コーヒー、香料
ブレンドコク深め カ
フェラテ用(無糖)

55

3388

つぶつぶみかん

うんしゅうみかん、果粒（うんしゅうみかん）、果糖ぶどう糖液
糖、うんしゅうみかん繊維／酸味料、香料

55

3390

マスカットスパークリ

ぶどう／炭酸、酸味料、香料

ング 100%(濃縮還元)

－ 4 －

頁

注文
番号

商品名

55

3393

カフェインレスコーヒ

一括表示原材料名
牛乳、カフェインレスコーヒー、砂糖、デキストリン／乳化剤

ー(ミルク入り)
55

3394

カフェインレスコーヒ

牛乳、カフェインレスコーヒー、砂糖、デキストリン／乳化剤

ー(ミルク入り)
55

3396

三ツ矢サイダー(さわ 砂糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、レモン果汁/炭酸、ビタミ
ンＣ、酸味料、香料、甘味料（アセスルファムＫ、ステビア）、ベ
やかレモン)
ニバナ黄色素、マリーゴールド色素

56

3418

国 産 有 機 丸 粒 麦 茶 有機大麦（国産）
(ティーパック)

とう

天ぷら用粉（小麦粉、でん粉）、植物油（菜種油、パーム油）、
卵白、ごぼう、ゴボウシーズニング（ゴボウエキスパウダー、砂
糖、たん白加水分解物、粉末醤油、食塩、その他）、食物繊
維（ポリデキストロース）、でん粉、還元水飴、食塩、植物性た
ん白、ミックス粉（ガーリックパウダー、カレー粉、唐辛子、その
他）、デキストリン／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料
（フラボノイド）、炭酸カルシウム、乳化剤、甘味料（スクラロー
ス）、香料、膨張剤、カゼインナトリウム、微粒酸化ケイ素、香
辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
小麦粉、黒砂糖、上白糖、植物油脂、はちみつ、粉末状小麦
たん白、イースト、白ごま、粉末水あめ、食塩、メープルシロッ
プ加工品／着色料（カラメル）、乳化剤、香料

57

3423

ベジスナックごぼう

57

3440

小ぶりな黒糖かりん

58

3442

飛騨娘

落花生、砂糖、水飴、オリゴ糖、食塩

58

3443

いかくんせい

いか、砂糖、食塩、ソルビトール、トレハロース、調味料（アミノ
酸等）、酒精、ph 調整剤、リン酸塩（Na）、甘味料（ステビア）、
保存料（ソルビン酸）

－ 5 －

頁

注文
番号

商品名

59

3478

井村屋こしあんトッピ

一括表示原材料名
砂糖、小豆、還元水あめ、寒天、食塩

ング(チューブタイプ)

60

3481

香るトーストやすらぎ
シ ナモ ン(トースト用

ショートニング、砂糖、シナモン、バターエキスパウダー、香
料、香辛料抽出物、着色料(ｶﾗﾒﾙ､ｸﾁﾅｼ色素)

クリーム)
60

3491

ヒガシマルうどんス
ープ(粉末つゆの素)

60

3492

おいしいカフェインレ

食塩、粉末うすくち醤油、砂糖、ぶどう糖、粉末だし醤油、ね
ぎ、大豆たん白酵素分解物、かつお節、昆布粉末/調味料
（アミノ酸等）、カラメル色素、（一部に小麦・大豆を含む）
コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル）

スコーヒー(スティック
タイプ)

60

3496

グラハムビスケット
(バニラクリーム)

小麦粉、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、小麦全粒
粉、植物油脂、小麦胚芽、食塩、膨脹剤、香料、乳化剤、カロ
チン色素、（原材料の一部に卵、乳、大豆を含む）

60

3497

黒棒

砂糖（赤糖（粗糖、糖蜜）、黒糖）、小麦粉、鶏卵、水あめ／膨
張剤

62

3511

卵 を味 わうマ ヨネ ー

食用植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩、香辛料／調味料（アミノ
酸）、香辛料抽出物、（一部に卵・大豆を含む）

ズ

－ 6 －

