2018 年
4 月3 週
（16 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

6

079

牛乳 70%アイスバー

生乳（鳥取県）、砂糖、加糖脱脂練乳、コーンスターチ（遺伝
子組換えでない）、クリーム

8

097

8

099

8

100

8

3200

16

243

鹿児島県大隅産うな うなぎ蒲焼：うなぎ（鹿児島県産）、しょうゆ（大豆（遺伝子組換
えでない）・小麦を含む）、砂糖、水あめ、みりん、うなぎエキス
ぎ蒲焼(無頭)
／増粘剤（加工でん粉）添付たれ：しょうゆ（大豆（遺伝子組換
えでない）・小麦を含む）、砂糖、みりん、清酒、うなぎエキス添
付さんしょう：さんしょう
愛知県三河一色産う 【うなぎ蒲焼】うなぎ（愛知県三河一色産）、しょうゆ（小麦・大
豆を含む）、砂糖、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、水あ
なぎ蒲焼きカット
め、食塩、うなぎエキス/酒精、着色料（カラメル、クチナシ、紅
麹）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）
【添付タレ】しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、みりん、発酵
調味料、澱粉【添付山椒】さんしょう
愛知県三河一色産う 【うなぎ蒲焼】うなぎ（愛知県三河一色産）、しょうゆ（小麦・大
豆を含む）、砂糖、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、水あ
なぎ蒲焼きカット
め、食塩、うなぎエキス/酒精、着色料（カラメル、クチナシ、紅
麹）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）
【添付タレ】しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、みりん、発酵
調味料、澱粉【添付山椒】さんしょう
愛知県産うなぎ肝串 うなぎ肝串焼き【うなぎ肝（愛知県産）、しょうゆ（小麦・大豆を
含む）、砂糖、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、水あめ、
焼き
食塩、うなぎエキス/酒精、着色料（カラメル、クチナシ、紅
麹）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）】
添付たれ【しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、みりん、発酵調
味料、澱粉】添付【さんしょう】
岩国れんこんの水煮 れんこん（山口県産）、食塩、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、ｐＨ調整
剤、乳酸カルシウム

19

327

19

348

どっさり果実とヨーグ はっ酵乳、もも果肉、りんご果肉・果汁、パインアップル果肉・
果汁、砂糖、マンゴー果汁、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖
ルト
類）、香料、酸味料、乳酸 Ca、（原材料の一部にゼラチンを含
む）
チョコレート、小麦粉、砂糖、卵、マーガリン、牛乳、ホイップク
抹茶ガトーショコラ
リーム、でんぷん分解物、異性化液糖、抹茶、膨張剤、増粘
剤（メチルセルロース、増粘多糖類）、香料、乳化剤、着色料
（クチナシ）、（その他大豆由来の原材料を含む）
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頁

注文
番号

20

353

20

359

22

411

22

430

24

457

ふっくらしらす干し

25

502

こ ん ぶ め ん ( 北 海 道 昆布（厚岸産）、凝固剤（水酸化カルシウム）、酢酸

商品名

一括表示原材料名

山 形 県 産 佐 藤 錦 の 砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、さくらんぼ果汁、ゼラチン、洋酒
／ゲル化剤（増粘多糖類）、安定剤（加工デンプン）、酸味
プリン
料、香料、乳化剤、着色料（紅麹、クチナシ）、酸化防止剤（ビ
タミンＣ）、（一部に乳成分・ゼラチンを含む）
植物性乳酸菌グリー りんご（果汁、果肉）、砂糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ポリ
デキストロース、キウイフルーツ果肉、ペースト（ほうれんそう、
ンスムージー
キャベツ）、フラクトオリゴ糖シロップ、乳製品、にんじん、野菜
汁（セロリ、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん
そう、みつば）、小松菜エキス、レモン果汁、ホエーペプチド、
酵母エキス、パン酵母／安定剤（ＣＭＣ）、酸味料、増粘剤
（加工デンプン、増粘多糖類）、着色料（紅花黄、クチナシ）、
乳酸カルシウム、香料、（一部に乳成分・キウイフルーツ・りん
ごを含む）
朝の応援食ココア焼 鶏卵、砂糖、食用油脂（大豆を含む）、小麦粉、マーガリン、
準チョコレート（ココア、植物油脂、砂糖）、でん粉、チョコレー
きドーナツ
ト（砂糖、植物油脂、全粉乳、クリーム、カカオマス、ココアバタ
ー、卵たん白、脱脂粉乳、乳脂肪）、全粉乳、カラメルソース、
食塩、脱脂粉乳、寒天／加工でん粉、膨張剤、卵殻未焼成カ
ルシウム、乳化剤、増粘多糖類、香料、着色料（カロチン）
プルーン、果実調整品（りんごを含む）、砂糖、レモン濃縮果
プルーンジャム
汁／ゲル化剤（ペクチン）

いわしの稚魚（国産）、食塩

厚岸産昆布使用)
26

503

北海道秋さけ塩焼き 秋鮭（北海道沖）、食塩
(お弁当サイズ)

26

504

骨取り赤魚と ごぼう
の煮付け

26

513

国産ほたての天ぷら

32

636

三元豚のロースカツ

33

663

明太マヨポテト

アカウオ（グリ-ンランド産）、ごぼう（国産）、米発酵調味料、醤
油、砂糖、水飴、蛋白加水分解物、醸造酢、増粘剤（加工で
ん粉）
（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
ほたて(国産)、衣(小麦粉、でん粉、パン粉、食塩、香辛料、粉
末醤油、砂糖、酵母エキス、卵黄粉、大豆粉)、揚げ油(パーム
油) ／ ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸等)、着色料
(V.B2、カロチン)、（一部に小麦・卵・大豆を含む）
豚肉、衣｛パン粉（小麦・大豆を含む）、でん粉、食塩、香辛
料、砂糖、植物油脂、乾燥卵白（卵を含む）、大豆粉｝／加工
デンプン、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類
野菜（じゃがいも（遺伝子組換えでない）、たまねぎ）、乾燥マ
ッシュポテト.（遺伝子組換えでない）、辛子明太子、半固体状
ドレッシング（卵・ゼラチンを含む）、.砂糖、マヨネーズ風パウ
ダー（乳成分・鶏肉を含む）、食塩、酵母エキス、.たん白加水
分解物、衣（パン粉、小麦粉、でん粉、粉末水あめ、粉末油
－ 2 －

頁

注文
番号

34

698

36

723

48

3222

50

3261

52

3294

52

3318

商品名

一括表示原材料名

脂、食塩、.大豆たん白、卵黄粉）、揚げ油（なたね油）／調味
料（アミノ酸等）、加工でん粉、.トレハロース、増粘剤（加工で
ん粉、アルギン酸Ｎａ、キサンタンガム）、ソルビトール.、着色
料（ベニコウジ色素、パプリカ色素、ビートレッド、クチナシ黄
色素）、.ｐＨ調整剤、酸味料、香料、香辛料抽出物
とうふバーグ(ひじき) 野菜（たまねぎ、ごぼう）、つなぎ（パン粉（乳成分を含む）、粉
末状植物性たん白（大豆：遺伝子組換えでない）、鶏卵、乾燥
卵白）、食肉（鶏肉、豚肉）、豚脂、牛脂、豆腐（大豆：遺伝子
組換えでない）、ポークエキス、粒状植物性たん白（大豆：遺
伝子組換えでない）、しょうゆ、乾燥ひじき、砂糖、食塩、オイ
スターソース、香辛料、しょうがペースト、加工でん粉、凝固剤
（塩化Ｍｇ）
ピザ風味のもちもち 小麦粉、ナチュラルチーズ、全卵液、でん粉、まぐろ油漬、植
物油、たまねぎ、トマトペースト、米粉、砂糖、食塩、還元水あ
したパン(ツナ入りピ め、イースト、醸造酢、香辛料／加工デンプン、増粘剤（加工
ザソース使用)
デンプン、ペクチン）、パプリカ色素、セルロース、（一部に卵・
乳成分・小麦・大豆・りんごを含む）
6 種野菜のヌードル 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、小麦たん白）、かやく
（キャベツ、いか、.たまねぎ、いんげん、こまつな、ねぎ、にん
(ちゃんぽん風)
じん、でん粉）、添付調味料（ポークエキス.、食塩、砂糖、チキ
ンエキス、粉末野菜エキス、魚介エキス、香辛料、たん白加水
分解物.、植物油脂）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭
酸Ｃａ、増粘多糖類、乳化剤、.香料、かんすい、着色料（カラ
メル、クチナシ黄色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、.ｐＨ調整
剤、（一部に乳成分・小麦・いか・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
白菜と豚肉の中華う しょうゆ、発酵調味料、砂糖、でん粉、清酒、ごま油、食塩、醸
造酢、にんにく、ポークエキス、しょうが、オイスターエキス、香
ま煮のたれ
味油、魚介エキス、酵母エキス、香辛料、pH 調整剤（クエン
酸）、増粘剤（キサンタンガム）、（原材料の一部に小麦、大
豆、ごま、豚肉を含む）
マンゴー&玄米黒酢 米黒酢、果糖ぶどう糖液糖、濃縮マンゴー果汁、砂糖／香
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（パプリカ色素、カロチ
(マンゴー果汁入)
ン）

バターフレーバーオ 食用なたね油／香料（乳由来）、乳化剤（大豆由来）、カロテ
ン色素
イル
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頁

注文
番号

53

3320

ひじきふりかけ(しそ ひじき（国産）、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ごま、かつお節エキ
ス、酵母エキス、しその実、香料
風味)

55

3391

スカッとマスカット

55

3392

スカッとマスカット

56

3397

四季が育てた水

水（深井戸水）

56

3418

はと麦茶ブレンドパッ

はと麦（国産）、大麦、ハブ茶、とうもろこし（遺伝子組換えでな
い）、青じそ、あまちゃづる、浜茶、どくだみ、柿（葉・茎）、みか
ん（皮）、クマザサ

商品名

ク(ティーパック)

57

3419

57

3420

58

3456

一括表示原材料名

果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、香
料、ビタミンＥ、ナイアシン、パントテン酸Ｃａ、ピロリン酸鉄、ビ
タミンＢ１、ビタミンＡ、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミン
Ｄ、ビタミンＢ１２
果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁／炭酸、酸味料、ビタミンＣ、香
料、ビタミンＥ、ナイアシン、パントテン酸Ｃａ、ピロリン酸鉄、ビ
タミンＢ１、ビタミンＡ、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、葉酸、ビタミン
Ｄ、ビタミンＢ１２

準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、カ
カオマス、脱脂粉乳）、フルーツグラノーラ（オーツ麦、シリア
ョコレート
ルパフ（コーングリッツ（遺伝子組換えでない）、小麦全粒粉、
砂糖、玄米粉、食塩、でん粉）、糖類（砂糖、乳糖）、コーンフ
レーク（とうもろこし：遺伝子組換えでない）、レーズン、ココナ
ッツ、パイナップル、パンプキンシード（かぼちゃの種）、ショー
トニング、アーモンドスライス、大麦麦芽エキス、クランベリー、
マンゴーピューレ、プルーンピューレ、ココアパウダー、植物
油脂、食塩、でん粉）、植物油脂／グリセリン、乳化剤（大豆由
来）、炭酸Ｃａ、糊料（加工でん粉）、ビタミンＣ、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、香料、酸味料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、ビタミ
ンＢ６、パントテン酸Ｃａ、ビタミンＢ１、ビタミンＡ、ビタミンＢ２、
葉酸、ビタミンＢ１２
金 沢 港 水 揚 げ 甘 え もち米（富山県産）、植物油、甘えび（金沢港）、砂糖、食塩、
えび、蛋白加水分解物（大豆を含む）、香味油、粉末醤油（小
び あ ら れ ( 富 山 米 使 麦を含む）、デキストリン、酵母エキスパウダー、オリゴ糖／調
用)
味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン E、茶
抽出物）、着色料（紅麹、カラメル）
HERSHEY'S クランチ 準チョコレート、モナカ、砂糖、乳製品、クッキークランチ（小麦
粉、砂糖、水あめ、ショートニング、アーモンド、食塩）、植物
チョコモナカ
油脂、水あめ、卵黄（卵を含む）／加工でん粉、乳化剤（大豆
由来）、安定剤（増粘多糖類、セルロース、寒天）、香料、膨脹
剤、着色料（カラメル、アナトー、カロチン）、甘味料（アセスル
ファムＫ）
フルーツグラノーラチ
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頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名

58

3462

ホワイトチョコで包ん

乳製品、チョコレートコーチング、砂糖、植物油脂、デキストリ
ン／安定剤（増粘多糖類：大豆由来）、乳化剤、酸味料、香料
（卵由来）、甘味料（アスパルテーム・Ｌ‐フェニルアラニン化合
物）

だ ミルク仕立てのカ
ルピスアイスバー
59

3470

60

3492

60

3495

便利なタンメン(しお めん：小麦粉、でん粉、小麦たん白、食塩、卵白、酒精、ソル
ビトール、かんすい、クチナシ黄色素、増粘剤（キサンタン）、
味)
打粉（でん粉、炭酸Ｃａ、第三リン酸Ｃａ）スープ：食塩、たん白
加水分解物、植物油脂、砂糖、ポークエキス、動物油脂、オ
ニオンエキス、チキンエキス、白菜エキス、でん粉、香辛料、
酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（加工でん
粉、キサンタン）、酸化防止剤（ビタミン E）（原材料の一部に大
豆、鶏肉、豚肉、ごまを含む）
豆乳と 9 種の野菜サ 小麦粉、砂糖、ショートニング、植物油脂、豆乳（大豆を含む：
遺伝子組換えでない）、乾燥野菜（じゃがいも（遺伝子組換え
ブレ
でない）、にんじん、かぼちゃ、たまねぎ、トマト、ほうれんそう、
ブロッコリー、さつまいも、キャベツ）、ココナッツ、食塩、デキス
トリン、米粉／膨張剤、炭酸Ｃａ、乳化剤、香料、加工でん粉
手づくりピーナッツ糖 落花生、ザラメ、黒糖、粗糖

60

3499

王将(三色あいす)

61

3500

ロイズ生チョコレート

61

3501

61

3506

63

3515

ココアバター、砂糖、生クリーム、全粉乳、チーズ、脱脂粉乳、
乳糖、桜花エキス、洋酒、いちご粉末、練乳パウダー、植物油
(桜フロマージュ)
脂、乳化剤、香料、アカビート色素、アントシアニン色素、酸味
料、（原材料の一部に大豆を含む）
ロイズチョコレートウ 砂糖、植物油脂、ウエハース（小麦粉、食塩、植物油脂、小麦
胚芽）、全粉乳、乳糖、ココアバター、カカオマス、いちご粉
エハース(いちごクリ 末、練乳パウダー、乳化剤、加工でん粉、カラメル色素、香
ーム)
料、膨脹剤、（原材料の一部に大豆を含む）
チョコレート餡、小麦粉、チョコレートスプレッド、砂糖、チョコレ
ロイズちょこまん
ート、全卵、マーガリン、クリーム、乳等を主要原料とする食
品、ココアパウダー、卵黄、膨脹剤、乳化剤、香料、（原材料
の一部に大豆を含む）

生からつくったかきフ
ライ(広島県産)

63

3516

砂糖、乳製品、植物油脂、水あめ、いちご果汁・果肉、砂糖・
異性化液糖、バナナ果汁・果肉、ココア、カカオマス、乳化
剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、着色料（カラメル、カロテ
ン、アカビート）、酸味料

えび団子のクルトン
揚げ

かき（広島県）、衣（パン粉、でん粉、小麦粉、粉末状植物性
たん白、コーンフラワー、コーングリッツ、食塩、砂糖、こしょ
う）、（原材料の一部に大豆を含む）
えび、いとりよりすりみ、たまねぎ、でん粉、えびスープ、砂糖、
食塩、えびエキスパウダー、こしょう、卵白粉、粉末状植物性
たん白、サフラワー油、衣（クルトン、えびスープ、小麦粉、食
塩、砂糖、卵白粉、こしょう）／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタン）、ベーキングパウダー、ポリリン酸Ｎ
ａ、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹）、（一部にえび・小麦・卵・大豆
－ 5 －

頁

注文
番号

商品名

一括表示原材料名
を含む）
メロ、米みそ（米、大豆、食塩）、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、
みりん、食塩

63

3517

メロ西京漬

63

3518

キングサーモン塩麹 キングサーモン(養殖)、塩糀（米糀、食塩）／酒精
漬

63

3519

輪島朝市いしる醤油 鯖（ノルウェー）、赤魚（アメリカ）、あじ（国産）、醤油、みりん、
発酵調味液、魚醤油（いか）、（原材料の一部に小麦・大豆を
干しセット(鯖・赤魚・ 含む）
あじ)

63

3520

金目鯛煮付け

金目鯛、砂糖、しょうゆ、おろししょうが、清酒、食塩、こんぶエ
キスパウダー／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キ
サンタン）、カラメル色素、（一部に小麦・大豆を含む）

64

3525

刺身とろゆば

大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）、水あめ

裏

991

豚味噌ステーキ 増 豚肉（国産）、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、還元水あ
め、米発酵調味液、水あめ、香辛料、焼成Ｃａ、（原材料の一
量(成型加工肉使用) 部に卵、小麦を含む）

表
紙
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