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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

4

頁 

046 食塩不使用ピスタチ

オミックス 

ピスタチオ（アメリカ）、アーモンド、カシューナッツ、くるみ 

 

9

頁 

101 秋田名物きりたんぽ

鍋 

【野菜】白菜、ごぼう、長葱、人参、せり【きりたんぽ】うるち米
（秋田県産）【鶏肉】鶏肉、（一部に鶏肉を含む）【鍋スープ】
砂糖、食塩、しょうゆ、発酵調味料、かつおエキス、昆布エキ
ス、チキンエキス、酵母エキス、しょうゆ抽出液（脱脂加工大
豆、小麦、食塩）、生姜／カラメル色素、（一部に小麦・大
豆・鶏肉を含む）【ぶなしめじ】ぶなしめじ 
 

 

9

頁 

102 ムサカ(ギリシャ風グ

ラタン) 

じゃがいも（国産）、豚肉、玉ねぎ、なす、たれ（トマト、たまね
ぎ、糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、植物油脂、発酵調味
料、醸造酢、食塩、たん白加水分解物、濃厚ソース、にんに
く、オイスターソース、小麦粉、畜肉エキス、香辛料）、ミニト
マト/調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、酸味
料、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを
含む） 

 

9

頁 

109 楽しくつくろう!リース

風サラダ 

じゃがいも（国産）、ゆで卵、マヨネーズ、ブロッコリー、ベー
コン、レタス、ミニトマト、スイートコーン、たまねぎ、にんじん、
きゅうり、プロセスチーズ、うまみ調味液、砂糖、りんご酢、食
塩／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、グリシン、リン酸塩（Ｎ
ａ）、カゼインＮａ、糊料（増粘多糖類）、乳化剤、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ）、くん液、酢酸Ｎａ、酵素、香辛料抽出物、着色料（カ
ロチノイド、コチニール、紅麹）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、（一部
に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む） 

 

10

頁 

110 

3182 

4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り 

添付半熟卵（国内製造）、だいこんナムル、子大豆もやしナ
ムル、ほうれんそうナムル、肉味噌、添付コチジャン／増粘
剤（加工でん粉）、ソルビット、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸
等）、グリシン、着色料（カラメル、カロチノイド）、酸味料、酒
精、酵素、甘味料（甘草）、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏
肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

10

頁 

111 

3183 

4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り (ごぼうサラ

ダ・中華スープ用具

材) 

ごぼうサラダ、添付半熟卵（国内製造）、中華スープ用具材、
だいこんナムル、子大豆もやしナムル、ほうれんそうナムル、
肉味噌、添付コチジャン／増粘剤（加工でん粉、キサンタン
ガム）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、ソルビット、グリシ
ン、着色料（カラメル、カロチノイド）、香辛料抽出物、加工で
ん粉、酸味料、酵素、酒精、寒天、甘味料（ステビア、甘
草）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に
卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介類）を含
む） 
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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。 

※「原材料一覧表」はコープぎふ・あいち・みえで統一です。取り扱い生協が限定される商品には、頁に各生協名が記載されています。 

ご利用の生協名が記載された商品をご確認ください。 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

11

頁 

123 鮨やの賄い骨取り

ぶりと野菜の煮付け 

【具材】ぶり（国産）、揚げ茄子、たけのこ【煮魚たれ】砂糖、
たまりしょうゆ（小麦・大豆を含む）、発酵調味料（糖類、米発
酵調味料、アルコール、食塩）、食塩／増粘剤（加工でん
粉）、カラメル色素、酒精、調味料（アミノ酸） 

 

12

頁 

136 北海道ミルクの濃厚

グラタン(ベーコンと

4種のチーズ) 

ボイルマカロニ（国内製造）、牛乳（生乳（国産））、ボイルじ
ゃがいも、チーズ、たまねぎ、ベーコン、小麦粉、油脂加工
品、植物油脂、クリーム、ゼラチン、食塩、味付マッシュルー
ム、バター、チキンブイヨン調味料、果実酒、液体濃縮だし、
砂糖、おろしにんにく、酵母エキス／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、カゼイ
ンＮａ、リン酸塩（Ｎａ）、くん液、着色料（コチニール）、発色
剤（亜硝酸Ｎａ）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・卵・
さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

12

頁 

137 鍋焼日清のどん兵

衛(天ぷらうどん) 

「めん」小麦粉（国内製造）、でん粉、食塩／酸味料、環状オ
リゴ糖、グリシン、チャ抽出物、（一部に小麦を含む）「具」天
ぷら／膨張剤、クチナシ色素、調味料（アミノ酸等）、酸化防
止剤（ビタミンＥ）、リン酸塩（Ｎａ）、ベニコウジ色素、（一部に
えび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む）「添付調味料」たん白
加水分解物、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、食塩、発酵調味
料、削りぶし粉末、こんぶエキス、しいたけエキス／調味料
（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、増粘剤（キサンタンガム）、（一部
に小麦・さば・大豆を含む） 
 

 

14

頁 

168 柔らか煮込みロー

ルキャベツ (トマトソ

ース) 

ロールキャベツ（キャベツ（国産）、豚肉、たまねぎ、豚脂、パ
ン粉（小麦を含む）、でん粉、砂糖、食塩、香辛料）、トマト・
ピューレーづけ、トマトペースト、たまねぎ、砂糖、オリーブ
油、食塩、香辛料 

 

17

頁 

201 五平もち 五平餅 うるち米（国内産）たれ 砂糖（国内製造）、しょう
ゆ、ごま、落花生、米発酵調味料、米みそ、くるみ、豆みそ、
食塩、醸造酢、（一部に小麦・落花生・くるみ・ごま・大豆を含
む） 

 

18

頁 

207 バスクチーズケーキ

(とろ生ショコラ) 

クリームチーズ（北海道製造、オーストラリア製造）、生クリー
ム、鶏卵、カスタードクリーム、チョコレート、砂糖、コーンスタ
ーチ、牛乳、フラワーペースト、バター、ココアパウダー／増
粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、グリシン、安定剤（ローカ
スト）、乳化剤、ソルビット、香料、苦味料、着色料（カロテ
ン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチンを含む） 

 

28

頁 

427 北海道うす削りパル

メザンチーズ(フレー

クタイプ) 

ナチュラルチーズ（生乳（北海道）、食塩）／セルロース 

 

30

頁 

483 &MANTINGA ハーフ

バゲット(バター入り) 

小麦粉、バター（乳成分を含む）、マーガリン、イースト、食
塩、植物油脂、不活性化イースト、麦芽小麦粉／乳化剤、増
粘剤（グァーガム）、ｐＨ調整剤、香料、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

33

頁 

541 

3202 

まるい形のまぐろた

たき身丼の具(たれ

付) 

【まぐろたたき身】まぐろ（きはだまぐろ、めばちまぐろ）、食用
植物油脂、食用精製加工油脂／ｐＨ調整剤、酸化防止剤
（ビタミンＣ、ビタミンＥ）【添付たれ】しょうゆ（大豆・小麦を含
む）、砂糖、みりん、酵母エキス、かつおぶしエキス 

 

34

頁 

3154 北海道産ほたて貝

柱姿焼 

ほたて貝柱（オホーツク海産）、馬鈴薯澱粉、調味液（醤油、
砂糖、ワインエキス、食塩、唐辛子）／ソルビトール、調味料
（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

38

頁 

635 国産鶏手羽元のサ

ムゲタン風 

鶏手羽元（国産）スープ【しょうゆ、ゼラチン、チキンエキス、
発酵調味料、水あめ、チキンオイル、昆布エキス、食塩、酵
母エキス／調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン
ガム）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）】香味具
材【クコの実、山椒、クミン】 
 

 

42

頁 

690 九州産若鶏と国産

ごぼうのごま照りチ

キン 

鶏肉（九州）、ごぼう（国産）、植物油脂、粒状植物性たん白
（大豆を含む）、パン粉（小麦を含む）、しょうゆ、砂糖、発酵
調味液、ごま、還元水あめ、ぶどう糖、チキンエキス調味料、
食塩、がらスープの素（豚肉を含む）、魚介エキス調味料／
加工でん粉、ｐＨ調整剤、セルロース、着色料（カラメル、ア
ナト－色素、カロチン）、炭酸水素Ｎａ、香料（乳由来） 
 

 

44

頁 

714 ふんわりレンジピザ

(コーン&マヨ) 

クラスト（小麦粉（国内製造）、イースト、ショートニング（大豆
を含む）、砂糖、食塩）、ナチュラルチーズ（乳成分を含む）、
コーン（分別生産流通管理済み）、半固体状ドレッシング（植
物油脂、糖類（水あめ、砂糖）、醸造酢、卵黄（卵を含む）、
加工油脂、でん粉、食塩、砂糖、発酵調味料、ゼラチン、脱
脂粉乳、酵母エキス、レモン果汁）、無塩せきボロニアソーセ
ージ（豚肉を含む）、食塩、オレガノ、パセリ、ガーリックパウ
ダー／膨張剤、ｐＨ調整剤、香辛料抽出物 
 

 

48

頁 

781 千房焼そば(すき焼

風) 

めん〔小麦粉（国内製造）、植物油脂、卵白、食塩、小麦た
ん白／かんすい、グリシン、焼成 Ca、保存料（しらこ）、乳化
剤、クチナシ色素、(一部に小麦・卵・大豆を含む)〕添付調味
料〔しょうゆ、砂糖、発酵調味料、みりん、穀物酢、かつおぶ
しエキス、酵母エキス／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・
大豆を含む）〕 

 

50

頁 

810 モンブラン胡麻どう

ふ 

砂糖（国内製造）、牛乳、栗甘露煮ペースト（栗、砂糖）、ねり
白ごま、水あめ、澱粉、乳等を主要原料とする食品、寒天、
食塩／ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類）、香料、着色
料（カラメル、カロチン、クチナシ）、（一部に乳成分・ごま・大
豆を含む） 

 

56

頁 

914 担々ごまみそ鍋スー

プ(ストレートタイプ) 

ねりごま（国内製造）、しょうゆ、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、
砂糖、食塩、みそ、豆板醤、たん白加水分解物、にんにく、
すりごま、チキンエキス、アーモンド、香辛料、酵母エキス／
アルコール、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キ
サンタンガム）、パプリカ色素、（一部に小麦・アーモンド・ご
ま・大豆・鶏肉を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

57

頁 

949 北海道チャウダー

(クラムチャウダー

用) 

食用油脂（牛脂豚脂混合油（国内製造）、パーム油）、小麦
粉、デキストリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、全粉乳、クリーミン
グパウダー、あさりエキス、生クリーム、帆立貝エキス、えび
エキス、でんぷん、ポークエキス、オニオンパウダー、チーズ
パウダー、チーズ加工品、香辛料、濃縮生クリーム、野菜エ
キス、ガーリックパウダー、ぶどう糖、調味油／調味料（アミノ
酸等）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、酸味
料、香料、くん液、（一部に乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・
豚肉を含む） 

 

58

頁 

952 越後 生一番魚沼産

こがね餅 

水稲もち米（新潟県魚沼産） 

 

58

頁 

966 ベビースターラーメ

ンカップめん (うまし

お味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、チキン
エキス、しょうゆ、植物性たん白）、スープ（食塩、でん粉、デ
キストリン、ホタテエキス、たん白加水分解物、砂糖、チキン
エキス、粉末しょうゆ、魚醤、香味調味料、植物油脂、ポーク
調味料）、かやく（卵、魚肉練り製品、ねぎ）／加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、かんすい、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、香料、微粒二酸化ケイ素、増粘剤（グァーガム）、カ
ロチノイド色素、甘味料（カンゾウ、スクラロース）、クチナシ
色素、ビタミンＢ2、ビタミンＢ1、ベニコウジ色素、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

65

頁 

3329 ピザポテト じゃがいも（国産又はアメリカ）、植物油、チーズ味フレーク、
砂糖、ぶどう糖、食塩、ガーリックパウダー、酵母エキスパウ
ダー、ビーフパウダー（小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）、
野菜エキスパウダー、粉末植物油脂、たん白加水分解物、
チーズパウダー、ミート風味調味料、トマトパウダー、赤唐辛
子、パセリ、サラミ風チップ（豚肉を含む）、オレガノ / 調味
料（アミノ酸等）、香料（りんごを含む）、酸味料、乳化剤、着
色料（カロチノイド、カラメル、紅麹）、香辛料抽出物、くん
液、甘味料（ステビア） 
 

 

66

頁 

3157 ココナッツサブレ(み

たらし団子味) 

小麦粉（国内製造）、砂糖、ショートニング、ココナッツオイ
ル、ココナッツ、うすくちしょうゆ（大豆を含む）、食塩、米粉、
乳糖／膨張剤、乳化剤、香料、甘味料（スクラロース） 
 

 

66

頁 

3353 ぷち歌舞伎揚アソー

ト 

◆醤油味：うるち米（国産、米国産）、植物油、砂糖、しょう
ゆ、果糖ぶどう糖液糖、食塩、調味エキス／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含
む)◆えび塩味：うるち米（国産、米国産）、植物油、食塩（赤
穂の塩 50%）、えび、ぶどう糖、でん粉、えび風味パウダー、
調味エキス、香辛料／加工でん粉、ソルビトール、調味料
（アミノ酸等）、ベニコウジ色素、（一部に小麦・えび・大豆を
含む）◆ブラックペッパー味：うるち米（国産、米国産）、植物
油、砂糖、しょうゆ、ブラックペッパー、ぶどう糖、調味エキ
ス、しょうゆラーメン風シーズニング、食塩／加工でん粉、調
味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、(一
部に小麦・ごま・大豆を含む) 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

67

頁 

3393 とちおとめの季節と

ちおとめ&いちご練

乳 

＜とちおとめ＞砂糖（国内製造）、とちおとめ果汁、加糖脱脂
練乳 / 安定剤（増粘多糖類、ゼラチン）、酸味料、紅麹色
素、香料、甘味料（アドバンテーム）、（一部に乳成分・ゼラチ
ンを含む)  

68

頁 

3396 伊右衛門厚切り抹

茶バウムクーヘン 

全卵（国内製造）、砂糖、小麦粉、マ－ガリン、ショ－トニン
グ、麦芽糖、抹茶、クロレラ、牛乳、食塩/加工でんぷん、ソ
ルビト－ル、乳化剤、膨脹剤、着色料(クチナシ、カロチン)、
香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 

 

70

頁 

3463 つくね串(タレ付き) 【つくね串】鶏肉（ブラジル）、鶏皮（国産）、全卵、しょう油、
玉ねぎ、パン粉、砂糖、食塩、清酒、大豆油 ／ クエン酸Ｎ
ａ、調味料（アミノ酸）、酸味料、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉
を含む）【添付タレ】しょう油、砂糖、水あめ、チキン・ポークエ
キス、みりん、酵母エキス ／ 増粘剤（加工デンプン、グァー
ガム）、アルコール、カラメル色素、（一部に小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 
 

 

チ

ラ

シ 

3592 フライパンでできる

真だらフライ(オート

ミール使用) 

真だら（北海道沖）、衣（オーツ麦（えん麦）、粉末調味料（パ
ン粉、食塩、砂糖、コーンスターチ、粉末しょうゆ、オニオン
パウダー、パプリカ、にんにく末、コショウ、チキンエキス、酵
母エキス、レッドベルペッパー、コショウ末、乾燥パセリ）、ミッ
クス粉（小麦粉、パン粉、植物性たん白、食塩、大豆粉）、植
物油脂、パン粉）加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、増粘多
糖類）、着色料（カロチノイド）、香料、（一部に小麦・乳成分・
大豆・鶏肉を含む） 
 

 

チ

ラ

シ 

3599 糖質コントロール餃

子 

皮（小麦粉、食用油脂、小麦たん白、でん粉、食塩）、キャベ
ツ（国産）、食肉（鶏肉、豚肉）、豚脂、粒状植物性たん白、
食用油脂、しょうゆ、ポークエキス調味料、砂糖、食塩、おろ
ししょうが、おろしにんにく、パン粉、魚介エキス調味料／加
工デンプン、乳化剤、ｐH 調整剤、増粘剤（キサンタンガ
ム）、グリシン、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含
む） 

 

チ

ラ

シ 

3603 糖質コントロール牛

丼 

牛肉（オーストラリア産）、玉ねぎ、しらたき、しょうゆ、植物油
脂、たん白加水分解物、牛脂、でん粉、おろししょうが、砂
糖、食塩、かつお節エキス、ガーリックペースト、かつお節粉
／調味料（アミノ酸等）、糊料（加工デンプン、キサンタン）、
甘味料（スクラロース）、酸味料、（一部に小麦・牛肉・大豆を
含む） 

 

 

 


