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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

表

紙 

005 しょうゆダレ仕込み

若鶏のやわらか唐

揚 

鶏肉（もも）、しょうゆ、小麦粉、しょうがペースト、糖類（ぶどう
糖、砂糖）、にんにくペースト、しょうゆ加工品、食塩、酒、米
粉、粉末状植物性たん白、衣（小麦粉、でん粉、糖類（ぶどう
糖、砂糖）、植物油脂、鶏卵、しょうゆ、食塩、脱脂粉乳、香
辛料）、揚げ油（パーム油、大豆油）／加工でん粉、調味料
（アミノ酸等）、乳化剤、炭酸 Na、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆・鶏肉を含む） 

 

9

頁 

105 産直豚のキャベツた

っぷり回鍋肉 

【野菜】キャベツ（国産）、人参、長葱、ピーマン【豚肉】豚肉、
（一部に豚肉を含む）【中華味噌炒めのたれ】味噌、砂糖、
還元水飴、発酵調味料、豆板醤、ニンニク、植物油脂、醤
油、ガラスープ調味料、酵母エキス／増粘剤（加工澱粉）、
香辛料抽出物、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ご
まを含む） 

 

9

頁 

115 菜の花とベーコンの

うま塩パスタ 

【スパゲティー（国内製造）】デュラム小麦のセモリナ、植物油脂

／酸味料、（一部に小麦を含む）【野菜】キャベツ、菜の花【ベー

コン】豚バラ肉、糖類（水あめ、砂糖）、食塩、卵たん白、乳たん

白、大豆たん白／リン酸塩（Na）、カゼイン Na、増粘剤（増粘多

糖類）、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸 K）、酸化防止

剤（ビタミン C）、発色剤（亜硝酸 Na、硝酸 K）、着色料（コチニ

ール）、（一部に卵・乳成分・豚肉・大豆を含む）【塩たれ】水あ

め、醤油、食塩、植物油脂、にんにく、香辛料／調味料（アミノ

酸等）、酸化防止剤（ビタミン C）、酸味料、増粘剤（キサンタン

ガム）、ビタミン B1、（一部に小麦・ごま・ゼラチン・大豆を含む）

【ぶなしめじ】ぶなしめじ 

 

10

頁 

116 鶏肉のさっぱり塩じ

ゃが煮 

じゃがいも（国産）、鶏肉、たまねぎ、にんじん、たれ（水あ
め、醤油、食塩、植物油脂、にんにく、その他）、きぬさや/調
味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、酸味料、増粘
剤（キサンタンガム）、ビタミンＢ１、（一部に小麦・ごま・大豆・
ゼラチン・鶏肉を含む） 

 

10

頁 

117 大根と牛肉の甘味

噌煮(うずら卵入り) 

【野菜】大根、人参、小葱【牛肉】牛肉（アメリカ又はオースト
ラリア）、（一部に牛肉を含む）【みそ】味噌、砂糖、果糖ぶど
う糖液糖、水あめ、ごま、食塩、（一部に大豆・ごまを含む）
【うずら卵】うずら卵、食塩、（一部に卵を含む）  

11

頁 

136 鶏から揚げとレンコ

ンの甘辛たれ炒め

(国産鶏肉使用) 

【鶏から揚げ】鶏肉（国産）、衣（でん粉、小麦粉、マルトデキ
ストリン）、しょう油、全卵液、食塩、香辛料、揚げ油（なたね
油、パーム油）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、パプリ
カ色素、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む）【別添
たれ】砂糖、しょう油、みりん、りんご酢、食塩、香辛料／増粘
剤（加工デンプン、キサンタンガム）、カラメル色素、調味料
（アミノ酸）、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）【別添れんこ
ん】れんこん 
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（04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。 

※「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  

12

頁 

159 ごま油香る竹の子

甘辛炒め 

筍（中国）、蒟蒻、人参、さやいんげん、醤油、発酵調味料、
砂糖、植物油、還元水飴、みりん、鰹エキス、にんにくペース
ト、唐辛子／加工澱粉、酸味料、増粘剤（加工澱粉、増粘多
糖類）、グリシン、水酸化Ｃａ、（一部に小麦・ごま・大豆を含
む） 

 

13

頁 

168 3種の国産野菜のナ

ムル 

野菜（ほうれん草、もやし、にんじん）（国産）、ごま油、食塩、
コチュジャン（大豆を含む）、ねりごま、おろしにんにく、香辛
料／アルコール、調味料（アミノ酸等）  

18

頁 

212 いろどり出雲(冬) ①＜出雲＞砂糖（国内製造）、小豆、水あめ、寒天②＜冬出
雲＞砂糖（国内製造）、小豆、餅粉（もち米）、水あめ、寒天
③＜出雲柚子＞砂糖（国内製造）、柚子加工品（柚子皮、砂
糖）、寒天、柚子  

18

頁 

219 ノースマン こしあん（小豆、砂糖、還元水飴、酵素水飴）（国内製造）、
小麦粉、バター、マーガリン、食塩、鶏卵、醤油／酒精、酸
化防止剤（V.E)、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む） 

 

26

頁 

386 白バラココア (乳飲

料) 

乳（国内製造）、乳製品、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ココア、
食塩／セルロース、乳化剤、安定剤（増粘多糖類） 

 

27

頁 

432 鹿児島県産紅はる

かのプリン(焼きいも

仕立て) 

液卵（国内製造）、砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、さつまいも
ペースト、でん粉、ゼラチン、糖類加工品、食塩／安定剤
（加工デンプン、増粘多糖類）、香料、乳化剤、カロテン色
素、（一部に卵・乳成分・ゼラチン・大豆を含む） 

 

29

頁 

461 ふわふわホイップの

メロンパン 

小麦粉（国内製造）、ホイップクリーム、マーガリン、砂糖、
卵、果糖ぶどう糖液糖、ショートニング、パン酵母、食塩、発
酵風味料／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、乳化剤、
セルロース、グリシン、メタリン酸Ｎａ、イーストフード、香料、ｐ
Ｈ調整剤、ビタミンＣ、酸化防止剤(ビタミンＥ)、カロチノイド
色素、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) 

 

30

頁 

490 かつや全力カツサン

ド !(かつやソース使

用) 

とんかつ[豚肉、パン粉、揚げ油(なたね油、パーム油)、その
他]、パン(国内製造)、濃厚ソース／加工でん粉、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)、グリシン、着色料(カラメル)、酸化防止剤(V.C)、(一部に
小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんごを含む) 

 

32

頁 

532 脂ののったあじ白だ

し干し 

あじ（アイルランド）、しろしょうゆ加工品（白だし）（合わせだ
し（かつおかれぶし削り、そうだがつおぶし削り、まぐろぶし
削り、あじぶし削り、乾しいたけ）、水飴、有機しろしょうゆ、小
麦酵素分解液、食塩、その他）、食塩、（一部に小麦・大豆を
含む） 

 

33

頁 

551 銚子産まいわし酢〆 まいわし(銚子港)、砂糖、醸造酢、穀物酢、食塩/調味料(ア
ミノ酸) 

 

34

頁 

584 骨取りサーモンフラ

イ 

カラフトマス（ロシア）（さけを含む）、衣【パン粉(小麦を含
む)、ミックス粉[でん粉(大豆を含む)、食塩、香辛料]、打粉
[コーンスターチ、馬鈴薯でん粉]】/加工でん粉、酢酸(Na)、
トレハロース、乳化剤、増粘多糖類 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

41

頁 

686 国産牛入りミンチカ

ツ 

衣（パン粉（国内製造）、でん粉、食塩、香辛料）、牛肉(国
産)、玉ねぎ、牛脂肪(国産)、パン粉、ソテーオニオン、豚脂
肪(国産)、三温糖、食塩、香辛料／加工デンプン、トレハロ
ース、ｐＨ調整剤、リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ酸）、増粘
多糖類、カラメル色素、（一部に、小麦・牛肉・大豆・豚肉を
含む） 

 

43

頁 

725 かぼちゃと枝豆とさ

つまいものつまみ揚

げ 

野菜（かぼちゃ（日本又はメキシコ又はニュージーランド）、
枝豆（ベトナム）、さつまいも（国産））、衣（小麦粉、大豆粉、
食塩、でん粉、パンプキンパウダー、卵黄粉）、揚げ油（なた
ね油）／加工でん粉、膨脹剤、着色料（カロチノイド）、（一部
に小麦・卵・大豆を含む） 

 

48

頁 

794 越前新そば [めん］小麦粉（国内製造）、そば粉、食塩、うち粉（でんぷ
ん）/ソルビット、pH 調整剤 [つゆ］だし汁（いわし、さば、か
つお）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、食塩、発酵調味
料、昆布エキス/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素 

 

49

頁 

821 千屋牛すき焼き重 ご飯(米（国産））、牛肉しぐれ煮(牛肉（岡山県産））、玉ねぎ
糸こんにゃく煮、玉子焼、椎茸煮、紅生姜、れんこん梅酢漬
／加工デンプン、グリシン、ソルビット、増粘剤（加工デンプ
ン、キサンタン）、酸味料、酢酸 Na、調味料（アミノ酸等）、着
色料（野菜色素、カラメル）、水酸化 Ca、V.B1、甘味料(ステ
ビア、カンゾウ）、香料、乳化剤、（一部に小麦・大豆・卵・牛
肉を含む） 

 

50

頁 

824 佐嘉平川屋温泉湯

豆腐(ぽん酢付き) 

温泉とうふ［大豆（佐賀県産）／凝固剤（粗製海水塩化マグ
ネシウム）］、調理水［水／ｐＨ調整剤］、ぽん酢［しょうゆ、醸
造酢、砂糖、米発酵調味料、食塩、へべす果汁、昆布エキ
ス、日向夏果汁、焼き飛魚だし、昆布だし、魚介エキス、酵
母エキス／酒精、ビタミン B1、（一部に小麦・大豆を含む）］ 

 

59

頁 

3219 新宿中村屋 レンジ

de 満足!バターチキ

ンカレー 

鶏肉（国産）、トマトペースト、乳等を主要原料とする食品、り
んごパルプ、砂糖、マーガリン、ココナッツミルクパウダー、ヨ
ーグルト、小麦粉、食用油脂（ラード、なたね油）、水あめ、
香辛料、カシューナッツペースト、バター、食塩、にんにくペ
ースト、ヤラピノピューレ、酵母エキス、カレー粉、カスリメティ
ペースト／増粘剤(加工でん粉)、酸味料、香料、（一部に乳
成分・小麦・カシューナッツ・大豆・鶏肉・りんごを含む） 

 

59

頁 

3220 新宿中村屋 レンジ

de 満足!キーマカレ

ー 

野菜（じゃがいも、玉ねぎ、にんじん）、鶏肉（国産）、バタ
ー、きゅうり酢漬、トマトペースト、粒状植物性たん白、ひよこ
豆ペースト、食用油脂（なたね油、ラード）、砂糖、チキンエ
キス、カレー粉、レンズ豆、香辛料、食塩、クリーム、しょうが
ペースト、にんにくペースト、はちみつ、小麦粉、りんご酢、
香味油／増粘剤(加工でん粉)、酸味料、着色料（カラメル、
ウコン、紅麹）、香辛料抽出物、（一部に乳成分・小麦・大
豆・鶏肉・りんごを含む） 

 

62

頁 

3279 とけだす果実の紅茶

(ストロベリー&ラズ

ベリー) 

砂糖（国内製造）、ぶどう糖、紅茶エキス、乾燥ストロベリー、
乾燥ラズベリー、粉末ラズベリー果汁、粉末ストロベリー果汁
／酸味料、香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラ
ニン化合物、アセスルファム K）  

67

頁 

3366 お餅付きぜんざい 【ぜんざい】砂糖（国内製造）、小豆、食塩 【もち】もち米（日
本） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

70

頁 

3468 便利な絹糸塩こん

ぶ 

昆布(国産)、醤油、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、ソル
ビット、増粘剤（プルラン）、（一部に大豆・小麦を含む） 

 

71

頁 

3488 飛騨清見ソース (中

濃タイプ) 

野菜・果実（トマト（外国産、国産）、たまねぎ、レモン、その
他）、砂糖、醸造酢、食塩、澱粉、香辛料 

 

裏

表

紙 

3570 六花亭ラウンドハー

ト 

乳製品（生乳、砂糖）（北海道製造）、ココアバター、砂糖、キ
ャラメル粉末、ヨーグルト粉末、乾燥苺、抹茶、コーヒー、生
クリーム、カカオマス、バニラビーンズ／植物レシチン(大豆
由来)、香料 

 

チ

ラ

シ 

3154 白川菓匠 大黒屋栗

黒豆大福 

糯粉（米（国産））、砂糖、栗、黒豆かのこ、小豆、水飴、食
塩、寒天/トレハロース、乳化剤、酵素（一部に乳成分・大豆
を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3595 白川菓匠 大黒屋美

濃路 栗きんとん 

栗(国産)、砂糖 

 

チ

ラ

シ 

3596 白川菓匠 大黒屋美

濃路 栗福餅 

栗（国産）、糯粉、砂糖、生白あん、水飴/トレハロース、乳化
剤、酵素、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3597 白川菓匠 大黒屋美

濃路  ぶんだこ (草

餅) 

米粉（米（国産））、砂糖、小豆、よもぎ、水飴、浮粉、食塩、
寒天/トレハロース、乳化剤、酵素、（一部に小麦・乳成分・
大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3600 糖質コントロール春

巻 

野菜〔キャベツ（国産）、にんじん（国産）、もやし（国産）〕、粒
状大豆たん白、しょうゆ、食肉〔鶏肉（国産）、豚肉（国産）〕、
しらたき（こんにゃく芋：国産）、ラード、豚脂、砂糖、おろしし
ょうが、おろしにんにく、オイスターソース、ほたてエキス、ご
ま油、ポークエキス、食塩、豆板醤、香辛料、酵母エキス、皮
（小麦粉、還元水あめ、粉末油脂、発酵調味料、乾燥卵白、
食塩、でん粉）／加工デンプン、糊料（加工デンプン）、増粘
剤（グァーガム）、着色料（ココア）、水酸化 Ca、（一部に小
麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3604 糖質コントロール玄

米入り焼おにぎり 

大麦入りブレンド米（うるち米＜国産＞、米粒麦＜大麦：国
産＞、玄米加工品＜玄米：国産＞）、こいくちしょうゆ（本醸
造）、米発酵調味料、植物油脂、食塩、和風だしの素、（一
部に小麦・大豆を含む） 

 

 

 


