２０１８年度 グリーン登録企画商品 原材料名
【食品の部 】
ＮＯ
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商
品
名
行列ができるラーメン店シリーズ（月替わり）
①横浜ラーメン

吉村家

②佐野ラーメン

万里

③熊本ラーメン名店

④札幌ラーメン

⑥旭川ラーメン

青葉

名

麺：小麦粉､小麦たん白、還元水飴､食塩､加工澱粉､酒精､かんすい、クチナシ色素 / 添付調味料：ポークエキス、風味油（食用油脂、にんにく）、ラード、醤油、食塩、還元
水飴、砂糖、ガーリックペースト、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆、鶏
肉、豚肉、ごまを含む）

３回目

麺：小麦粉､小麦たん白､還元水飴､食塩､植物油脂、卵黄､デキストリン、乳たん白、加工澱粉､酒精､かんすい､クチナシ色素、二酸化ケイ素 /スープ：味噌､ポークエキス、
ラード､豚背脂､還元水飴､食塩､砂糖､香辛料､野菜エキス､ゼラチン､酵母エキス､調味料(アミノ酸等)､酒精､カラメル色素、(原材料の一部に小麦､卵､乳成分､大豆､豚肉､ゼラチン
を含む)

４回目

⑤天理スタミナラーメン

料

麺：小麦粉､還元水飴､食塩､小麦たん白、加工澱粉､酒精､かんすい /スープ：醤油､ラード､食塩､ポークエキス、チキンエキス､風味油､砂糖､煮干エキス､かつおエキス､香辛料､
酵母エキス､酒精､調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加工澱粉)、(原材料の一部に小麦､大豆､鶏肉､豚肉を含む)

２回目

桑名

材

麺：小麦粉､還元水飴､食塩､小麦たん白､加工澱粉､酒精､かんすい､クチナシ色素／スープﾟ：鶏油､醤油､ポークエキス、ポークペースト､還元水飴､食塩､砂糖､ゼラチン､香辛料､
酵母エキス､風味油､酒精､調味料(アミノ酸等)､カラメル色素､増粘剤(加工澱粉)､増粘剤(キサンタンガム)､乳化剤､(原材料の一部に小麦､大豆､鶏肉､豚肉､ゼラチンを含む)

１回目

大黒

原

麺：小麦粉､小麦たん白､還元水飴､食塩､加工澱粉､酒精､かんすい､クチナシ色素 /スープ：ポークエキス､醤油､ポークペースト、チキンエキス､食塩､香辛料､豆板醤､ラード､還
元水飴､酵母エキス､酒精､調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加工澱粉)､増粘多糖類
(調味油)ラード､豚背脂､ラー油､酸化防止剤(V,E)、(原材料の一部に小麦､大豆､鶏肉､豚肉を含
む)
麺：小麦粉、小麦たん白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい、クチナシ色素/スープ：植物油脂、醤油、かつおエキス、ポークエキス、煮干エキス、還元水飴、野菜
エキス、チキンエキス、食塩、昆布エキス、砂糖、酵母エキス、鰹節粉末、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（加工澱粉）

５回目
６回目

ろくさん亭（月替わり）
①茄子の味噌汁

②三ツ葉と卵のスープ
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米みそ、なす、ねぎ、植物油脂、油揚げ、わかめ、酵母エキス、かつお節粉末、食塩、デキストリン、砂糖、かつお節、ぶどう糖、小麦発酵調味液、粉末しょうゆ、かつお節
エキスパウダー、かつおエキス、酵母エキスパウダー、煮干エキスパウダー、椎茸エキスパウダー、昆布エキスパウダー、酸化防止剤（ビタミンＥ）（原材料の一部に小麦、
大豆を含む）

１回目

③わかめと油あげの味噌汁
④きのこのお吸物
⑤とん汁

鰹節エキス、食塩、デキストリン、昆布エキス、酵母エキスパウダー、澱粉、ゼラチン、砂糖、具（鶏卵、三つ葉、乾燥ゆず皮）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一
部に小麦を含む）

２回目

米みそ、わかめ、油揚げ、ねぎ、でん粉、食塩、ちりめんエキス、デキストリン、かつお節粉末、酵母エキス、ぶどう糖、砂糖、粉末しょうゆ、かつお節エキスパウダー、酵
母エキスパウダー、煮干エキスパウダー、椎茸エキスパウダー、昆布エキスパウダー、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
鰹節エキス、醤油、デキストリン、食塩、鰹節、澱粉、砂糖、ゼラチン、酵母エキスパウダー、香辛料、具(鶏卵、えのきたけ、三つ葉、乾しいたけ)、酸化防止剤(ビタミン
E)、(原材料の一部に小麦を含む)
米味噌、豚肉、ごぼう、人参、かつおだし、醤油、野菜エキス、乾しいたけ、デキストリン、澱粉、醸造調味料、椎茸エキスパウダー、砂糖、ラード、昆布エキス、酵母エキ
スパウダー、乾燥ねぎ、ゼラチン、香辛料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦、鶏肉を含む）
魚介エキス、デキストリン、食塩、醤油、昆布エキス、砂糖、酵母エキスパウダー、澱粉、ゼラチン、具（鶏卵、あさり、茎わかめ、三つ葉、ゆず皮）、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ）、（原材料の一部に小麦を含む）

３回目

ひき雲仕立

４回目

５回目

⑥海の幸スープ

６回目

プロが仕込んだ業務用カレーシリーズ（月替わり）

①ビーフカレーデラックスシルバーラベル

②ビーフカレーインド風
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③ハヤシビーフ

牛肉、野菜（玉葱、生姜）、小麦粉、ラード、中濃ソース、異性化液糖、ビーフエキス、ソテーオニオン、カレー粉、トマトペースト、チャツネ、りんごピューレ、食塩、お
１回目 ろしにんにく、砂糖、水飴、ビーフ調味パウダー、ナチュラルチーズ、チキンブイヨン、蛋白加水分解物、香辛料、調味パウダー、バター、ピーナッツペースト、調味料（ア
ミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉）、着色料（カラメル）、香辛料抽出物、（原材料の一部に大豆、ゼラチン、豚肉を含む）
牛肉、ソテーオニオン、ビーフエキス、小麦粉、固形トマト、ラード、カレー粉、中濃ソース、異性化液糖、トマトペースト、チャツネ、おろしにんにく加工品、生姜、チキ
ン調味エキス、食塩、砂糖、蛋白加水分解物、香辛料、バター、増粘剤（加工澱粉）、着色料(カラメル）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、（原材料の一部に大豆、り
んご、豚肉、ゼラチン、ごまを含む）

２回目

玉葱、牛肉、ハヤシルウ、異性化液糖、トマトペースト、ラード、小麦粉、中濃ソース、トマトケチャップ、ビーフエキス、おろしにんにく加工品、コーンスターチ、砂糖、
発酵調味料、ワイン、食塩、醤油、ブラウンルウ、蛋白加水分解物、チキンブイヨンパウダー、香辛料、増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料（アミノ酸等）、酸味
料、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む）

３回目

④チキンカレーインド風

鶏肉、ソテーオニオン、チキン調味エキス、小麦粉、固形トマト、ラード、カレー粉、中濃ソース、異性化液糖、トマトペースト、チャツネ、おろしにんにく、生姜、砂糖、
食塩、香辛料、酵母エキス、調味パウダー、バター、増粘剤（加工澱粉）、着色料（カラメル、ウコン）、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、酸味料、（原材料の一部に
大豆、豚肉、りんごを含む）

４回目

野菜（じゃがいも、玉葱、人参）、牛肉、小麦粉、りんごピューレ、ラード、バナナピューレ、カレー粉、植物油脂、チャツネ、チキンエキス、醤油、中濃ソース、チキン調

⑤野菜ごろごろマイルド・ザ・カレー

５回目 味エキス、食塩、ビーフエキス、異性化液糖、トマトピューレ、ソテーガーリック、ソテージンジャー、蛋白加水分解物、香辛料、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメ
ル）、香辛料抽出物、（原材料の一部に大豆、乳成分、ゼラチン、豚肉を含む）

⑥カレーうどんソース金鯱

鶏肉、醤油、ひらたけ水煮、小麦粉、ソテーオニオン、ラード、りんごピューレ、チキンエキス、カレー粉、ビーフエキス、かつお調味パウダー、おろしにんにく加工品、香
辛料、トマトペースト、食塩、生姜、異性化液糖、チキンブイヨンパウダー、砂糖、増粘剤(加工澱粉)、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、（原材料の一部に小
麦、大豆、牛肉、鶏肉、りんごを含む）

６回目

４種の惣菜セット（月替わり）
①③⑤切干大根煮 １・３・５回目
①③⑤金時豆 １・３・５回目
①③⑤たけのこの煮物 １・３・５回目
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①③⑤かぼちゃサラダ

かぼちゃ、菜種油、砂糖、ドロマイト、醸造酢、食塩、大豆粉末、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、酸味料、調味料（アミノ酸）、乳化剤、（原材料の一部に大豆
を含む）
ふき、醤油、砂糖、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、漂白剤（亜硫酸塩）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
大豆、大根、人参、れんこん、砂糖、醤油、椎茸、食塩、酵母エキス、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
２・４・６回目 里いも、鶏肉、砂糖、醤油、米発酵調味料、食塩、鰹節だし、増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、ビタミンＣ、（原料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む）

１・３・５回目

②④⑥ふきの煮物 ２・４・６回目
②④⑥大豆五目煮 ２・４・６回目
②④⑥里いもの鶏そぼろあんかけ
②④⑥ごぼうサラダ

切干大根、人参、醤油、砂糖、米発酵調味料、菜種油、昆布だし、鰹節粉末、唐辛子、調味料（アミノ酸等）、ビタミンＣ、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
金時豆、砂糖、食塩
竹の子、醤油、砂糖、米発酵調味料、食塩、かつお節エキス、昆布エキス、調味料（アミノ酸等）、ビタミンＣ、（原料の一部に小麦、大豆を含む）

ごぼう、菜種油、人参、砂糖、りんご酢、醤油、ごま、ドロマイト、大豆粉末、がらスープ、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、酸味料、乳化剤、調味料（アミノ酸
等）、ビタミンC、（原材料の一部に小麦、大豆、りんご、ごま、鶏肉、豚肉を含む）

２・４・６回目

小さめのどんぶりの素（月替わり）
鶏卵、味付け鶏肉（鶏肉、しょうゆ、還元水あめ、香辛料）、しょうゆ、みりん、たまねぎ、還元水あめ、オニオンソテー、ねぎ、かつお節エキス、みつば、デキストリン、
こんぶエキス、食塩、砂糖、酵母エキスパウダー、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー／増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、カロチン色素、（原材
料の一部に小麦、卵、大豆、鶏肉を含む）

①・④親子丼 １・４回目
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②・⑤中華丼
③・⑥牛とじ丼
ＣＯ
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ほうれんそう、鶏卵、チキンエキス、キャベツ、きくらげ、発酵調味料、えび、ポークエキス、還元水あめ、でん粉、しいたけ、にんじん、香辛料、砂糖、たんぱく加水分解
物、ほたてがいエキス、ごま油、食塩、あさりエキス、酵母エキス、オイスターエキス、増粘剤<キサンタンガム>、カロチン色素、酸化防止剤<ビタミンE>、（原材料の一部に
大豆を含む）
鶏肉、牛肉煮（牛肉、還元水あめ、果実酒、香辛料）、しょうゆ、還元水あめ、みりん、たまねぎ、ねぎ、しいたけ、ポークエキス、でん粉、砂糖、かつおエキス、酵母エキ
ス、増粘剤（キサンタンガム）、カロチン色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦を含む）

２・５回目
３・６回目

パスタソース（月替わり）

①・②ボロネーゼ

牛肉、野菜（たまねぎ、にんじん）、トマトペースト、砂糖、にんにくペースト、食塩、小麦粉、酵母エキス、豆みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、ローレル、オレ
ガノ、こしょう、タイム、シナモン、クローブ/糊料（加工でん粉）、着色料（カラメル）、調味料（アミノ酸等）、酸味料

③・④アラビアータ

野菜（たまねぎ、にんじん、にんにく）、トマトペースト、トマト・ピューレづけ、植物油脂、ソテーオニオン、ブラックオリーブ、食塩、チキンエキス、赤ワイン、砂糖、
アンチョビペースト、香辛料、フライドガーリック/増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料（パプリカ色素）、酸味料

⑤・⑥カルボナーラ

乳等を主要原料とする食品（大豆を含む）、ラード、小麦粉、鶏卵、ベーコン（豚肉を含む）、砂糖、食塩、チーズ風味濃縮物（チーズ、食塩）、粉末チキンブイヨン、ク
リーミングパウダー、クリーム加工品、たん白加水分解物、酵母エキス、こしょう/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、香料、酸味料、着色料（クチナシ黄色素、
カロチン）

ＣＯ

スープシリーズ（月替わり）

①・②雑穀の美味しいスープ
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③・④豚汁

1・２回目

しょうゆ（大豆を含む）、醸造調味料、魚介エキス（小麦・さばを含む）、食塩、かつお風味調味料、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、しいたけエキス調味料、こ
んぶエキス調味料、還元水あめ、具（ねぎ、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、押麦、はと麦、キャベツ、小豆、発芽玄米、黒米、赤米、米粒麦、赤ピーマン、黒ごま、
白ごま、キヌア、もちきび、アマランサス、ひえ、もちあわ、わかめ）/調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンE、茶抽出物）
米みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、豚肉、にんじん、油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、こんぶエキス、野菜エキスパウダー（小麦・鶏肉を含む）、香味油、
たん白加水分解物、砂糖、ごぼう、ねぎ、かつお風味調味料、しいたけ、ポークエキスパウダー／調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、増粘剤（グァーガム）、酸化防止剤
（ビタミンＥ）、凝固剤（塩化Ｃａ）

３・４回目

⑤・⑥淡路島産たまねぎのスープ

５・６回目

香味調味料（たん白加水分解物、ポークエキス、還元水あめ、畜肉香味液、食塩、でん粉、砂糖）、植物油脂、コンソメ粉末（乳成分・小麦・牛肉・大豆・ゼラチンを含
む）、オニオンエキス、ばれいしょでん粉（遺伝子組み換えでない）、糖類（砂糖、麦芽糖）、ポーク・チキンエキス、野菜エキス、食塩、バター、醸造調味液、酵母エキ
ス、香辛料、酵母エキス調味料、具（オニオン（淡路島）、ソテーオニオン（オニオン（淡路島）、植物油脂）、フライドガーリック、パセリ）／調味料（アミノ酸等）、着
色料（カラメル）、増粘剤（タマリンドシードガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ、茶抽出物）、酸味料

野田あられ２種（月替わり）
①ごぼう味・醤油あられ味

１回目

②うめこんぶ味・黒豆サラダ味
8

③焼えび味・手羽先風味
④カレー味・いか味

３回目

４回目

２回目

【ごぼう味】もち米(国内産)、植物油脂、ごぼう(国内産)、ゴボウシーズニング、食塩、とうがらし、乳糖、調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、甘味料（ステビ
ア）、（原材料の一部に小麦・大豆・カニ・豚を含む）【醤油味】もち米（国内産）、しょうゆ（大豆・小麦・食塩・アルコール）、砂糖、みりん
【うめこんぶ味】もち米（国内産）、植物油脂、梅昆布シーズニング、乳糖、調味料（アミノ酸等）【黒豆サラダ味】もち米（国内産）、植物油脂、黒大豆、食塩、乳糖、調
味料（アミノ酸等）
【焼えび味】もち米（国内産）、植物油脂、焼えび、食塩、乳糖、調味料（アミノ酸等）【手羽先風味】もち米（国内産）、植物油脂、テバサキシーズニング（原材料の一部
に小麦・大豆を含む）
【カレー味】もち米（国内産）、植物油脂、香辛料、ポークエキス、食塩、粉末ソース、蛋白加水分解物、発酵調味料、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
酸味料、香料、（原材料の一部に小麦・大豆・豚肉を含む）【いか味】もち米（国内産）、いか、たまり、みりん、砂糖、植物油脂、デキストリン、澱粉、発酵アルコール、
調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に大豆・小麦を含む）

1 ページ

■2018登録 原材料名

8

ＮＯ

商

品

名

原

⑤きざみのり・チーズ＆ペッパー味
⑥こんぶ味・エビメンタイ味
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

５回目

６回目

特別栽培米 伊賀米こしひかり
伊賀のゆめいっぱい
三重県産きぬひかり
特別栽培米 新潟県魚沼産こしひかり
無洗米 みえのえみ
無洗米 伊賀米こしひかり
三重県産コシヒカリ
玄米 伊賀産 コシヒカリ
CO 押麦
出雲の国から お赤飯
お釜にポン（１～２合用）
CO ふっくら味付いなりあげ

21 CO

釜飯の素

鶏五目

22 ＣＯ

おいしい雑穀

23 ＣＯ

きのこおこわ

24 ＣＯ
25 ＣＯ
26 ＣＯ

おいしい赤飯
おいしいご飯
切り餅

27 ＣＯ

味一番拉麺

十五穀

材

料

名

【きざみのり】もち米（国内産）、たまりしょうゆ（大豆、小麦、食塩）、きざみのり、みりん、砂糖、植物油脂、デキストリン、酒精、調味料（アミノ酸等）【チーズ＆
ペッパー味】もち米（国内産）、ナチュラルチーズ、植物油脂、黒こしょう、焼塩、乳糖、乳化剤、香料、カロチノイド色素、調味料（アミノ酸等）
【こんぶ味】もち米（国内産）、こんぶ、たまり、みりん、砂糖、デキストリン、澱粉、発酵アルコール、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）【エ
ビメンタイ味】もち米（国内産）、植物油脂、えび、カラシメンタイシーズニング
２９年産 三重県 伊賀産特別栽培米コシヒカリ 10割
複数原料米 ２９年産 三重県伊賀産(みえのゆめ8割・コシヒカリ2割)
２９年産 三重県産 キヌヒカリ 10割
うるち米
うるち米
２９年産 三重県 伊賀産コシヒカリ 10割
産地：単一原料米（三重県） 品種：コシヒカリ
２９年産 三重県 伊賀産コシヒカリ １０割
大麦
もち米、小豆液、食塩、小豆、ごま
とうもろこしはい芽油、ゼラチン、小麦はい芽油、グリセリン、抽出ビタミンＥ
油揚げ（大豆（遺伝子組換えでない）、植物油脂）、砂糖、還元水あめ、しょうゆ、発酵調味液、食塩、たん白加水分解物（小麦を含む）、酵母エキス/凝固剤、酸味料
ごぼう、米発酵調味液、鶏肉、しょうゆ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、にんじん、食塩、砂糖、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、鶏脂、乾しいたけ、チキ
ンエキス（豚肉・ゼラチンを含む）、魚介エキス、ひじき、こんぶエキス、小麦発酵調味料／調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）
黒米、もちあわ、アマランサス、黒大豆（遺伝子組換えでない）、発芽玄米、白ごま、キヌア、小豆、大麦、もちきび、赤米、はと麦、とうもろこし（遺伝子組換えでな
い）、ひえ、黒ごま
もち米（国産）、うるち米（国産）、まいたけ、にんじん、しいたけ、ひらたけ、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、砂糖、米発酵調味液、調味料（アミノ酸、核酸）、
ｐＨ調整剤（クエン酸）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、着色料（カラメル）
もち米（国産）、小豆、食塩
うるち米
水稲もち米（国内産）

みそ味

めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料（みそ、植物油脂（米油、ごま油）、肉エキス（チキン、ポーク）、ねりごま、
食塩、豚脂、香辛料、砂糖、豆板醤、ごま、野菜エキス、酵母エキス、ラー油、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、静菌剤（アルコール）、炭酸Ｃ
ａ、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、乳化剤（植物レシチン）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分を含む）

28 ＣＯ

味一番拉麺

しょうゆ味

めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料（しょうゆ、肉エキス（チキン、ポーク）、食塩、香味油、ごま油、野菜エキ
ス、でん粉、ゼラチン、砂糖、香辛料、しいたけエキス、酵母エキス、たん白加水分解物、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、炭酸Ｃａ、着色料
（カラメル、クチナシ黄色素）、乳化剤（植物レシチン）、静菌剤（アルコール）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ｐＨ調整剤（炭酸Ｎａ）、（原材料の一部に卵、
乳成分を含む）

29 ＣＯ

味一番拉麺

しお味

めん（小麦粉、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、小麦たん白）、添付調味料（肉エキス（チキン、ポーク）、植物油脂（米油、ごま油）、しょうゆ、食塩、
たん白加水分解物、ラード、野菜エキス、香辛料、しいたけエキス、ねぎ）、トレハロース、調味料（アミノ酸、核酸）、香料、炭酸Ｃａ、静菌剤（アルコール）、乳化剤
（植物レシチン）、焼成Ｃａ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘剤（グァーガム、キサンタンガム、タマリンドシードガム）、着色料（クチナシ黄色素）、（原材料の一部に
乳成分、ゼラチンを含む）
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、にんじん、でん粉）、添付調味料（ポークエキス、

30 ＣＯ ６種野菜の美味しいヌードル ちゃんぽん 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）
油揚げめん（小麦粉、植物油脂、小麦たん白、たん白加水分解物、砂糖、発酵調味料、食塩、香辛料、粉末野菜）、添付調味料（チキンエキス、乳糖、香辛料、粉末しょう

31 CO やさしい味わい野菜と鶏がら醤油（減塩） ゆ、酵母エキス、香味油脂）、かやく（チンゲン菜、コーン（遺伝子組換えでない）、メンマ、なると）/加工でん粉、調味料（無機塩等）、トレハロース、炭酸Ｃａ、着色料
（カラメル、クチナシ黄色素、ベニコウジ色素）、増粘多糖類、かんすい、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

６種野菜のおうどん

33 CO

やさしい味わいのきつねうどん（減塩）

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、乾燥酵母、小麦たん白）、添付調味料（乳糖、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、たん白加水分解物、こんぶエキス、食塩、米油、香辛料、酵母エキス）、か
やく（味付油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、たまご、かまぼこ、ねぎ）/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチン、ベニコウジ色素）、乳化
剤、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料

34
35
36
37
38
39

国内麦 のどごしうどん
国内麦使用 薄力粉
国内麦 パン粉
国内麦 天ぷら粉
ゆめちからショートパスタ
スパゲッティ

小麦粉、食塩
小麦
小麦粉、砂糖、ショートニング、イースト、食塩/ビタミンＣ.
小麦粉、小麦でん粉、パンプキンパウダー、酵母エキス、卵黄粉、膨張剤（炭酸水素Ｎａ等）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）.
小麦粉
デュラム小麦のセモリナ

CO
CO
CO
CO
CO
CO

40 ＣＯ

かき玉仕立て

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）

32 CO

パスタソースたらこ

【たらこソース】たらこ、食用精製加工油脂、食塩、卵黄（卵を含む）、植物油脂、砂糖、酵母エキスパウダー（小麦・大豆を含む）、卵黄油/調味料（アミノ酸等）、乳化
剤、アルコール、増粘剤（キサンタンガム）、着色料（ベニコウジ色素、クチナシ黄色素）、香辛料抽出物【きざみのり】のり

41 兵庫県産バジルのジェノベーゼソース

バジルペースト(バジル(兵庫県産)、大豆油)、植物油脂(大豆油、オリーブ油)、ナチュラルチーズ、ガーリック、食塩、チキンエキス調味料、魚貝エキス、香辛料、調味料(ア
ミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、銅含有酵母エキス、pH調整剤、(その他大豆、小麦由来原材料を含む)

42 ゴルゴンゾーラのチーズソース

ナチュラルチーズ(ゴルゴンゾーラ76％、パルメザン24％)、生クリーム、乳等を主要原材料とする食品、粉末油脂加工品、チキンエキス、食塩、ガーリック、香辛料、増粘剤
（加工デンプン）、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、香料、（その他大豆由来原材料を含む）

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ＣＯ 国産牛ミートソース
ＣＯ ライトツナフレークまぐろ油無添加
美味しいツナ まぐろ油漬けフレーク
ＣＯ サラダチキン（プレーン）

野菜（たまねぎ、にんじん、セロリ）、トマトペースト、牛肉、ラード、砂糖、小麦粉、食塩、ワイン、ビーフエキス、酵母エキス、にんにくペースト、香辛料／増粘剤（加工でん粉）
きはだまぐろ、野菜エキス、こんぶエキス、ほたてエキス、食塩
まぐろ、大豆油、ローストオニオン、野菜エキス、食塩
鶏むね肉、植物油脂、食塩/増粘剤（加工でん粉）、ポリリン酸Ｎａ
ＣＯ 北海道産４種の豆のミックスビーンズドライパック 大豆（黄大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない）、青大豆（北海道産）（遺伝子組換えでない））、金時豆（北海道産）、手亡豆（白いんげん豆）（北海道産）、食塩.
芽ひじき
ＣＯ ひじきドライパック
大豆（遺伝子組換えでない）
ＣＯ 大豆ドライパック
スイートコーン（遺伝子組換えでない）、食塩/ｐＨ調整剤（クエン酸）
ＣＯ スイートコーンドライパック
ごま
九鬼すりごま(白）
かつおのふし（鹿児島県枕崎市産）
ＣＯ かつお削りパック
緑豆でんぷん
ＣＯ ミニパック緑豆春雨（輸入）
椎茸
国内産原木椎茸 「山の幸 椎茸」
昆布（北海道産）
ＣＯ 北海道 切りだし利尻昆布
わかめ、糸寒天、赤のり、茎わかめ、こんぶ、赤とさかのり、赤かえでのり、白とさかのり
ＣＯ 海藻サラダ
凍り豆腐：（大豆（遺伝子組換えでない）/凝固剤、炭酸水素Ｎａ）添付調味料：（砂糖、食塩、粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、たん白加水分解物、植物油脂、かつおエ
57 ＣＯ ひとくちこうや豆腐
キスパウダー、ほたてエキスパウダー、こんぶエキスパウダー、しいたけエキスパウダー）
ごぼう（国産）、ぶどう糖
58 ＣＯ 乾燥ごぼう（国産素材）
小麦粉、小麦たんぱく/酸化防止剤（ビタミンＥ）
59 ＣＯ 国内麦 焼麩
乾のり（韓国）、ごま油、食塩
60 ＣＯ 卓上パック味付韓国産のり
乾のり（国産）
61 「国産」焼きのり(手巻用）
乾のり（国産）、砂糖、醤油（脱脂大豆・大豆・小麦）、風味だし（海老・昆布・鯖・鰹）、食塩、水あめ、調味料(アミノ酸等）、香辛料
62 「国産」味付海苔 金印 辛口５０束
乾のり（有明海産）、砂糖、醤油（脱脂大豆・大豆・小麦）、風味だし（海老・昆布・鯖・鰹）、食塩、水あめ、調味料(アミノ酸等）、香辛料
63 「国産」味付海苔 ４切バラ１００枚
鰹節、醤油、粗糖、きくらげ、白ごま、松の実、みりん（原材料の一部にごま、大豆、小麦を含む）
64 松魚の華（かつおのはな）
ごま、鰹削り節、砂糖、食塩、味付のり、しょうゆ、乾燥鶏卵、でん粉、みりん、魚醤、たん白質分解物、青のり、食用植物油脂、調味料（アミノ酸等）、L-グルタミン酸ナ
65 瀬戸風味
トリウム、５’－リボヌクレオチド二ナトリウム、コハク酸ナトリウム、酸化防止剤（V．E,V．C）、ビタミンE、ビタミンC、アナトー色素、カロチン色素
ごま、キャベツ、小松菜、大根葉、ぶどう糖、食塩、乳糖、砂糖、チンゲン菜、ほうれん草、高菜、発酵調味液（魚しょう、焼酎、穀物発酵液）、のり、酵母エキス、でんぷ
66 八葉ふりかけ
ん、小麦発酵調味料、抹茶、みつば、かつお節、昆布

67 ＣＯ

68 ＣＯ

五色の花むすび

乾燥味付け野沢菜、乾燥味付け青じそ、乾燥赤かぶ漬け（食塩、乳糖、ぶどう糖、梅酢、赤かぶ漬け、酵母エキス）、乾燥味付けだいこん、乾燥しば漬け（デキストリン、し
ば漬け、食塩、酵母エキス）、味付けわかめ、乾燥味付けにんじん/酸味料、着色料（アカキャベツ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

お茶漬け詰合せ

【のり茶漬け】食塩、あられ、砂糖、のり、抹茶、こんぶエキス、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）【うめ茶漬け】食塩、あられ、砂糖、梅肉、のり、しそ液、乳糖、赤し
そ、梅酢、抹茶、こんぶエキス、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、酸味料（クエン酸）【さけ茶漬け】食塩、あられ、砂糖、さけ、のり、大豆たん白（遺伝子組換え不分
別）、乳糖、抹茶、ぶどう糖、でん粉、こんぶエキス、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（ベニコウジ色素、パプリカ色素）【鶏だし
茶漬け】食塩、あられ、乳糖、デキストリン、鶏卵、砂糖、のり、チキンパウダー、でん粉、ねぎ、鶏肉、大豆たん白（遺伝子組換え不分別）、チキンオイル、粉末油脂、植
物油脂、チキンエキス、抹茶、たまねぎエキス、香辛料、乳たん白加工品、魚醤、こんぶエキス、たまねぎパウダー、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、セルロース、着色
料（カラメル、ウコン色素、パプリカ色素）、加工でん粉、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物、ビタミンＥ）、香辛料抽出物、膨張剤
（炭酸水素アンモニウム）、香料、（原材料の一部に小麦、豚肉、ゼラチン、ごまを含む）

69 CO 十勝豚丼のたれ
70 ＣＯ

中華調味料

味華（チューブタイプ）

しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含む）、砂糖、米発酵調味液、魚介エキス（さばを含む）、ソルビトール、増粘剤（ローカストビーンガム、グァーガム、カ
ラヤガム）、調味料（アミノ酸、核酸）
植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、大豆油）、食塩、動物油脂（チキンオイル、ポークオイル）、ポークエキスパウダー、ガーリックパウダー、オニオンエキスパ
ウダー、チキンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、ポークパウダー、こんぶエキスパウダー、デキストリン、ごま油、香辛料、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、乳化
剤（ショ糖脂肪酸エステル）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に乳成分、小麦を含む）

2 ページ

■2018登録 原材料名

ＮＯ

商

71 ＣＯ

品

麻婆豆腐の素

名

原

材

料

名

食肉（鶏肉、豚肉）、豆板醤、ごま油、しょうゆ（小麦を含む）、にんにくペースト、砂糖、しょうがペースト、ねぎ、でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、タピオ
カ）、トマトケチャップ、大豆油、たん白加水分解物（牛肉を含む）、みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、食塩、ほたてエキス、オイスターソース/増粘剤（加工でん粉、
グァーガム）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ色素）

中辛

72 ＣＯ

中華風かに玉

【かに玉の素】野菜（にんじん、ねぎ）、たけのこ水煮、かに、ごま油、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、かにエキス、しょうがペースト、乾燥きくらげ、乳化油脂（乳成
分・大豆を含む）、にんにくペースト、乾しいたけ、かに殻パウダー、オイスターソース、食塩、蝦醤（えびを含む）、中華風調味料（鶏肉・豚肉を含む）/増粘剤（加工でん
粉、キサンタンガム）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、塩化Ｃａ、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香料【あんかけの素】ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、
砂糖、食塩、粉末しょうゆ（小麦を含む）、かにエキス、デキストリン、ほたてエキス、チキンパウダー（大豆を含む）、粉末酢、あさりエキス、酵母エキス、植物油脂（ご
まを含む）、たん白加水分解物、オニオンパウダー、香辛料、ポークパウダー/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、増粘剤（キサンタンガム）、酸味料

73 ＣＯ

中華丼の具

野菜（はくさい、にんじん）、たけのこ水煮、豚肉、うずら卵水煮、砂糖、しょうがペースト、ごま油、食塩、でん粉、大豆油、たん白加水分解物（ゼラチンを含む）、きく
らげ、にんにくペースト、しょうゆ（小麦を含む）、チキンエキス、オイスターソース、チキンオイル、香辛料/増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ＣＯ とろろ昆布
ＣＯ
塩吹昆布
ＣＯ 長野県産うす塩なめ茸
特選磯じまん
ＣＯ 荒ほぐし鮭
ＣＯ とりそぼろ
CO 国内産 ちりめん
かつおしぐれ煮
ＣＯ さば水煮
ＣＯ いわし蒲焼
ＣＯ ほたて貝柱水煮ほぐし身
CO さんまの味噌煮

86 ＣＯ

昆布（北海道産）、醸造酢、還元水あめ、りんご酢、はちみつ、黒砂糖、たん白加水分解物、酵母エキス
しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含む）、たん白加水分解物、こんぶ、砂糖、こんぶエキス、食塩/調味料（アミノ酸等）.
えのきたけ、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、魚醤、食塩、かつおエキス／ｐＨ調整剤（クエン酸）、酸化防止剤（ビタミンＣ）.

青さのり、醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、みりん、かつおエキス、蜂蜜、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）
さけ（北海道）、食塩、植物油脂、砂糖、清酒
鶏肉（ささみ）、砂糖、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、米油、清酒、ジンジャーエキス、食塩／調味料（アミノ酸）、酸味料（乳酸）
かたくちいわし(国内産)、食塩
かつお、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）、還元水飴、米発酵調味料、寒天
さば（国産）、食塩
いわし、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、水あめ、みりん、でん粉、糖みつ、チキンエキス
ほたて貝柱、還元水あめ、食塩
さんま、みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、砂糖、でん粉
高菜、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、砂糖、魚醤、かつおぶしエキス、ごま油、ごま、食塩、たん白加水分解物、にんにく、しょうが、唐辛子/調味
料（アミノ酸、有機酸、核酸）、酸味料（クエン酸等）、着色料（ウコン）

味付高菜

87 紀州南高しそ漬梅干し

梅、しそ、漬け原材料(りんご酢、食塩、しそ液、還元水飴)

88 紀州南高はちみつ入り梅干し

梅、漬け原材料(食塩、果糖ブドウ糖液糖、醸造酢、はちみつ、蛋白加水分解物、発酵調味料、還元水飴、昆布エキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(スクラロー
ス)、V.B1

89 ＣＯ

野菜（じゃがいも（遺伝子組換えでない）、にんじん、たまねぎ）、牛肉、小麦粉、ローストオニオン、動物油脂（ビーフオイル、ラード）、砂糖、カレー粉、肉エキス
（ビーフエキス、チキンエキス、ポークエキス）、りんごピューレ、トマトペースト、食塩、香辛料、チャツネ、乳等を主要原料とする食品、たん白加水分解物、ウスター
ソース、ココナッツパウダー、ココアパウダー、酵母エキス/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、香料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・
ごまを含む）

レトルトビーフカレー中辛

90 中村屋プチカレー

91 ＣＯ

ハッシュドビーフ

92 一杯の贅沢

93 ＣＯ

野菜・果実(玉ねぎ、りんご、にんにく)、牛肉、野菜ペースト(玉ねぎ、キャベツ、にんじん、白菜、大豆もやし、アスパラガス、ブロッコリー、大豆油、セロリ)、食用油脂
(なたね油、ラード、大豆油)、小麦粉、ソテーキャロット、カレー粉、チャツネ、砂糖、ビーフエキス、ポークブイヨン、食塩、りんご酢、たん白加水分解物、バターオイ
ル、着色料(カラメル)、増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、、加工でん粉、pH調整剤、酸味料、香辛料抽出物、

ビーフ

（レトルト）

完熟トマトスープ

いろいろスープ春雨

94 ＣＯ＆クノール

スープバラエティパック

野菜（たまねぎ、にんにく、しょうが）、牛肉、小麦粉、砂糖、トマトペースト、動物油脂、ウスターソース（りんごを含む）、乳等を主要原料とする食品、食塩、デミグラ
スソース（豚肉を含む）、マーガリン（大豆を含む）、ビーフエキス、オニオンエキス、しょうゆ、香辛料/着色料（カラメル、アナトー色素）、増粘剤（加工でん粉）、調味
料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、香料
トマトペースト、食塩、スープベース、野菜エキス、植物油脂、ポーク・チキンエキス、砂糖、でん粉、香辛料、たん白加水分解物、酵母エキス、具（トマト、キャベツ、ソ
テーオニオン、鶏肉、チーズ、フライドガーリック、パセリ）、調味料（アミノ酸等）、pH調整剤、、酸化防止剤（ビタミンＥ、チャ抽出物）、酸味料、（原材料の一部に小
麦、牛肉、大豆を含む）
【春雨】ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、緑豆でん粉【担々風スープ・具】粉末スープ（食塩、ごま、粉末みそ、粉末油脂（乳成分を含む）、糖類（砂糖、ぶどう
糖）、香辛料、でん粉、ポークエキスパウダー（小麦・鶏肉を含む）、酵母エキス、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、植物油脂）、粒状大豆たん白（遺伝子組換えでな
い）、乾燥ねぎ/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉）、着色料（カラメル、クチナシ黄色素、パプリカ色素、ベニコウジ色素）、香料【ちゃんぽん風スープ・具】粉
末スープ（食塩、ポークエキスパウダー、クリーミングパウダー（乳成分・大豆を含む）、粉末しょうゆ、香辛料、あさりエキスパウダー、ごま油）、乾燥キャベツ、乾燥
コーン（遺伝子組換えでない）、魚肉加工品（卵・小麦・かにを含む）、乾燥ねぎ/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、ベニコウジ色素）、炭酸Ｃａ、膨張剤、加工で
ん粉【とろみ中華スープ・具】粉末スープ（食塩、粉末しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、チキンエキスパウダー（豚肉を含む）、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、オニ
オンパウダー、香辛料、植物油脂（大豆を含む））、乾燥キャベツ（乳成分を含む）、ごま、わかめ、乾燥にんじん、乾燥ねぎ/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、
グァーガム）、着色料（カラメル）【和風かきたまスープ・具】粉末スープ（食塩、卵黄粉末、砂糖、粉末しょうゆ、香辛料、あさりエキスパウダー、かつおぶし粉末、オニ
オンパウダー、酵母エキス、粉末油脂、植物油脂）、かき卵（大豆を含む）、乾燥ねぎ、魚肉加工品（小麦・かにを含む）/調味料（アミノ酸等）、トレハロース、加工でん
粉、着色料（カラメル、ベニコウジ色素、カロチン）、微粒二酸化ケイ素、膨張剤、酸味料【鶏白湯スープ・具】粉末スープ（食塩、粉末油脂（乳成分を含む）、チキンエキ
スパウダー、粉末しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、香辛料、粉末ごま油、オニオンパウダー、野菜パウダー、しいたけエキスパウダー、あさりエキスパウダー、酵母エキス、
植物油脂）、粒状大豆たん白（遺伝子組換えでない）、乾燥ねぎ、かき卵/調味料（アミノ酸等）、トレハロース、加工でん粉、着色料（クチナシ黄色素、カラメル、カロチ
ン）、酸味料
【コーンクリーム】スイートコーン、乳糖、でん粉、砂糖、デキストリン、食用油脂、食塩、脱脂粉乳、全粉乳、酵母エキス、加糖脱脂れん乳、香辛料、うきみ（クルト
ン）、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（グァーガム）、香料、（小麦、大豆を原材料の一部に含む） 【ポタージュ】でん粉、デキストリン、食用油脂、脱脂粉乳、砂糖、全粉
乳、食塩、野菜（じゃがいも、たまねぎ）、乳糖、チーズ、酵母エキス、加糖脱脂れん乳、香辛料、うきみ（パセリ）、調味料（アミノ酸等）、（小麦、大豆を原材料の一部
に含む） 【きのこのポタージュ】でん粉、食用油脂、全粉乳、チーズ、食塩、デキストリン、砂糖、野菜（じゃがいも、たまねぎ）、乳糖、ポルチーニ、たまねぎエキス、加
糖脱脂れん乳、酵母エキス、マッシュルーム、香辛料、うきみ（ひらたけ、しょうゆ、パセリ）、調味料(アミノ酸等）、ソルビトール、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（小麦を
原材料の一部に含む）

95 ＣＯ

たまごスープ

鶏卵、しょうゆ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、チキンエキス、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、香辛料、うきみ（かまぼこ（小麦・かにを含む）、わかめ、
ねぎ）/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（ベニコウジ色素）

96 ＣＯ

もずくスープ

しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、食塩、デキストリン、魚介エキス、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、米発酵調味液、具（もずく（沖縄
県）、みつば（国産）、ゆず（国産）、乾燥ねぎ、ごま）、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

97 即席みそ汁

こうじFD

98 ＣＯ

減塩即席みそ汁

99 ＣＯ

みそ汁の具

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

白だし

ＣＯ みりん風調味料
ＣＯ 料理酒（加塩）マイルド
ＣＯ べんりな合わせ酢
ＣＯ 純米酢
きびあじ
しお学舎のまあるいお塩

119 ＣＯ
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

合わせみそ

CO-OP うす塩しょうゆ１L
CO-OP うす塩しょうゆ１．８L
CO-OP しょうゆ（特級こいくち）１．８L
丸大豆しょうゆ 大地のしずく
伊賀越特撰しょうゆ 一番しぼり
刺激が少ない！減塩醤油
学校生協オリジナル仕込みそ「完成品」
信州味噌 本蔵づくり
伊賀越 家伝玉みそ
万能つゆ
学校生協 オリジナルつゆ ３本組
たまご焼き自慢になりました

112 ＣＯ
113
114
115
116
117
118

米みそ(大豆（遺伝子組換えではない）、米、食塩）、食塩、ねぎ、乳糖、麩（小麦）、わかめ、酵母エキス、かつおぶし粉

コンソメ

ＣＯ だしの素（粉末）
ＣＯ 味パック
だしまかせ
減塩鰹ふりだし
九鬼 太白純正胡麻油
ＣＯ サラダ油
ＣＯ キャノーラ油 一番しぼり
ＣＯ オリーブオイル
こめ油
ＣＯ 純正ごま油

【調味みそ】米みそ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、砂糖、かつおぶし粉末、たん白加水分解物、酵母エキス、かつおエキス、煮干し粉末、そうだかつおぶし粉末、食
塩/調味料（無機塩等）、アルコール【油あげの具】わかめ、油揚げ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、乾燥ねぎ/凝固剤【とうふの具】わかめ、とうふ（大豆を含む：遺
伝子組換えでない）、乾燥ねぎ/凝固剤【長ねぎの具】乾燥長ねぎ、わかめ【わかめの具】わかめ、乾燥ねぎ
わかめ、凍り豆腐（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、きざみふ（小麦を含む）、乾燥ねぎ、豆腐（大豆（遺伝子組換えでない）、でん粉、マルトデキストリン、麦芽糖、
植物油脂）/凝固剤、炭酸水素Ｎａ、増粘多糖類
脱脂加工大豆、小麦、食塩、大豆、アルコール
脱脂加工大豆、小麦、食塩、大豆、アルコール
脱脂加工大豆、大豆、小麦、食塩、果糖ぶどう糖液糖、アルコール、調味料(アミノ酸等)
大豆、小麦、食塩、アルコール
脱脂加工大豆、小麦、食塩、砂糖、みりん、大豆、アルコール
しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない））、酵母エキス
米、大豆（遺伝子組換えでない）、食塩、酒精
大豆、米、食塩、酒精
調合みそ（大豆、米、食塩）、米みそ（大豆、米、食塩）、酒精、（原材料の一部に小麦を含む）
しょうゆ(本醸造)、鰹節エキス、砂糖、発酵調味料、蛋白加水分解物、調味料(アミノ酸等)、アルコール、(原料の一部に大豆、小麦を含む)
しょうゆ（大豆、小麦を含む）、みりん、砂糖・異性化液糖、魚介類エキス
醤油、砂糖、果糖ブドウ糖液糖、醸造調味料、カツオエキス、醸造酢、アルコール、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）
食塩、砂糖、たん白加水分解物（小麦を含む）、かつおぶしエキス、酵母エキス、かつおエキス、しょうゆ（大豆を含む）、かつお削りぶし、さば削りぶし、むろあじ削りぶ
し、かつおぶし（粗砕）、乾しいたけ/アルコール
水あめ、米・米麹の醸造調味液、醸造酢/酸味料
米・米こうじの醸造調味液、ぶどう発酵調味液、水あめ、食塩、たん白加水分解物/アルコール、調味料（アミノ酸）、酸味料
糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、醸造酢、こんぶかつおだし、米酢、食塩、りんご酢、米麹調味液、たん白加水分解物
米
原料糖（国内産さとうきび）
海水（三重県尾鷲市）
食塩、ビーフエキス（小麦・大豆・ゼラチンを含む）、乳糖、たん白加水分解物（豚肉を含む）、牛脂、酵母エキス、香辛料/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、増
粘剤（グァーガム）
食塩、ぶどう糖、乳糖、風味原料（かつおぶし粉末、魚介エキス粉末（さばを含む））、たん白加水分解物、酵母エキス、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）
いわし煮干し、あじ煮干し、かつおぶし、さばぶし、こんぶ、乾しいたけ
かつおのふし、そうだかつおのふし、かつおのかれぶし、昆布、たん白加水分解物
鰹節、うるめ節、鯖節、椎茸、昆布、デキストリン、酵母エキス
食用ごま油
食用なたね油（遺伝子組換え不分別）、食用大豆油（遺伝子組換え不分別）、食用とうもろこし油（遺伝子組換え不分別）
食用なたね油（遺伝子組換え不分別）
食用オリーブ油
米糠
食用ごま油

3 ページ

■2018登録 原材料名

ＮＯ
130
131
132
133

商
品
名
マヨネーズ 卵黄タイプ
ハーフ マヨネーズタイプ
米油を使ったマヨネーズ
日本のトマトケチャップ

ＣＯ
ＣＯ
ＣＯ
ＣＯ

134 CO

野菜たっぷり和風ドレッシング

135 CO

シーザーサラダドレッシング

原

材

料

名

食用植物油脂（大豆を含む）、卵黄（卵を含む）、醸造酢（りんごを含む）、食塩、砂糖、濃縮レモン果汁、香辛料/調味料（アミノ酸）
食用植物油脂（大豆を含む）、醸造酢（りんごを含む）、卵、食塩、砂糖、香辛料、たん白加水分解物/増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、香辛料抽出物
米油、全卵、卵黄、醸造酢（米酢、りんご酢）、食塩、砂糖、香辛料、たん白加水分解物/香辛料抽出物
トマト、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料
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））、たまねぎ、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、砂糖、醸造酢、チ
キンエキス、にんにく、食塩、乾しいたけ、しょうが
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））、醸造酢、砂糖、プロセスチーズ、食塩、レモン果汁、卵黄、しょうゆ、チーズフード、
香辛料、魚介エキス、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、野菜エキス、にんにく、ソテーガーリックペースト、チキンエキス/増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、乳化剤、セルロース、香辛料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

136 ＣＯ

ノンオイルドレッシング青じそ

糖類（加糖ぶどう糖液糖、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

137 ＣＯ

深煎り胡麻ドレッシングハーフ

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、砂糖、エリスリトール、ごま、卵黄（卵を含む）、食塩、酵母エキス、ソテーガーリック
ペースト（豚肉を含む）、こんぶエキス、香辛料/酸味料（フィチン酸）、増粘剤（キサンタンガム、加工でん粉）、香辛料抽出物

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

オイスターソース
国産果実をつかったいちごジャム
甘さをおさえたブルーベリージャム
甘さをおさえたりんごジャム

ＣＯ
ＣＯ
ＣＯ
ＣＯ

かきエキス、砂糖、たん白加水分解物、デキストリン、食塩、醸造酢、コーンシロップ、増粘剤（加工でん粉）
糖類（砂糖、水あめ）、いちご/ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
ブルーベリー、糖類（砂糖、ぶどう糖（液状））/ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、ｐＨ調整剤
りんご、糖類（砂糖、ぶどう糖（液状））、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
ＣＯ 国産果実をつかったネーブルオレンジのマーマレード 糖類（砂糖、ぶどう糖（液状））、ネーブルオレンジ（国産）/ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
はちみつ（ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア）
ＣＯ アカシアはちみつ 倒立
寒天、果実（黄もも、りんご、みかん、さくらんぼ）、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、赤えんどう/酸味料
ＣＯ フルーツみつ豆
果実（パインアップル、黄もも、みかん）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）/酸味料
CO フルーツミックス
小豆、砂糖、食塩、酸化防止剤（ビタミンＣ）、ｐＨ調整剤（クエン酸）
ＣＯ ゆであずき（北海道）
緑茶（三重県産）
高級煎茶 清鳳
茶(三重県産)
深むし茶 ２００ｇ

深蒸し茶 １００ｇ
緑茶ティーバッグ
純国産 うま黒烏龍茶ティーバッグ
ＣＯ 紅茶ティーバッグ ダージリン
ＣＯ ミルクココア＋Ｃａ
CO 味わい豊かなコーヒー 《フリーズドライ》
ＣＯ マイルドブレンド 《粉》
ＣＯ コーヒーバッグオリジナル １０杯
ＣＯ コーヒーバッグオリジナル ５０杯
ＣＯ ただの炭酸水

茶(三重県産)
茶（三重県産）
茶（三重県産）
紅茶
砂糖、ココアパウダー（ココアバター２２～２４％）、デキストリン、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、カカオマス、食塩/炭酸Ｃａ
コーヒー豆（生豆生産国名：ベトナム、インド、ウガンダ、ケニア）
コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、コロンビア、インドネシア、エチオピア、エルサルバドル）
コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グァテマラ）
コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グァテマラ）
水/炭酸

159 ＣＯ ミックスキャロット ２００ｍｌ×１２

濃縮にんじん、果実（りんご（濃縮還元）、オレンジ（濃縮還元）、バナナ、パインアップル（濃縮還元）、ぶどう（濃縮還元）、うんしゅうみかん（濃縮還元）、レモン
（濃縮還元））

160 ＣＯ ミックスキャロット １６０ｇ×３０缶

濃縮にんじん、果実（りんご（濃縮還元）、オレンジ（濃縮還元）、バナナ、パインアップル（濃縮還元）、ぶどう（濃縮還元）、うんしゅうみかん（濃縮還元）、レモン
（濃縮還元））

果実（りんご、もも、ぶどう）/酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料
161 ＣＯ 信州産ミックスジュース
162 CO 信州・安曇野 トマトジュース 食塩無添加 トマト

163 まめぴよ

糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、大豆（カナダ）（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ココア、ドロマイト、食塩、乾燥パン酵母/トレハロース、安定剤（増粘多糖類）、香
料、リン酸三カルシウム、乳化剤、ピロリン酸第二鉄

ココア味

果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、難消化性デキストリン、寒天／ビタミンＣ、酸味料（クエン酸Ｎａ）、サイクロデキストリン、ゲル化剤（ローカストビーンガム、ジェラン

164 ＣＯ ドリンクゼリー レモン味（マルチビタミン） ガム、グァーガム、キサンタンガム）、乳酸Ｃａ、塩化Ｋ、香料、ナイアシン、ビタミンＥ、パントテン酸Ｃａ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＡ、
葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ１２

鹿児島の黒酢ドリンク
165

(月替わり）

①・④ＣＯ

鹿児島の黒酢ブルーベリー

②・⑤ＣＯ
③・⑥ＣＯ

鹿児島の黒酢ドリンク
鹿児島の黒酢アセロラ

166 ＣＯ
167 CO

野菜ジュース

１・４回目 果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、ブルーベリー果汁/酸味料、香料、クエン酸鉄Ｎａ

２・５回目 りんご、果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、香料
３・６回目 果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、アセロラ果汁/ビタミンＣ、酸味料、香料
トマトジュース（濃縮トマト還元）、野菜ジュース（にんじん（濃縮還元）、セロリ（濃縮還元）、赤ピーマン（濃縮還元）、ブロッコリー（濃縮還元）、キャベツ（濃縮還
元）、アスパラガス（濃縮還元）、カリフラワー（濃縮還元）、かぼちゃ（濃縮還元）、赤キャベツ（濃縮還元）、だいこん（濃縮還元）、はくさい（濃縮還元）、ケール、
レタス（濃縮還元）、こまつな（濃縮還元）、なす（濃縮還元）、パセリ、クレソン、ラディッシュ、ほうれん草、みつば)、レモン果汁

食塩無添加

国産こだわり野菜果実

野菜（にんじん、かぼちゃ、トマト、さつまいも、レッドビーツ）、果実（りんご、うんしゅうみかん）
野菜（セロリ、ケール、ほうれん草、こまつな、なばな、にんじん、ブロッコリー、キャベツ、レタス、大麦若葉、はくさい、明日葉、ボタンボウフウ（長命草）、ゴー
ヤ）、果実（りんご、レモン）、アサイーエキス、着色料（クチナシ青色素）
りんご、グルコン酸Ｃａ、乳酸Ｃａ、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
【ミックス】糖類（砂糖、粉末水あめ）、小麦粉、チーズ（乳成分を含む）、卵白粉末（卵を含む）、食塩/加工でん粉、乳化剤（大豆由来）、膨張剤、香料、酸味料、増粘剤
（タマリンドシードガム）【アプリコットナパージュ】糖類（ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖）、あんず/安定剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、酸味料、着色料（ムラサキコー
ン色素）、香料

168 ＣＯ 毎日しっかり青汁
169 ＣＯ

りんご＋Ｃａ

170 ＣＯ

国内麦北海道チーズケーキＭＩＸ

171 ＣＯ

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）

172 ＣＯ

フルーツグラノーラ

オーツ麦、シリアルパフ（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/グリセリン、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）、酸
味料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、乳化剤、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

お菓子

①ＣＯ

（月替わり）

ミックスフルーツ１００％ゼリー

②ＣＯ

油であげないお野菜ポテト

１回目

２回目

173
③ＣＯ

風味豊かな発酵バターのショートブレッド

④CO

ちっちゃなどうぶつ《チョコ》

⑤CO

アーモンドクランチチョコレート

⑥ＣＯ

素材のレーズン＆玄米クッキー

【オレンジブレンド】果汁（オレンジ、ぶどう、りんご、もも、いちご）、果糖ぶどう糖液糖、寒天/ｐＨ調整剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料
【マスカットブレンド】果汁（ぶどう、りんご、もも、西洋なし）、果糖ぶどう糖液糖、寒天/ゲル化剤（増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、香料【ピーチブレンド】果汁（もも、り
んご、西洋なし、ぶどう、クランベリー）、果糖ぶどう糖液糖、寒天/ｐＨ調整剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料【メロンブレンド】果汁（りんご、もも、西洋なし、メロ
ン）、果糖ぶどう糖液糖、にんじん汁、寒天/ゲル化剤（増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、香料
植物油脂、乾燥ポテト（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖、ぶどう糖）、ショートニング（豚肉を含む）、ばれいしょでん粉（遺伝子組換え不分別）、食塩、チーズ、マル
チトール、バター、香辛料、乾燥野菜（トマト、パセリ、パンプキン、グリーンピース、赤ピーマン、ほうれん草）、野菜エキスパウダー（デキストリン、キャロットエキ
ス、寒天、キャベツ、ネギ、食塩）、酵母エキスパウダー、たん白加水分解物（小麦を含む）、チキンエキスパウダー（ごまを含む）、粉糖、デキストリン、粉末しょうゆ、
オニオンエキス、加工でん粉、カゼインＮａ、膨張剤（炭酸水素アンモニウム）、乳化剤（植物レシチン）、調味料（アミノ酸、核酸）、炭酸Ｃａ、香料、着色料（パプリカ
色素）

小麦粉、発酵バター、砂糖、バター、小麦食物繊維、食塩
砂糖、カカオマス、全粉乳、小麦粉、植物油脂、ココアバター、ショートニング、鶏卵、加糖練乳、食塩、乳化剤（植物レシチン：大豆由来）、膨張剤（炭酸水素アンモニウ
4回目
ム等）、香料
３回目

5回目

糖類（砂糖、乳糖）、アーモンド、植物油脂、全粉乳、小麦パフ（小麦粉、でん粉、砂糖、食塩、モルトエキス）、カカオマス、ココアパウダー、乳化剤（植物レシチン：大
豆由来）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、膨張剤（炭酸水素Ｎａ等）

6回目 小麦粉、砂糖、ショートニング、レーズン、乳等を主要原料とする食品、全卵、玄米フレーク、コーンパフ（遺伝子組換え不分別）、食塩/膨張剤、乳化剤（大豆由来）、香料

174 ばかうけバラエティアソート

【青のりしょうゆ味】うるち米（米国産、国産）、植物油脂、でん粉、しょう油（小麦・大豆を含む）、砂糖、醸造調味料、青のり、みりん、ペパーソース（食酢、唐辛子、
食塩）/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）【ごま揚しょうゆ味】うるち米（米国産、国産）、植物油脂、糖類（砂糖、グラニュー糖、ぶどう糖）、しょう油（小麦・大豆を含
む）、でん粉、ごま、はちみつ、発酵調味料（小麦・大豆を含む）、植物性たんぱく質（大豆を含む）、食塩、小麦胚芽、酵母エキス、ペパーソース（食酢、唐辛子、食塩）/
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料（ごま由来）【チーズ味】うるち米（米国産、国産）、植物油脂、でん粉、チーズパウダー（大豆を含む）、砂糖、
食塩、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、クリーミングパウダー（乳成分を含む）、粉末しょう油（小麦・大豆を含む）、香辛料、乳等を主要原料とする食品/加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、香料（乳由来）、カロチノイド色素、甘味料（スクラロース）【甘口カレー味】うるち米（米国産、国産）、植物油脂、でん粉、砂糖、食塩、香辛
料、肉エキスパウダー（小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）、たんぱく加水分解物（乳成分・大豆を含む）、チーズパウダー、香味油（小麦・大豆を含む）/加工でん粉、調味料
（アミノ酸等）、香辛料抽出物、着色料（カロチノイド、ウコン）、酸味料、香料

175 CO

【えび味】植物油脂、米（米国産、国産）、でん粉、食塩、魚介エキスパウダー（えびを含む）、砂糖、えび、デキストリン、粉末しょう油（小麦・大豆を含む）、香味油
（えびを含む）、酵母エキス粉末/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（紅麹、カラメル）、酸味料【ゆず塩味】植物油脂、米（米国産、国産）、でん粉、食塩、砂
糖、えび、デキストリン、かつおエキスパウダー（デキストリン、カツオエキス、食塩、魚醤（魚介類）、カツオ節エキス）、ゆず、陳皮パウダー、レモン果汁パウダー、唐
辛子、ベース調味料（大豆を含む）、昆布エキスパウダー/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料（乳・オレンジ由来）、酸味料、ベニコウジ色素【のり塩味】植物油脂、
米（米国産、国産）、でん粉、食塩、糖類（砂糖、ぶどう糖）、えび、焼のり、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、青のり、デキストリン、魚醤パウダー（魚介類）、粉末
しょう油（小麦・大豆を含む）、唐辛子/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香料、ベニコウジ色素、酸味料

瀬戸しお三種アソート

生協オリジナル

176 ＣＯ

応援食カカオクッキー

小麦粉、マーガリン、砂糖、ココアパウダー、チョコレート（カカオマス、砂糖、ココアバター）、鶏卵、加糖練乳、フライドカカオニブ、バター/着色料（カラメル）、ピロ
リン酸鉄、香料、膨張剤、乳化剤（大豆由来）

177 ＣＯ

牛乳かりんとう

小麦粉、米油、砂糖、牛乳、水あめ、はちみつ、ショートニング、イースト、食塩

白
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178 CO
179 ＣＯ
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原

材
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畜肉（牛肉、豚肉）、鶏肉、豚脂肪、粗ゼラチン、糖類（麦芽糖、砂糖）、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ビーフエキス/調味料（アミノ酸）、くん液、着色料（ベニコウ
ジ色素）、酸化防止剤（ビタミンＣ）
ばれいしょでん粉（遺伝子組換え不分別）、食用油脂（大豆を含む）、えび、あみ、食塩、あおさ粉末、砂糖、加工でん粉、調味料（アミノ酸、有機酸、核酸）、ミョウバ
ン、酸化防止剤（ビタミンＥ）

180 さかなっつハイ！

アーモンド、いわし、落花生、砂糖、植物油脂、食塩、ゴマ、水あめ、魚介パウダー、ドコサヘキサエン酸含有精製魚油、こんぶパウダー、香辛料、トレハロース、香料、調
味料（アミノ酸等）、ビタミンＤ、（原材料の一部にエビ、大豆を含む）

181 CO

でん粉（ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、さつまいも、緑豆）、食用油脂、えび、黒ごま、調味たれ（しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、米発酵調味液、デキストリ
ン、りんご酢、かつおぶしエキス（さばを含む）、酵母エキス）、あみ、食塩、乾燥わかめ、砂糖、あおさ粉末、いか、還元水あめ、たん白加水分解物（ゼラチンを含む）、
こんぶエキスパウダー、酵母エキス、醸造酢、こんぶ粉末/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ミョウバン、着色料（アナトー色素、クチナシ黄色素、ベニコウジ色素）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、塩化Ｃａ

えびせんミックス

182 おばあちゃんの焼こあじ

しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット

183 小魚の詰め合わせ

【炙り焼かわはぎ】かわはぎ、砂糖、食塩、ソルビット、調味料(アミノ酸)【炙り焼こいわし】いわし、砂糖、食塩、ソルビット、調味料(アミノ酸)【焼こあじ】しまあじ、
砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット【おつまみいわし】かたくちいわし

184 ＣＯ

小麦粉、植物油脂、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖、マーガリン、小麦全粒粉、ぶどう糖、ショートニング、バター（乳成分を含む）、白ごまペースト、食塩、イースト/卵
殻未焼成カルシウム、膨張剤、着色料（カラメル、カロチン）、香料、乳化剤（大豆由来）、ピロリン酸鉄

どうぶつビスケット（全粒粉入り）

185 ＣＯ ポテトチップス うすしお味 ２個セット じゃがいも（国産）（遺伝子組換えでない）、植物油脂、食塩
186 CO
187
188
189
190

じゃり豆

大地の恵みナッツ＆フルーツ
CO 食塩不使用ミックスナッツ《箱》
CO 種ぬきプルーン（個包装）
CO 食塩不使用トレイルミックス

191 ＣＯ

６種のドライフルーツミックス

192 山盛堂本舗

カレーのおせんべい

種実（ひまわり、かぼちゃ、アーモンド）、米粉、小麦粉、砂糖、コーンスターチ（遺伝子組換え不分別）、粉末チーズ（乳成分を含む）、食塩/膨張剤、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ）
カシューナッツ、アーモンド、バナナ、砂糖、ココナッツオイル、クランベリー、クコの実、かぼちゃの種、食塩、植物油脂、調味料（アミノ酸等）
アーモンド、ピーナッツ、カシューナッツ、くるみ
プルーン（西洋すもも）
糖漬け乾燥クランベリー（クランベリー、砂糖、植物油脂）、レーズン（干しぶどう、植物油脂）、アーモンド、カシューナッツ/グリセリン、酸味料
レーズン（干しぶどう、植物油脂）、糖漬け乾燥クランベリー（クランベリー、砂糖、植物油脂）、糖漬け乾燥マンゴー（マンゴー、砂糖）、糖漬け乾燥パインアップル（パ
インアップル、砂糖）、糖漬け乾燥ブルーベリー（ブルーベリー、砂糖、植物油脂）/酸味料
うるち米（国産）、カレーたれ（砂糖、醤油、水飴、デキストリン、ウスターソース、香辛料、醸造酢、乳製品、鰹節粉、植物油、食塩、オニオンエキス）、植物油、黒コ
ショウ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む）

193 ＣＯ

お好み種

でん粉（とうもろこし（遺伝子組換え不分別）、ばれいしょ（遺伝子組換え不分別）、タピオカ）、米、植物油脂、ピーナッツ、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、小麦粉、
かたくちいわし、とうもろこし粉、コーンフラワー、黒大豆（遺伝子組換えでない）、しょうゆ、えび、食塩、米粉、デキストリン、のり、わかめ、はちみつ、ごま、いか、
あおさ粉、みりん、辛子マヨネーズシーズニング、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、かつおエキス、ガーリックパウダー、唐辛子、オニオンパウダー、かつおパウダー、加
工でん粉、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、膨張剤（炭酸水素アンモニウム等）、着色料（ベニコウジ色素、カラメル、クチナシ青色素、パプリカ色素、クチナシ黄色
素）、増粘剤（加工でん粉）、乳化剤（ショ糖脂肪酸エステル）、酸味料（クエン酸）、香辛料抽出物、香料

194 ＣＯ

厚切りバウムクーヘン

鶏卵、砂糖、小麦粉、油脂加工食品（植物油脂、ホエイパウダー）、マーガリン（乳成分を含む）、ショートニング、コーンスターチ（遺伝子組換え不分別）、食用加工油脂/
乳化剤（大豆由来）、膨張剤、香料、セルロース、着色料（アナトー色素）

和菓子バラエティパック

【どら焼】砂糖、小麦粉、鶏卵、小豆、還元水あめ、水あめ、植物油脂、生あん、濃縮乳、はちみつ、やまいも粉末、みりん、寒天/膨張剤、乳化剤、ｐＨ調整剤、香料、着色
料（クチナシ黄色素）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・やまいもを含む）【栗どら焼】砂糖、生あん、小麦粉、鶏卵、水あめ、栗甘露煮、植物油脂、濃縮乳、はちみつ,や
まいも粉末、みりん/トレハロース、膨張剤、乳化剤、ｐＨ調整剤、香料、安定剤（増粘多糖類）、着色料（クチナシ黄色素）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・やまいもを
含む）【栗まんじゅう】生あん、砂糖、小麦粉、水あめ、鶏卵、栗甘露煮、ショートニング、加糖卵黄、還元水あめ、植物油脂、みりん、牛乳、食塩/乳化剤、膨張剤、安定剤
（ペクチン）、ｐＨ調整剤、香料、着色料（クチナシ黄色素）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）【餅最中】生あん、砂糖、水あめ、もち粉、還元水あめ、でん粉
（とうもろこし（遺伝子組換え不分別））、食塩、食物繊維/トレハロース、ｐＨ調整剤、卵殻未焼成カルシウム、安定剤（増粘多糖類）、乳化剤、（一部に卵・乳成分・大豆
を含む）【汐最中】生あん、砂糖、水あめ、還元水あめ、もち粉、でん粉（とうもろこし（遺伝子組換え不分別））、食塩、食物繊維/トレハロース、ｐＨ調整剤、着色料（ベ
ニコウジ色素）、安定剤（増粘多糖類）【栗最中】生あん、砂糖、水あめ、還元水あめ、もち粉、でん粉（とうもろこし（遺伝子組換え不分別））、ばれいしょ（遺伝子組換
え不分別）、タピオカ）、マロンペースト、食物繊維/トレハロース、安定剤（増粘多糖類）、香料、着色料（クチナシ黄色素、ウコン色素）【塩ようかん】砂糖、生あん、小
豆、還元水あめ、水あめ、食塩、寒天/トレハロース、ソルビトール、グリシン、乳化剤【小豆ようかん】砂糖、生あん、小豆、水あめ、寒天、食塩/トレハロース、ソルビ
トール、グリシン、乳化剤【ひとくちやきいも】砂糖、小麦粉、生あん、さつまいもペースト、鶏卵、還元水あめ、水あめ、ショートニング、卵黄、マーガリン、寒天、黒ご
ま、牛乳、ゼラチン、食塩/トレハロース、乳化剤、膨張剤、ソルビトール、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチン・ごまを含む）【チョコまんじゅう】生あん、
砂糖、小麦粉、鶏卵、乳等を主原料とする食品、水あめ、還元水あめ、準チョコレート（ココアパウダー、植物油脂、砂糖）、マーガリン、カカオマス/膨張剤、安定剤（ペク
チン）、乳化剤、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

195 CO

196 ＣＯ キャラメルポップコーン
197 CO くるみきなこ
198 CO 九州のさつまいもチップ

とうもろこし（遺伝子組換えでない）、砂糖、植物油脂、水あめ、食塩/香料（乳・大豆由来）、乳化剤、着色料（カラメル）
くるみ、三温糖、きなこ（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、ショートニング、食塩
さつまいも、砂糖、植物油脂（なたね油（遺伝子組換え不分別）、パーム油）

199 コモのパン（デニッシュ）

内容により異なる（例）おぐら小町：つぶあん、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、黒ごま、乳化剤、麦芽エキス、酵
母、植物油脂、(原材料の一部に大豆を含む)

200 コモのパン（クロワッサン）
201 ビタミンゼリー
202 黒酢もろみにんにく

小麦粉、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、（原材料の一部に大豆を含
む）
ショ糖、水アメ、ビタミン（V．Ｃ、Ｖ．Ｅ、Ｖ．Ｂ６、Ｖ．Ａ、Ｖ．Ｄ）、寒天、増粘多糖類、香料、紅花色素、ショ糖エステル、水酸化Ｎａ
サフラワー油、無臭ニンニク、黒酢もろみ末、ゼラチン（豚肉由来）、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン（大豆由来）

203 ワダカルカルシウム＆コラーゲン

ドロマイト（炭酸カルシウムマグネシウム含有物）、粉糖、粉末はっ酵乳（デキストリン、砂糖、脱脂粉乳）、コラーゲンペプチド（ゼラチン、豚肉を含む）、はっ酵乳粉
末、でんぷん、トレハロース、ショ糖エステル、香料、クエン酸、乳酸、ビタミンD

204 キューピー

元気セブン

ゼラチン、コーンスターチ、食用卵殻粉、EPA含有精製魚油、植物油脂、ビタミンE含有植物油、デキストリン、リゾレシチン含有卵黄油、DHA含有精製魚油、還元麦芽糖水飴、
卵黄油、サメ軟骨抽出物、マンガン含有酵母、コエンザイムQ10、セレン含有酵母、亜鉛含有酵母、クロム含有酵母、モリブデン含有酵母、中鎖脂肪、ビタミンC、グリセリ
ン、ミツロウ、酸化マグネシウム、結晶セルロース、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、マリーゴールド、パントテン酸カルシウム、トマトリコピン、ビタミンB1、クエン
酸鉄ナトリウム、パーム油カロテン、ビタミンB6、ビタミンB2、グルコン酸亜鉛、トウモロコシたん白、酸化防止剤（ビタミンE）、グルコン酸銅、ビオチン、葉酸、カルナウ
バロウ、ビタミンB12、ビタミンD3（原材料の一部に大豆を含む）

205 キューピー

ブルーベリー＆ルテイン

精製魚油(DHA含有)、ゼラチン、ブルーベリー果実抽出物、グリセリン、ミツロウ、マリーゴールド、デュナリエラカロテン、(原材料の一部に大豆を含む)

206 万田酵素

ペーストタイプ

穀類(黒糖、果糖、ブドウ糖)、リンゴ、カキ、ミカン、バナナ、パインアップル、白米、大豆、玄米、ニンジン、もち米、ハッサク、ヒジキ、黒ゴマ、白ゴマ、ブド
ウ、黒豆、ハチミツ、ネーブルオレンジ、ニンニク、アケビ、イチジク、イヨカン、クルミ、マタタビ、山ブドウ、レモン、山桃、夏ミカン、ワカメ、アワ、イチ
ゴ、大麦、カボス、キビ、キュウリ、キンカン、ゴボウ、ザボン、セロリ、デンプン、トウモロコシ、ノリ、ポンカン、ユズ、ユリ根、レンコン、青ノリ、コンブ、
ウメ、シソ
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