２０１８年 夏のピンク共同購入（特別企画） 原材料名
商品№1～18
【1 吉野のくずもち】＜純＞〔くずもち〕還元水飴（国内製造）、砂糖（国内製造）、餅粉、本葛粉／ゲル化剤（増粘多糖類、加工デンプン） 〔きな粉〕大豆、砂糖 〔黒みつ〕水あめ、黒糖（沖
縄県産）、グラニュー糖＜柚子＞〔くずもち〕還元水飴（国内製造）、砂糖（国内製造）、柚子皮砂糖漬、餅粉、本葛粉、柚子抽出物／ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、香
料、紅花色素 〔柚子みつ〕水あめ、砂糖、蜂蜜、柚子果汁、柚子皮、食塩／酸味料、増粘多糖類、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、クチナシ色素【2 あんみつ】〔みつ豆〕寒天、果実（黄もも、パイン、
アップル、みかん)、砂糖、赤えんどう、酸味料、乳酸Ｃａ、酸化防止剤(ビタミンＣ) 〔あん〕砂糖、あずき、酸味料 〔黒みつ〕砂糖、黒糖、香料、酸味料【3 赤い帽子ミルクジャムラスク】小
麦粉、牛乳、砂糖、クリーム(乳製品)、バター、ショートニング、食塩、イースト、モルトエキス、トレハロース、香料、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンＥ・ビタミンＣ・緑茶抽出物)、ビタミンＣ、
(原材料の一部に、小麦・乳成分・大豆を含む)【4 シャーベリアス夕張メロンミニ】夕張メロン果汁、砂糖、異性化液糖、果糖、ぶどう糖、洋酒、脱脂粉乳、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味
料、香料、着色料（パプリカ色素・カロチン）【5 果実ゼリー】＜甘夏＞夏みかん、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC）＜佐藤
錦＞さくらんぼ（国産）、砂糖、さくらんぼ果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ)、乳酸Ｃａ、乳化剤（大豆由来）、着色料（ラック）【6 横浜ロイヤルパークホ
テル低温焼ミニバームクーヘン】鶏卵、砂糖、小麦粉、マーガリン、コーンスターチ（遺伝子組み換えでない）、ホイップクリーム、食用加工油脂、水飴、ベーキングパウダー、香料、カロ
テン色素、（原材料の一部に乳、大豆を含む）【7 食塩無添加 素焼きミックスナッツ】アーモンド、落花生、カシューナッツ【8 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）【9 大地の恵みナッツ＆フルーツ】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）【10 CO 食塩不使用トレイルミックス】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【11 CO 食塩不使用アーモンド】アーモンド（アメリカ産）【12 わさび醤油味れんこんチップス】れんこん、コーンスターチ、植物油脂、しょうゆ香味液、砂糖、卵白、デキストリン、粉末
しょうゆ、食塩、昆布エキス、かつおエキス、コンソメパウダー、酵母エキスパウダー、ビーフエキスパウダー、わさびパウダー、こしょう、たん白加水分解物、乳糖/トレハロース、調味
料（アミノ酸等）、香料、酒精、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（カラメル、紅花黄、クチナシ）、甘味料（カンゾウ、スクラロース）、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚
肉・ゼラチンを含む）【13 おくらスナック梅かつお味】オクラ、植物油、麦芽糖、梅かつおシーズニング、食塩、梅肉パウダー、かつお節パウダー、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、香料、
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）【14 花咲かりん】米粉（伊賀産）、小麦粉（三重産）、馬鈴薯澱粉（北海道産、遺伝子組み換えでない）、砂糖、ほうれん草（国産）、かぼちゃ（国産）、ト
マト（国産）、紫芋（国産）、黒胡麻（国産）、竹炭（国産）、ビーツ（国産）、ココナツミルク、乳、卵、食塩、胡麻、植物油脂、なたね油（伊賀産）、酸化防止剤（ローズマリー・ビタミンＥ）【15 ミ
ックスカレーのおせんべい】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、ホエイパウダー、植物油脂、食塩、オニオンエキス、鰹節
粉）、植物油脂、グリーンカレーたれ（水飴、醤油、グリーンカレーペースト、デキストリン、ココナッツミルクパウダー、砂糖、植物油脂、食塩、魚醤、醸造酢、チキンパウダー、酵母エキ
ス）、チーズシーズニング、黒コショウ、ココナッツミルクパウダー、唐辛子、乾燥香菜、レモングラス、カフィルライム、コリアンダー／増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、
香料、甘味料（甘草、ステビア）、酸味料、（一部に小麦・乳成分・えび・大豆・りんご・鶏肉を含む）【16 あられセット】＜黒こしょう＞もち米（国内産）、植物油脂、黒こしょう、食塩、乳糖、調
味料（アミノ酸等）＜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）＜焼えび＞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）【17 CO 葛粉を使ったデザートミックス】ぶどう糖、
粉あめ、砂糖、でん粉、くず粉、寒天／増粘多糖類、乳化剤【18 CO 素材を活かしたアーモンドクッキー】小麦粉、砂糖、ショートニング、アーモンド、全卵、食塩／膨張剤、乳化剤（大豆
由来）

商品№19～76
【19 黒糖ドーナツ棒】小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類（黒糖(沖縄産)）、粗糖、水飴、糖蜜)、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨張剤【20 かもめの玉子ミニ】白餡、砂糖、小麦粉、
還元水飴、植物油脂、鶏卵、マーガリン、脱脂粉乳、水飴、乳糖、、ココアバター、食塩、トレハロース、膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、着色料（クチナシ）、香料【21 奥の平泉 かりんとうま
んじゅう】こしあん、小麦粉、砂糖（加工黒糖、上白糖、黒糖）、食用植物油脂、白あん、蜂蜜、おから、山芋、卵、醤油、カラメル色素、膨張剤、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、（原材料の
一部に大豆を含む）【22 盛岡ゆべし くるみ】砂糖、餅米粉（国産米）、くるみ、水飴、醤油（大豆、小麦を含む）、粉末オブラート【23 生チーズ饅頭 「一五九二」】チーズ餡（乳等を主原料
とする食品、加糖れん乳、生あん、砂糖、加糖卵黄、チーズ、グルコマンナン、寒天）、小麦粉、砂糖、マーガリン、鶏卵、加糖卵黄、蜂蜜、ショートニング、トレハロース、香料、重曹、乳
化剤、酸化防止剤(V.E)、安定剤（ペクチン)、アナトー色素、(原材料の一部に大豆を含む)【24 毎日元気】黒大豆、昆布、片口イワシ、砂糖、乳糖、醤油（小麦を含む）、麦芽糖、食塩、ゴ
マ、調味料（アミノ酸等）【25 岩手がんづきフロランタン】小麦粉、蜂蜜、ショートニング、マーガリン、砂糖、卵、黒糖、食塩、バター、アーモンド、くるみ、食用植物油脂、ごま、乳製品、カ
ラメル色素、膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、安定剤（ペクチン）、ｐＨ調整剤、（原材料の一部に小麦、卵、乳、くるみ、ごま、大豆を含む）【26 岩手のみそ汁】＜わかめと舞茸
のお味噌汁＞〔調味みそ〕米みそ、食塩、鰹エキス、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）〔具〕わかめ（三陸産）、舞茸（岩手県産）、麩（小麦粉、グルテンを含
む）、ねぎ（岩手県産） ＜星のみそスープ＞〔調味みそ〕米みそ、食塩、鰹エキス、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン） 〔具〕青首大根（岩手県産）、昆布(三陸
産)、麩（小麦粉、グルテン、くちなし色素） ＜黒きくらげとえのきのみそ汁＞〔調味みそ〕米みそ、食塩、鰹エキス、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）〔具〕黒き
くらげ（岩手県産）、えのき茸（岩手県産）、凍り豆腐（大豆、豆腐用凝固剤、重曹）、のり(三陸産) ＜山菜と焼のりのみそ汁＞〔調味みそ〕米みそ、食塩、鰹エキス、酵母エキス、調味料（ア
ミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）〔具〕たけのこ（岩手県産）、わらび（岩手県産）、凍り豆腐（大豆、豆腐用凝固剤、重曹）、のり（三陸産）【27 喜多方ラーメン】〔麺〕小麦粉(カナダ・アメ
リカ)／小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工でん粉、貝Ｃａ、クチナシ色素、〔醤油スープ〕醤油、食塩、ポークオイル、チキンエキス、香味油、たん白加水分解物、植物油脂、
砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等）、酒精、カラメル色素 〔みそスープ〕味噌、食塩、胡麻油、香味油、にんにく、ポークオイル、胡麻、生姜、モルトエキス、チキンエキス、唐辛子、調味料
（アミノ酸等）、酒精【28 喜多方ラーメン 冷やし中華】〔麺〕小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工でん粉、貝Ｃａ、クチナシ色素 〔醤油スープ〕醸造酢、砂糖、果糖ぶどう糖液
糖、食塩、ごま、しょうゆ、なたね油、ごま油、レモン果汁、夏柑果汁、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料 〔ごまスープ〕果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、砂糖、ごま、しょうゆ、食塩、ごま
油、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、乾燥ワカメ【29 熊本ラーメン とんこつ味】めん（小麦粉、卵白、食塩、小麦たん白）、食塩、ごま油、畜肉エキス、香辛料、ラード、サラダ
油（菜種）、砂糖、ぶどう糖、粉末醤油、たまねぎ、醤油、調味料（アミノ酸等）、かんすい、クチナシ色素、（原材料の一部に小麦、豚肉、大豆、乳成分を含む）【30 仙台中華そば みずさわ
屋】〔めん〕小麦粉、食塩、還元水あめ、小麦グルテン、卵白、かんすい、酒精、加工でん粉（原材料の一部に小麦・卵を含む） 〔スープ〕醤油、動物油脂（豚脂、鶏脂）、食塩、砂糖、チキ
ンエキス、発酵調味料、鰹エキス、椎茸エキス、チキンパウダー、いわし煮干、昆布エキス、調味料（アミノ酸等）、アルコール、カラメル色素、増年多糖類、香料、酸味料、（原材料の一
部に小麦、卵、乳、鶏肉、豚肉を含む）【31 なみえ焼そば】〔めん〕小麦粉、植物油、食塩、加工でん粉、酸味料、クチナシ色素、かんすい 〔ソース〕ウスターソース、砂糖、粉末ソース、
食塩、ぶどう糖果糖液糖、トマト、オニオン、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料 〔純製ラード〕豚脂、酸化防止剤（ビタミンＥ）、シリコーン 〔一味唐辛子〕とうがらし【32 さ
とうをかけない朝食ドーナツ】小麦粉、植物油脂（大豆を含む）、糖類（砂糖、ぶどう糖）、鶏卵、加工油脂、水あめ、脱脂粉乳、でん粉、蜂蜜、植物性たん白、卵黄粉、食塩／膨脹剤、ソル
ビット、乳化剤、着色料（V.B2）【33 コモパン学協セット】＜小倉小町＞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、麦芽エキ
ス、酵母、植物油脂、水、乳化剤 ＜毎日クロワッサン＞小麦粉、糖類、パネトーネ種、動物油脂、マーガリン、卵、ショートニング、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母、植物油脂、水、乳
化剤 ＜黒糖クロワッサン＞小麦粉、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、砂糖、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母、植
物油脂、水、着色料（カラメル色素）、香料、乳化剤、製造用剤、増粘剤、ｐｈ調整剤 ＜メープルワッフル＞小麦粉、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、油脂加工品、
パネトーネ種、転化糖、メープルシュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、酵母、植物油脂、水、乳化剤、香料、加工デンプン、増粘剤、ｐｈ調整剤、着色料（紅麹黄色
素、カロチン） ＜苺みるくワッフル＞小麦粉、いちご風味フラワーペースト、マーガリン、加糖卵黄、油脂加工品、砂糖、パネトーネ種、砂糖転化型液糖、麦芽エキス、脱脂粉乳、食塩、
酵母、植物油脂、水、乳化剤、香料、加工デンプン、着色料（ベニコウジ色素）、増粘剤、ｐｈ調整剤【34 CO 朝の応援食もっちりたまご】糖類（麦芽糖、砂糖、水あめ、ぶどう糖）、鶏卵、小
麦粉、マーガリン、食用油脂、脱脂粉乳、はちみつ、でん粉、食塩、サワードウパウダー、植物性たん白（大豆を含む）／加工でん粉、膨張剤、卵殻未焼成カルシウム、増粘剤（キサンタ
ンガム）、乳化剤、香料、着色料（アナトー色素、ビタミンＢ２、カロチン）【35 夢の缶詰パン】＜コーヒー味＞小麦粉、糖類、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ｺｰﾋｰﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄ、調整粉乳、ｲｰｽﾄ、ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾗｲ
ｽ、ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ、食塩、ﾊﾞﾆﾗｴｯｾﾝｽ、加工澱粉、着色料(ｶﾗﾒﾙ）、増粘多糖類、香料、ｐｈ調整剤 ＜チョコ味＞小麦粉、糖類、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ﾁｮｺﾌﾗﾜｰﾍﾟｰｽﾄ、ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ、調整粉乳、ｲｰｽﾄ、ｼｮｰﾄﾆ
ﾝｸﾞ、食塩、ﾊﾞﾆﾗｴｯｾﾝｽ、加工澱粉、増粘多糖類、香料、ｐｈ調整剤 ＜プレーン味＞小麦粉、ﾊﾞﾀｰ、卵、牛乳、糖類、ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ｲｰｽﾄ、塩、ﾓﾙﾄ、ﾋﾞﾀﾐﾝ C【36 えいようかん】砂糖・生あん・水
あめ・寒天【37 うなぎご飯の素】うなぎ（国産）、醤油、みりん、砂糖、赤酒（原材料の一部に小麦、大豆を含む）【38 CO 炊くだけおこわ お豆と十五穀】〔おこわ用もち米〕もち精米（国産）
（無洗米） 〔おこわの具〕黄大豆（遺伝子組換えでない）、ひよこ豆、砂糖、青大豆（遺伝子組換えでない）、赤いんげん豆、かつおぶしエキス、こんぶエキス、みりん、食塩、たん白加水
分解物、酵母エキス／乳酸Ｃａ 〔雑穀〕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【39 CO コープヌードルしょうゆ】〔油揚げめん〕小麦粉、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、たん白加水分解物 〔かやく〕味付豚
ミンチ、味付卵、味付えび、にんじん、ねぎ） 〔スープ〕乳糖、しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、チキンエキス、ポークエキス、メンマパウダー、加工でん粉、調
味料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、カロチン、パプリカ色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ローズマリー抽出物）、焼成Ｃａ、乳化剤（植物レシチン）、増粘剤
（キサンタンガム、グァーガム）、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料（クエン酸）、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む）

三重県学校生活協同組合
【40 キャベツたっぷり焼そば ホイコーロー風】〔油揚げめん〕小麦粉、植物油脂、精製ラード、食塩、しょうゆ、粉末野菜、香辛料、卵白 〔添付調味料〕砂糖、みそ、植物油脂、しょうゆ、た
ん白加水分解物、ねりごま、食塩、ポークエキス、豆板醤、香辛料、小麦発酵調味料 〔かやく〕キャベツ、たまねぎ、にんじん／加工でん粉、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、調味料
（アミノ酸等.）、アルコール、炭酸Ｃａ、かんすい、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘多糖類、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉・ごまを含む）【41 伊勢うどん】〔麺〕小麦粉、食塩、酸味料 〔た
れ〕しょうゆ（本醸造）、たまり醤油（本醸造）、みりん、砂糖、還元水飴、かつお節エキス、食塩、たん白加水分解物、こんぶエキス、しいたけエキス、カラメル色素（原材料の一部に小麦、
大豆を含む）【42 伊勢古里屋のカレーうどん】〔めん〕小麦粉、食塩、酸味料 〔たれ〕しょうゆ（本醸造）、砂糖、米発酵調味料、たん白加水分解物、カレー粉、煮干だし、りんごピューレ、食
塩、砂糖混合ぶどう果糖、はちみつ、そうだぶし、むろぶし、さばぶし、こんぶエキス、かつおぶしエキス、アルコール、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）、酸
味料、（原材料の一部に小麦、大豆、さば、りんごを含む）【43 九州ラーメンセット】＜宮崎鶏塩ラーメン＞〔めん〕小麦粉、食塩、植物性たん白、還元水飴 〔スープ〕食塩、糖類（砂糖）、チ
キンエキス（宮崎県産１００％）、鶏油、ポークオイル、しょうゆ、香辛料、ホタテエキス、ごま油、野菜エキスパウダー、鰹節エキスパウダー 〔調味料〕アミノ酸等、酒精、かんすい、クチナ
シ色素、増粘剤（グァーガム）、カラメル色素、（原材料の一部に大豆を含む）、＜博多とんこつラーメン＞〔めん〕小麦粉、食塩、植物性たん白、還元水飴 〔スープ〕ポークエキス、ポーク
オイル、煎りごま、野菜粉末、植物油脂、食塩、粉末油脂、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、魚介エキス、糖類（砂糖）、香辛料、でん粉、ねぎ、酵母エキス、食物繊維 〔調味料〕アミノ酸
等、かんすい、クチナシ色素、カラメル色素、香料、ポリグルタミン酸、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に乳成分、大豆、鶏肉、ゼラチンを含む＜熊本黒マー油とんこつラーメン＞
〔めん〕小麦粉、食塩、植物性たん白、還元水飴 〔スープ〕マー油、ポークエキス、粉末しょうゆ、野菜粉末、粉末油脂、食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖）、たん白加水分解物、でん粉、、香辛
料、ローストガーリック、ホタテエキス、チキンエキス、ごま油、酵母エキス、食物繊維、調味料（無機塩等）、かんすい、クチナシ色素、カラメル色素、ｐH 調整剤、ポリグルタミン酸、酸化防
止剤（ビタミン E）、香料、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む）＜鹿児島黒豚とんこつラーメン＞〔めん〕小麦粉、食塩、植物性たん白、還元水飴） 〔スープ〕ポ
ークオイル、ポークエキス（鹿児島県産黒豚エキス５０％）、野菜粉末、粉末しょうゆ、植物油脂、食塩、粉末油脂、チキンエキス、焦がしねぎ、魚介エキス、香辛料、でん粉、たん白加水分
解物、鶏油、酵母エキス、食物繊維、調味料（無機塩等）、かんすい、クチナシ色素、酸味料、ポリグルタミン酸、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に乳成分、ごま、大豆を含
む）＜長崎あごだし入り醤油ラーメン＞〔めん〕小麦粉、食塩、植物性たん白、還元水飴 〔スープ〕ポークオイル、粉末しょうゆ、食塩、植物油脂、あご（飛魚）粉末、糖類（砂糖・ぶどう糖）、
煎りごま、粉末魚醤、野菜粉末、チキンエキス、でん粉、煮干エキス、昆布エキス、ポークエキス、ホタテエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、カツオ節粉末、マグロエキス、
ねぎ、調味料（アミノ酸等）、酒精、かんすい、カラメル色素、クチナシ色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む）【44 北海道繁盛店対決ラーメ
ン】＜天金醤油＞めん（小麦粉、卵白粉、食塩、小麦たん白）、動物油脂、しょうゆ、食塩、肉エキス、砂糖、香辛料／酒精、調味料（アミノ酸等）、かんすい、着色料（カラメル、クチナシ）、増
粘多糖類、酸味料、（一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） ＜月見軒味噌＞めん（小麦粉、卵白粉、食塩、小麦たん白）、味噌、動物油脂、食塩、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、玉ね
ぎ、豚肉、にんにく、しょうが、もろみ調味料、りんご、ポークエキス、にんじん、ごま、植物油脂、ビーフエキス、香辛料／調味料(アミノ酸等)､酒精､かんすい、増粘剤（加工デンプン）、着
色料（カラメル、クチナシ）、酸味料、甘味料（カンゾウ）、（一部に卵・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む） ＜銀波露とんこつ醤油＞めん（小麦粉、卵白粉、食塩、小麦た
ん白）、ポークエキス、たん白加水分解物、しょうゆ、動物油脂、食塩、砂糖、たまねぎ、でん粉、フライドガーリック、ごま、しょうが、おろしにんにく、植物油脂／調味料(アミノ酸等)、酒精、
着色料（カラメル、クチナシ）、かんすい、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、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) ＜北浜商店とんこつ塩＞めん（小麦粉、
卵白粉、食塩、小麦たん白）、食塩、肉エキス、動物油脂、ポークブイヨン、砂糖、ガーリック、ごま、ほたてエキス、ペッパー、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、酒精、かんすい、増粘剤（加
工デンプン、キサンタンガム）、着色料（クチナシ、カラメル）、酸化防止剤(ビタミン E)、酸味料、香料、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む）【45 三重の糸】小麦粉、食塩、食用植物油、
加工デンプン【46 鯛だしつゆ】鯛のだし、しょうゆ、砂糖、みりん、混合だし、昆布、食塩【47 有明産のり 朝一番】乾のり（佐賀有明海産）、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【48 おにぎりのり】乾のり（国産）【49 伊勢志摩産あおさ】ひとえぐさ【50 伊勢志摩産カットわかめ】湯通し塩蔵わかめ（伊
勢志摩産）【51 国産煮干】かたくちいわし（国産）【52 松阪鶏焼き肉のタレ】みそ、砂糖、醤油、みりん、にんにく、醸造調味料、ごま油、醸造酢、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、ビ
タミン B１、（原材料の一部に小麦、大豆、ごま、りんごを含む）【53 えび塩焼きそばのたれ】糖類（粉末水飴、砂糖）、甘夏果汁、食塩、えび、ツノナシオキアミ、マイヤーレモン果汁、おろ
しにんにく、昆布、黒胡椒、寒天、赤唐辛子、調味料（アミノ酸等）【54 とろける青さのり】ひとえぐさ、生引溜醤油（大豆、小麦含む）、果糖、発酵味醂、水飴、甘味料（ソルビット、甘草）、調味
料(アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸Ｋ）【55 若炊き蛤】はまぐり、醤油、生姜、本みりん、還元水飴、水飴、砂糖、寒天／調味料（アミノ酸等）、（一部に大豆・小麦を含む）【56 超熟 黒にん
にく】国産にんにく【57 ドレッシング希望】オニオン、醸造酢、醤油、植物性油脂、糖類（砂糖、果糖ぶどう糖）、りんご果汁、にんにく、香辛料、調味料（アミノ酸等）増粘剤（キサンタンガ
ム）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）【58 柚子ドレッシング】柚子果汁、醤油、みりん、三温糖、清酒、オリーブオイル（原材料の一部に小麦、大豆を含む）【59 国産えごま油】食用え
ごま油【60 こめ油】米糠【61 もち麦 あきやんのキラリもち】２０１７年産 三重県産キラリもち【62 伊賀米こしひかり】２０１７年産 三重県伊賀産（ＪＡ伊賀南部）特別栽培米コシヒカリ（生
産者限定）【63 刺激が少ない！減塩醤油】しょうゆ、酵母エキス【64 はさめず（うすいろ）】しょうゆ（本醸造）、アミノ酸液、ぶどう糖果糖液糖、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘
草）、原材料の一部に大豆・小麦を含む【65 はさめず（こいいろ）】しょうゆ（本醸造）、アミノ酸液、ぶどう糖果糖液糖、アルコール、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）、カラメル色素、（原
材料の一部に大豆・小麦を含む)【66 九鬼 太白純正胡麻油】食用ごま油【67 九鬼 和食に合うごま油】食用ごま油【68 グレープシードオイル】食用ぶどう種子【69 鰹ふりだし】食塩、鰹節、鯖
節、うるめ節、鰯節、だし昆布、椎茸粉末、砂糖、調味料（アミノ酸等）、粉末醤油（大豆・小麦）、L型発酵乳酸カルシウム【70 三重大学カレー】野菜・果実（じゃがいも、にんじん、たまねぎ、りんご、し
ょうが、にんにく）、小麦粉、牛肉、砂糖、ラード、食塩、カレー粉、ウスターソース、かつお節エキス、チャツネ、オニオンエキス、全粉乳、トマトペースト、バター、酵母エキス、宗田節粉
末、香辛料、調味料（アミノ酸）、カラメル色素、酸味料、(原材料の一部に、大豆を含む)【71 飛騨牛使用ビーフカレー】ビーフブイヨン、ソテーオニオン、牛肉(岐阜県産「飛騨牛」)、カレールウ、カレ
ーペースト、小麦粉、砂糖、動物たん白加水分解物、香辛料、食塩、にんにくペースト/増粘剤（加工でん粉、グァーガム）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、酸味料、香料、（一部に小麦・乳成分・
大豆・牛肉・豚肉・ごまを含む）【72 CO 大豆とひじきの五目煮】大豆（遺伝子組換えでない）、ひじき、にんじん、こんにゃく、しいたけ、しょうゆ（大.豆・小麦を含む）、砂糖、みりん、食塩.【73

CO ライトツナフレークまぐろ油無添加】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【74 ＣＯイタリアスパゲッティ】デュラム小麦のセモリナ【75 CO なすと牛肉のミー
トソース】野菜（たまねぎ、バジル）、揚げなす（大豆を含む）、トマトペースト、還元水あめ、牛肉、砂糖、オリーブ油、食塩、バター（乳成分を含む）、赤ワイン、乾燥にんにく、ビーフエキ
ス、オニオンパウダー、酵母エキス、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス/調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳酸Ca、酸化防止剤(Ｖ.Ｅ)【76 CO国産牛ミートソース】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）

商品№77～104
【77 金のポタージュスープ】オニオンパウダー（淡路島フルーツ玉ねぎ）、馬鈴しょでん粉（遺伝子組換えではない）、乳糖、粉末油脂、食塩、砂糖、チーズ、全粉乳、脱脂粉乳、マッシュポ
テト、食用植物油脂、酵母エキス、たん白加水分解物、クリーミングパウダー、チキンエキスパウダー、ビーフエキスパウダー、人参エキス、香辛料、うきみ、具（クルトン・パセリ）、香料、
膨張剤、着色料（ウコン・ＶＢ２）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）【78 北海道コーンスープ】クリーミングパウダー、野菜(スイートコーン、玉ねぎ)、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、
食塩、食用植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、たん白加水分解物、香辛料、うきみ（スイートコーン)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガ
ム)、着色料(β-カロチン)、香料、(原材料の一部に乳、小麦、大豆を含む)、(原材料のスイートコーンは遺伝子組換えではない)【79 CO ほうれん草の美味しいスープ】鶏卵、しょうゆ（大豆
（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、魚介エキス、食塩、デキストリン、こんぶエキス、具（ほうれん草、しいたけ）／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、増粘多糖類、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）【80 CO 水出し麦茶スティックパック】大麦（国産）【81 ごぼう茶】ごぼう（国産）【82 体脂肪を考えるお茶】プーアル茶【83 どくだみ茶】どくだみ【84 森の番人】水（湧水）【85 みかんのし
ずく】温州みかん【86 CO ミックスキャロット】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））【87 CO ブルーベリー＆玄米黒酢】米黒酢、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、濃縮ブルーベリー果汁／酸味料、香料【88 甘酒】米こうじ、米（国産）【89 CO コーヒー
バッグオリジナルブレンド】コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グアテマラ）【90 ダートブレンドコーヒー】コーヒー（原産国：ブラジル、ホンジュラス、その他）【91
ダート水出し冷製珈琲 涼】コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ホンジュラス、その他）【92 ナショナルコーヒーマイルドブレンド】コーヒー（原産国：コロンビア、ブラジル、インドネシア、
エチオピア）【93 ＯＲＩＢＵ果樹亜瑠ボディソープ詰替】水、カリ石けん素地、グリセリン、エタノール、ビワ葉エキス、香料【94 オリブ浴用石けん】石けん素地【95 ローブ粉石けん】純石け
ん分（６５％脂肪酸ナトリウム）、アルカリ剤（炭酸塩）【102 八天堂プレミアムフローズンくりーむパン】＜カスタード＞牛乳、小麦粉、生クリーム（乳製品）、卵、砂糖、マーガリン、はちみ
つ、酵母、脱脂粉乳、食塩、トレハロース、グリシン、酵素＜チョコレート＞牛乳、小麦粉、生クリーム（乳製品）、卵、砂糖、チョコペースト、マーガリン、はちみつ、酵母、脱脂粉乳、食塩、ト
レハロース、グリシン、酵素、乳化剤（大豆由来）、香料＜塩レモン＞牛乳、小麦粉、砂糖、生クリーム（乳製品）、ぎゅうひ、卵、マーガリン、れもん（広島県産）、はちみつ、酵母、食塩、脱脂
粉乳、トレハロース、ソルビトール、加工でん粉、グリシン、ゲル化剤（ペクチン（オレンジ由来））、酵素、酸味料、乳化剤、炭酸塩（Ｃａ、Ｍｇ）、香料＜ストロベリー＞小麦粉、牛乳、砂糖、い
ちご、卵、生クリーム（乳製品）、マーガリン、はちみつ、酵母、脱脂粉乳、食塩、トレハロース、ゲル化剤（ペクチン）、グリシン、酸味料、酵素【103 ホシフルーツ フローズンフルーツジュ
レ】＜マンゴー＆マンゴー＞マンゴージュース、マンゴー、砂糖、ナパージュ、寒天、レモン果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸化防止剤（クエン酸、Ｖ．Ｃ）、香料、酸味料、乳化剤＜グレー
プ＆グレープ＞グレープ、砂糖、濃縮グレープ果汁、ナパージュ、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、酸味料、乳化剤＜ピーチ＆グレープフルーツ＞グレープフルーツ、白桃濃縮果
汁、砂糖、ナパージュ、寒天、レモン果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、香料、酸味料、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、乳化剤、（原材料の一部にももを含む）＜オレンジ＆オレンジ＞オレンジ
ジュース、オレンジ、砂糖、ナパージュ、レモン果汁、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、酸味料、乳化剤、（原材料の一部にオレンジを含む）＜オレンジ＆ストロベリー＞オレンジジュ
ース、イチゴ、砂糖、ナパージュ、レモン果汁、寒天、ゲル化剤（増粘多糖類）香料、酸味料、乳化剤、（原材料の一部にオレンジを含む）＜マンゴー＆パイン＞マンゴージュース、パイナッ
プル、砂糖、ナパージュ、寒天、レモン果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸化防止剤（クエン酸、Ｖ.Ｃ），香料、酸味料、乳化剤【104 ドトール氷ｄｅアイスカフェオレ】コーヒー、甘味料（スクラロ
ース）

