2020 年 秋のピンク共同購入（特別企画） 原材料名

三重県学校生活協同組合

【１ デーツとくるみのケーキ】 デーツ、エキストラヴァージンオリーブオイル、小麦粉、グラニュー糖、卵、くるみ、アーモンドプードル、ラム酒、蜂蜜、膨張剤 【2 ほしいもべにはるか】 さつまいも（静岡県遠州産）
【3 CO 栗粒入り蒸しようかん】 小豆あん（小豆（北海道））、砂糖、栗甘露煮、小麦粉、還元水あめ／ソルビトール、安定剤（加工でん粉）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（クチナシ黄色素） 【4 ＣＯ 野菜が入ったポテトチップス】＜
あっさりしお味＞ 乾燥ポテト（じゃがいも（アメリカ・遺伝子組換えでない）、植物油脂、 デキストリン、食塩、赤ピーマンチップ、ほうれん草チップ、トマトパウダー、オニオンパウダー、かぼちゃパウダー、酵母エキスパウダー、
パセリチップ、砂糖／ 乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）＜あっさりコンソメ味＞乾燥ポテト（じゃがいも（アメリカ・遺伝子組換えでない）、植物油脂、コンソメシーズニング（砂糖、オニオンパウダー、食塩、たん白加水分解
物、チェダーチーズパウダー、ホエイパウダー、香辛料、酵母エキスパウダー、麦芽糖、乾燥卵黄（卵を含む））、デキストリン、オニオンパウダー、食塩、赤ピーマンチップ、ほうれん草チップ、トマトパウダー、かぼちゃパウダ
ー、酵母エキスパウダー、パセリチップ、野菜エキスパウダー／乳化剤、香料(乳・小麦・大豆由来)、酸化防止剤(ビタミンＥ、ビタミンＣ)、酸味料 【5 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 【6 大
地の恵み ナッツ＆フルーツ】カシューナッツ（インド）、アーモンド（アメリカ）、バナナ（フィリピン）、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） 【7 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）【8 ミックスカレーのおせんべい 大袋】うるち米（国産）、カレーたれ（砂糖、しょうゆ、水あめ、デキストリン、ウスターソース、その他）、植物油脂、グリーンカレーたれ（水あめ、しょうゆ、グリーンカレーペースト、デキストリ
ン、その他）、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、レモングラスパウダー、カフィルライムパウダー、コリアンダーシード粉末/増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、
乳化剤、カラメル色素、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） 【9 CO 食塩不使用マカデミアミックス】 マカデミアナッツ、カシューナッツ、アーモンド、くるみ【10 ロカボ
チーズケーキ】 マーガリン（国内製造）、卵、アーモンドプードル、加糖卵黄、砂糖、ナチュラルチーズ、エリスリトール、小麦粉、プロセスチーズ、食物繊維、水あめ、ショートニング、小麦蛋白、小麦ふすま、大豆粉、乳等を主要
原料とする食品、難消化性デキストリン、シトラスファイバー（オレンジを含む）、食塩、乳酸菌乾燥粉末（殺菌）/加工デンプン、乳化剤、トレハロース、膨脹剤、香料、増粘多糖類、酸味料 【11 ロカボ フロマージュマドレーヌ】 マー
ガリン（国内製造）、卵、アーモンドプードル、砂糖、牛乳、エリスリトール、小麦粉、レモンピール砂糖漬、プロセスチーズ、小麦蛋白、小麦ふすま、大豆粉、食塩、難消化性デキストリン、シトラスファイバー（オレンジを含む）／加工
デンプン、膨脹剤、トレハロース、香料、増粘多糖類 【12 ロカボ メイプルフィナンシェ】 液卵白（卵を含む、国内製造）、マーガリン（乳成分を含む、国内製造）、アーモンドプードル、小麦粉、砂糖、エリスリトール、加工黒糖、メー
プルソース、小麦蛋白、メープルシロップ、小麦ふすま、大豆粉、食塩、難消化性デキストリン、シトラスファイバー（オレンジを含む）/加工デンプン、香料、膨張剤、カラメル色素、トレハロース、増粘多糖類 【13 ロカボ オレンジ
ティパウンドケーキ】 マーガリン（国内製造）、卵、アーモンドプードル、加糖卵黄、砂糖、エリスリトール、オレンジピール砂糖漬、小麦粉、クリーム（乳成分を含む）、食物繊維、ショートニング、小麦蛋白、洋酒、小麦ふすま、大豆
粉、紅茶、紅茶ペースト、難消化性デキストリン、シトラスファイバー、食塩／加工デンプン、乳化剤、膨脹剤、トレハロース、香料、増粘多糖類、カラメル色素 【14 ロータスカラメルビスケット】 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロ
ップ、大豆粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、シナモン／膨張剤 【15 沖縄県 紅芋ドーナツ棒 】 小麦粉（国内産）、還元水飴、植物油脂、還元乳糖、鶏卵、焼芋パウダー、砂糖、紅芋ペースト（沖縄県産）、ショートニング／膨張剤、
着色料（紅麹）、香料 【16 特選和三盆糖 長崎五三焼かすてら 形おとし】 鶏卵、砂糖、小麦粉、こち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖 【17 のり天ゆずすこ味 2 袋セット】 小麦粉、植物油、のり、でん粉、ゆずすこシーズニング、食塩、
砂糖、卵白、青のり（国産）、セルロース、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、香料、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳、ごまを含む） 【18 加賀百万石きんつば】 小豆餡 (砂糖、小豆)、砂糖、小麦粉、粉末寒天、(一
部に小麦を含む)【19 函館銘菓くりりんかぼちゃパイ】 小麦粉、砂糖、白あん、食用精製加工油脂、植物油脂、かぼちゃ、バター卵、真昆布、水あめ、クリーム食塩、麦芽エキス、ソルビトール、トレハロース、乳化剤、香料、酸味料、着
色料（カロテン）、（原材料の一部に乳成分、大豆を含む） 【20 いぶりがっこクリームチーズマヨ】 植物性ドレッシング、クリームチーズ、いぶり漬、鶏卵、玉ねぎ、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＢ１）、（一部に小
麦、卵、大豆、りんごを含む） 【21 直送別便 うず芋 サイコロ】 さつま芋（徳島県産）、砂糖、はちみつ、食塩、酵母エキス 【22 安納芋ジャム】 さつまいも（種子島産）、砂糖、オリゴ糖、寒天、殺菌乳酸菌粉末/クチナシ色素、酸化防
止剤（ビタミン C) 【23 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 【24 阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒】小麦粉（国内産）、植物油脂、砂糖、
還元水飴、ジャージー牛乳（熊本産）、蜂蜜、黒砂糖（沖縄産）、麦芽糖、鶏卵、水飴、ショートニング、膨脹剤、香料 【25 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) 【26 九州純バタ
ークッキー】 小麦粉（福岡県製造）バター（宮崎県製造）アーモンド粉末、和三盆糖、砂糖、脱脂粉乳（宮崎県製造） 【27 ７種の具材本場長崎で作った皿うどん】 〈具材〉野菜（竹の子、にんじん、コーン、グリーンピース）、粉末スープ
（砂糖、食塩、ぶどう糖、チキンパウダー、粉末醤油、ガーリックパウダー、酵母エキス）（国内製造）蒲鉾、豚肉、中華だし、乾キクラゲ、ポークエキス、植物油、砂糖/増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、酸味
料、着色料（カラメル、コチニール）、pH 調整剤、（一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・たん白加水分解物（魚介類）を含む）〈揚げめん〉小麦粉（国内製造）、食用植物油脂、食塩/かんすい、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦を含む）〈ウスターソ
ース〉醸造酢（国内製造）、砂糖、野菜・果実（りんご、トマト、たまねぎ、にんにく）、食塩、アミノ酸液、香辛料/カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、甘味料（甘草）、（一部にりんご・大豆を含む） 【28 糖質をおさえたドーナ
ツ】 食用油脂（国内製造）、ミックス粉（小麦粉、砂糖、ショートニング、その他）、鶏卵、小麦全粒粉、砂糖、小麦粉、小麦たん白、マーガリン、豆乳（大豆を含む）、糖加工品／加工デンプン、ベーキングパウダー、ソルビット、香料（乳由
来）、乳化剤、増粘剤（キサンタンガム）、甘味料（スクラロース）、着色料（カロチン） 【29 千葉県産落花生使用 ピーナッツクリーミーバター】 還元水飴、食用植物油脂、落花生（千葉県産）、食用精製加工油脂、粉糖、脱脂粉乳、コーン
スターチ、食塩／香料 【30 塩ゆで落花生 千葉県産 】 落花生（千葉県産）、食塩 【31 かもめの玉子ミニ】 白餡（国内製造）、砂糖、チョコレートコーチング（砂糖、植物油脂、乳糖、ココアバター、脱脂粉乳）、還元水飴、小麦粉、
乳等を主要原料とする食品（砂糖、脱脂粉乳、植物油脂）、鶏卵、マーガリン、水飴、食塩／トレハロース、膨脹剤、乳化剤、着色料（クチナシ）、香料、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む） 【32 くるみたっぷりゆべし】砂糖、くるみ、麦
芽糖、米粉、しょうゆ、澱粉加工品、乳化剤、（原材料の一部に大豆、小麦を含む） 【33 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 【34 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） 【35 九州ラーメンセット】＜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）＜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）【36 なみえ焼きそば】 〈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 【37 ふかひれ濃縮スープ 北京風】 ガラスープ（国内製造）、しいたけ、ふかひれ、鶏肉、ポークエキス（大豆を含む）、植物油（ごまを含む）、食塩、発酵調味液、砂糖、貝エキス（小麦を含む）、でん粉、白菜
エキス、オニオンエキス、香辛料、たん白加水分解物／増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、調味料(アミノ酸等）、香辛料抽出物 【38 夢の缶詰パン】＜ｺｰﾋｰ味＞小麦粉、砂糖、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳成分を含む）、植物油脂、ｺｰﾋ
ｰ、ゼラチン、調整粉乳、パン酵母、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、砂糖、卵、ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳成分を含む）、チョコチップ、ｶｶｵﾏｽ、ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞ
ｰ、調整粉乳、パン酵母、ゼラチン、ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ、乳たんぱく、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 ＜ﾌﾟﾚｰﾝ味＞小麦粉、ﾊﾞﾀｰ、マーガリン（乳成分を含む）卵、牛乳、砂糖、パン酵母、塩、モルト/ビタミンⅽ
【39 えいようかん】砂糖・生あん・水あめ・寒天 【40 保存缶 あたり前田のクラッカー】小麦粉（国内製造）、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、バター／膨張剤、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）
【41 吉野家「缶飯牛丼」 】 玄米（国産金のいぶき）、牛肉（米国又はカナダ又は豪州）、タレ（砂糖、醤油、粉末醤油、ワイン、食塩、醤油加工品、生姜、オニオンエキス、にんにく、ホワイトペッパー）、玉ねぎ（日本、アメリカ）/酒精、調
味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料（一部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む）【42 コモパン学校生協セット】 ＜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（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、
バター、パーム油）、砂糖、パネトーネ種、転化糖、麦芽エキス、脱脂粉乳、食塩、酵母／ 加工デンプン、香料、乳化剤、着色料（紅麹）、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ＜クロワッサンスティックショ
コラ＞小麦粉、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母 ／ 乳化剤、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

＜いちご小町＞いちごジャム、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ ソルビトール、ゲル化剤（増粘多糖類）、乳化剤、着色料（紅麹、パプリカ色素）、酸味料、ｐH調整剤、
リン酸Ca、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む） ＜クリーム小町＞ミルク風味クリームフラワーペースト、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／ ソルビトー
ル、加工デンプン、乳化剤、グリシン、香料、増粘多糖類、ｐH 調整剤、着色料（カロテン、紅麹）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ＜デニッシュミルク＞小麦粉、ミルクフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、
ショートニング、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母 ／ 加工デンプン、香料、乳化剤、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ＜毎日クロワッサン＞小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガ
リン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母／乳化剤（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 【43 ごぼうおかき BOX】 もち米(国産)、植物油脂、乾燥ごぼう、食塩、粉末醤油、砂糖、ロースト醤油調味料、唐辛子、
調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア)、(原材料の一部に小麦、大豆、ごまを含む) 【44 チーズインスナック】 チョコレートコーチング（乳糖、植物油脂、チーズパウダー、全粉乳、ココアバター、食塩）、小麦粉、植物油脂、コーングリ
ッツ（遺伝子組み換えでない）、砂糖、小麦ファイバー、チーズシーズニング（食塩、砂糖、クリーミングパウダー、チーズパウダー、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー）、チーズパウダー、食塩、酵母エキスパウダー／トレハロー
ス、調味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、着色料（アナトー、パプリカ色素）、炭酸カルシウム、甘味料（スクラロース） 、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）【45 九州のちっちゃな芋けんぴ】 さつまいも（九州）、砂糖、植物油脂、水あめ 【46
大山乳業の特選牛乳を使ったふんわりドーナツ】 小麦粉、砂糖、牛乳、ショートニング、全卵、ぶどう糖、コーンフラワー、脱脂粉乳、 植物油脂、豆乳（大豆を含む：遺伝子組換えでない）、食塩、でん粉、卵黄粉、植物性たん白／膨張剤、乳
化剤、香料 【47 マロングラッセ 2袋セット】 栗、砂糖、洋酒/香料 【48 市田柿寒天】 水飴（国内製造）、砂糖、干し柿（国産）、寒天、オブラート／レシチン（大豆由来） 【49 あられセット】＜黒こしょう＞もち米（国産）、植物油脂、黒こしょう、
食塩、乳糖、調味料（アミノ酸等）＜えびマヨネーズ＞もち米（国産）、マヨネーズ〈食用植物油脂（大豆を含む）卵黄、醸造酢、砂糖、香辛料〉えび、食塩、乳糖、調味料（アミノ酸等）＜田舎あられしお味＞もち米（国産）、食塩、青のり、しそ、ク
チナシ色素、ベニコウジ色素 【50 花咲かりん】 〈プレーン〉 米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、馬鈴薯でん粉、上白糖、黒糖、ココナッツミルク、牛乳、卵、食塩、胡麻、食用大豆油、食用なたね油/酸化防止剤（ローズ
マリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大豆を含む） 〈黒ごま〉 米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、馬鈴薯でん粉、砂糖、黒胡麻ペースト（国内製造）、竹炭、ココナッツミルク、牛乳、卵、食塩、胡麻、食用大豆
油、食用なたね油/酸化防止剤（ローズマリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大豆を含む） 〈紫いも〉 紫いもピューレ（国内製造）、米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、馬鈴薯でん粉、砂糖、ココナッツミル
ク、牛乳、卵、食塩、食用大豆油、食用なたね油/酸化防止剤（ローズマリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大豆を含む）〈かぼちゃ〉 かぼちゃピューレ（国内製造）、米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、馬鈴
薯でん粉、砂糖、ココナッツミルク、牛乳、卵、食塩、食用大豆油、食用なたね油/酸化防止剤（ローズマリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大豆を含む）〈トマト〉 米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、トマトピュ
ーレ（国内製造）、馬鈴薯でん粉、砂糖、ココナッツミルク、牛乳、卵、ビーツ粉末、食塩、食用大豆油、食用なたね油、レモン果汁/酸化防止剤（ローズマリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大豆を含む）〈ほうれん草〉 ほうれん
草ピューレ（国内製造）、米粉（米（三重県伊賀市産））、小麦粉（小麦（三重県産））、馬鈴薯でん粉、砂糖、ココナッツミルク、牛乳、卵、食塩、食用大豆油、食用なたね油/酸化防止剤（ローズマリー抽出物、V.E）、（一部に小麦・乳成分・卵・ごま・大
豆を含む）【51 CO コープヌードルしょうゆ】＜油揚げめん＞小麦粉(国内製造)、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（アミノ酸等）、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、増粘多糖類、香辛料抽出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、酸味料、香料（一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む） 【52 CO わかめラーメン】 めん（小麦粉、食塩、卵白、たん白加水分解物）、添付調
味料（食塩、すりごま、粉末しょうゆ、香辛料、魚介エキス、たん白加水分解物、粉末野菜エキス、チキンエキス、ねぎ）、かやく（わかめ、ごま）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、かんすい、乳化剤、増粘多糖類、着色料（クチナシ
黄色素）、（一部に卵・小麦・さけ・大豆・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む） 【53 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） 【54 手延べ半生とろろめん】 〈めん〉小麦粉（三重県）、食塩、やまいも粉末、食用植物油／加工デンプン 〈めんつゆ〉醸造調味料（小麦・大豆を含む）、みりん、食塩、さば節（さばを含む）、うるめ節、砂糖、かつお節エキス、
いわし節、かつお節 【55 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 【56 グレープシードオイル 2本組】食用ぶどう種子（フランス産）
【57 米油】 米糠 【58 九鬼太白純正胡麻油】食用ごま油 【59 九鬼 黒ごまラテノンスィート】 いり黒ごま、きなこ（国産大豆を含む）、食塩 【60 九鬼 生でかけて味わうごま油 香り芳醇】 食用ごま油 【61 おにぎりの具セット】 ＜伊勢志
ぐれ煮＞（旨味）あさり、生引溜醤油（大豆・小麦を含む）、果糖、発酵味醂、生姜、水飴／甘味料（ソルビット、カンゾウ）、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、保存料（ソルビン酸K）＜きゃらぶき＞山蕗（国産）、生引溜醤油（大豆・小麦を含む）、果
糖、発酵味醂、水飴／甘味料（ソルビット、カンゾウ）、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、保存料（ソルビン酸K）＜花かつお煮＞うす口醤油（国内製造）（大豆・小麦を含む）、鰹節、生引溜醤油（大豆・小麦を含む）、果糖、発酵味醂、／甘味料（ソ
ルビット、カンゾウ）、調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、保存料（ソルビン酸K） 【62 若炊き蛤】 蛤、醤油、砂糖、還元水飴、本味醂、かつお節エキス、発酵調味料、寒天、生姜/調味料（アミノ酸等）（一部に大豆・小麦を含む） 【63 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【64 おにぎりのり】乾のり（国産）【65 伊勢志摩特産 あおさ】ひとえぐさ【66 伊勢志摩産カットわか
め】 湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産）【67 国産煮干】 かたくちいわし（国産） 【68 寒採 志摩ひじき】 ひじき 【69 あかもく 伊勢志摩産】 あかもく（乾燥） 【70 ブルーベリージャム】 ブルーベリー、砂糖、ペクチン、クエン酸 【71 農
芸みそ】 大豆(三重県産１００％）、米(三重県産１００％）、塩、はったい粉 【72 マコモだけカレー】 マコモタケ、玉葱、小麦粉、食用油脂（豚脂）、人参、リンゴ、フルーツチャツネ（マンゴー、パイナップル、バナナその他）、でん粉、砂
糖、食塩、カレーパウダー、生姜、にんにく、脱脂粉乳、オニオンパウダー、香辛料、乳糖、蛋白加水分解物、ビーフエキス、トマトパウダー、チーズ、デキストリン、バナナパウダー、粉末ソース、酵母エキス、ごまペースト、ココア、はち
みつ、全粉乳、ポークエキス、脱脂大豆、小麦発酵調味料/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル色素）、増粘剤（グアーガム）、乳化剤、酸味料、酸化防止剤（V.E）、香料、（一部に鶏肉・大豆を含む） 【73 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【74 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 【75 あきやんのもち麦キラリもち】もち麦（三重県産 キラリもち） 【76 産地限定伊賀米コシヒカリ】令和2年産 三重県伊賀産コシヒカリ １０割 【77 三重大学カレー】野菜（じゃがい
も、にんじん、しょうが、にんにく）、小麦粉、ローストオニオン、牛肉、りんごピューレ、砂糖、ラード、食塩、カレー粉、ウスターソース、かつおぶしエキス、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、そうだ
かつおぶし粉末、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) 【78 やみつきガーリック】 フライドガーリック（乾燥にんにく、食用油脂）、加熱加工豚脂、バター（乳成分を含む）、乾燥玉ねぎ、煎り胡
麻、砂糖、バター風味粉末、すり胡麻、粉末醤油（大豆・小麦を含む）、食塩、にんにく粉末、玉ねぎエキスパウダー／ふくらし粉、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、乳化剤 【79 北信州 野沢菜炒め】 野沢菜（国産）、しょうゆ
(大豆(遺伝子組換えではない))、アミノ酸液、ごま油、植物油、生姜、白ごま、砂糖、香辛料、食塩／調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆・ごまを含む） 【80 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） 【81 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
【82 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） 【83 真鯛みそ 極】 味噌（大豆を含
む）、砂糖、真鯛（尾鷲産）、清酒、みりん、ねりごま、しょうが、からし,着色料（うこん） 【84 いつものおみそ汁１０種バラエティセット】＜なす＞揚げなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、デキストリン、みりん、わかめ、オニ
オンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含む）＜焼きなす＞焼きなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、
デキストリン、こんぶエキス、みりん、かつお節粉末／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・さば・大豆を含む）＜とうふ＞豆腐、米みそ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、わかめ、デキストリン、食塩、かつお節
粉末、こんぶ粉末／調味料（アミノ酸等）、安定剤（加工デンプン）、凝固剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤（魚介類）を含む＜なめこ赤だし＞なめこ、調合みそ、ねぎ、かつお風味調味料、しょうゆ、デキストリン／
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）＜ほうれん草＞米みそ、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、かつお風味調味料、みりん、わかめ、でん粉
／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）＜赤だし三つ葉入り＞調合みそ、焼きふ、かつお風味調味料、みつば、豆腐、しょうゆ、デキストリン、ゼラチン／調味料（アミノ酸等）、カラ
メル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、凝固剤、重曹、（一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む＜長ねぎ＞ねぎ、米みそ、調合みそ、かつお風味調味料、わかめ、かつおエキス、かつお節粉末、でん粉、こんぶ粉末
／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部にさば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）＜野菜＞米みそ、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、かつお風味調味料、豚脂、酵母エキスパウダー、ブイヨンパウダー、わか
め、でん粉、野菜エキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミン E）、酸味料、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤（魚介類）を含む）＜しじみ赤だし＞ しじみ、調合みそ、ねぎ、デキストリン、発酵調味
料、風味調味料（かつお）、風味調味料、しじみエキス、魚介エキスパウダー、さば節粉末／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部にえび・小麦・乳成分・いか・さば・大豆・りんごを含む）＜とん汁＞麦みそ、豚
肉、調合みそ、ごぼう、にんじん、オニオンソテー、ねぎ、乾燥マッシュポテト、かつお風味調味料、砂糖、野菜エキスパウダー、ポークエキス、デキストリン、豚脂、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウ
ダー、酵母パウダー／調味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤（魚介類）を含む） 【85 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） 【86 北海道コーンスープ】クリーミングパウダー、スイートコーンパウダー、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、
食塩、粉末植物油脂、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、玉ねぎ、たん白加水分解物、小麦粉、香辛料、うきみ（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、(一部に乳
成分、小麦、大豆を含む) 【87 森の番人】水（湧水） 【88 つぶつぶ甘酒5 袋セット】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 ナショナ
ルコーヒーマイルドブレンド】コーヒー豆（原産国：コロンビア、ブラジル、インドネシア、エチオピア） 【91 小川珈琲店 有機珈琲コレクションドリップ】 ＜オリジナルブレンド＞有機コーヒー豆（生豆生産国名：ペルー、メキシコ、エチオ
ピア、ホンジュラス、インドネシア、ウガンダ）＜フェアトレードモカブレンド＞有機コーヒー豆（生豆生産国名：エチオピア、グアテマラ）＜バードフレンドリーブレンド＞有機コーヒー豆（生豆生産国名：グアテマラ、ホンジュラス、エチオ
ピア） 【92 とろけるメロン】 植物油脂、砂糖、メロン、ホワイトチョコレート、全粉乳、ホエイパウダー調製品／乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆・ごまを含む) 【93 ミレーサンド 黒糖きなこ風味】 ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショー
トニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、きなこチョコクリーム（植物油脂、砂糖、乳糖、きな粉、脱脂粉乳、ココアバター）、加工黒糖（原料糖、黒糖）／香料、乳化剤、膨脹剤、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む） 【94 CO ミックスキャロット】濃縮
にんじん（にんじん（国産））、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） 【95 体脂肪を考えるお茶】プーアル茶 【96 ごぼう
茶】ごぼう（国産）【97 どくだみ茶】どくだみ（三重県産） 【98 オリブ浴用石けん】石ケン素地 【99 アカツキローブ粉石けん】純石けん分（６５％脂肪酸ナトリウム）、アルカリ剤（炭酸塩）

