
2021年 秋のピンク共同購入（特別企画） 原材料名 

【１ 坂井宏行チーズパウンドケーキ】 砂糖、小麦粉、卵、食用油脂、ショートニング、でん粉、チーズ粉末、コーンシロップ、食塩、ぶどう糖、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦たん白、加工でん粉、乳化剤、膨張剤、香料、クロレラエキス、

増粘剤 (キサンタンガム)、カゼインNa、 (原材料の一部に大豆を含む) 【2 クッキア＆ナッティア】 準チョコレート(国内製造)、砂糖、ゴーフレット(小麦粉、ワキシーコーンスターチ、その他)、液卵白、アーモンド、バター、小麦粉、クリー

ム、ショートニング、アーモンド加工品、はちみつ、カシューナッツ加工品、乾燥ココナッツ、水飴、オートミール、ヘーゼルナッツ、乾燥卵白、乾燥苺加工品、食用油脂、メープルシロップ、緑茶(玉露、抹茶)、メープルソース、ココナッ

ツミルクパウダー、ヘーゼルナッツペースト、食塩、コーヒーソース、ラズベリーパウダー／トレハロース、乳化剤、加工デンプン、着色料(カラメル、アナトー)、膨張剤、香料、酸化防止剤(ビタミンＥ)、増粘多糖類、酸味料、カゼインナトリ

ウム、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・カシューナッツ・大豆を含む) 【3 ほしいもべにはるか】 さつまいも（静岡県遠州産） 【４ CO 果実と胡桃のふんだんパウンドケーキ】  フルーツ砂糖漬け（チェリー砂糖漬け、オレンジピー

ル、クランベリー砂糖漬け、砂糖、水あめ、洋酒、レモンピール）（国内製造）、砂糖、液全卵、なたね油、小麦粉、くるみ、レーズン、洋酒、水あめ、牛乳、食塩、寒天／増粘多糖類、アルコール、膨張剤、香料 【５ CO 北海道のおいもがお

いしい厚切りポテトチップス】 ばれいしょ（北海道産）（遺伝子組換えでない）、植物油脂（パーム油、米油）、食塩、デキストリン、糖類（乳糖、ぶどう糖）、チキンブイヨンパウダー、酵母エキスパウダー 【６ なだ万 おてづくり もなか】 ＜

つぶ餡もなか＞〈餡〉砂糖（国内製造）、小豆、水あめ／トレハロース、調味料（アミノ酸等）、ゲル化剤（増粘多糖類） 〈もなか種〉もち粉（国産） ＜抹茶餡もなか＞〈餡〉白いんげん豆餡（国内製造）、砂糖、水あめ、抹茶／トレハロース、調味料（アミ

ノ酸等）、ゲル化剤（増粘多糖類）、着色料（クチナシ） 〈もなか種〉もち粉（国産） 【７ 濃厚ベイクドショコラ】 チョコレート（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、小麦粉、クリーム、洋酒、ココアパウダー、食塩/膨脹剤、香料、カロテノイド色素、（一

部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 【８ 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） 【９ 函館 あずき

甘納豆おちちまめ】 小豆甘納豆（砂糖（てんさい糖）、小豆、還元水飴）、全粉乳（生乳（北海道産））、てんさい糖（てんさい（北海道産）） 【１０ 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、もち米水飴、和三盆糖、ざらめ

糖 【１１ さかなっつハイ！】 アーモンド（アメリカ合衆国）、味付けいわし（乾燥いわし、砂糖、ごま、ドコサヘキサエン酸含有精製油脂、水あめ）、落花生、植物油脂、食塩、砂糖、ほたてエキスパウダー、でん粉分解物、香辛料、こんぶエ

キス／トレハロース、香料、調味料（アミノ酸）、ビタミンＤ 【１２ 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） 【１３ 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  【１４ CO ナッツ好きのためのミックスナッツ】アーモンド（アメリカ）、くるみ、カシューナッツ、マカデミアナッツ  【１５ 薬

膳美人ミックスナッツ】 クルミ（アメリカ合衆国）、アーモンド、ゴーヤチップ（ゴーヤ、植物油脂、麦芽糖、食塩）、乾燥小豆（小豆、砂糖）、クコの実 【１６ 南国の満月】 鶏卵（高知県産）、粗糖、牛乳、小麦粉、バター、食塩/（一部に卵・乳成分・小麦

を含む）【１７ 鹿児島県 さつまいもドーナツ棒】 小麦粉（国内産）、還元水飴、植物油脂、還元乳糖、鶏卵、さつま芋ペースト（鹿児島県産）、焼芋パウダー、ショートニング／膨張剤、着色料（クチナシ）、香料 【１８ 出雲ぜんざい】 ［ぜんざい］

小豆（島根県産）、砂糖、水飴、藻塩(出雲市大社町産)、トレハロース、グリシン［紅白餅］餅米（島根県産）、コチニール色素 【１９ きしめん亭 半生みそ煮込みうどん】 めん〔小麦粉（国内製造）、食塩／加工でん粉、(一部に小麦を含む）〕、あじみ

そ〔みそ、しょうゆ、砂糖、煮干しエキス、チキンエキス、チキンオイル、かつおぶし粉末／調味料(アミノ酸等）、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ごま・ゼラチンを含む）〕 【２０ 越前そば】 ［めん］小麦粉(国内製造)、玄そば粒、食塩/酸味

料［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、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素 【２１ カリッとじゃがカレー風味】 じゃがいも、植物油、カレーシーズニング（香辛料、食塩、

肉エキスパウダー、粉糖、蛋白加水分解物、チーズパウダー、香味油）、粉糖、かつお節エキス／調味料（アミノ酸等）、リン酸Ｃａ、香辛料抽出物、酸味料、香料、着色料（アナトー、ウコン）、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 【２

２ かきたね 3種セット】 ＜柚子胡椒風味＞でん粉(国内製造)、米（国産）、しょうゆ、ゆずこしょう風味シーズニング、還元水あめ、砂糖、植物油脂、かつおぶしエキス調味料、たん白加水分解物、食塩、こんぶエキス、ゼラチン、かつおエ

キスパウダー／調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、増粘剤（酸化デンプン、キサンタンガム）、香料、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、カラメル色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む） ＜とうがらし＞でん粉(中国製造)、米（中

国産）、しょうゆ、砂糖、唐辛子、デキストリン、食塩、ガーリックパウダー、かつおエキス／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、パプリカ色素、乳化剤、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆を含む） ＜うめ＞でん粉(国内製造)、米（国産）、砂糖、し

ょうゆ、発酵調味料、乳糖、食塩、梅肉、デキストリン、赤しそ、かつおエキス、唐辛子、わさび／加工デンプン、酸味料、調味料(アミノ酸等）、香料、パプリカ色素、アントシアニン色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む） 【２３ 国産あたりめ】 

国産スルメイカ１００％ 【２４ やわらか食感 焼せせり】 鶏肉（ブラジル）、砂糖、食塩、醸造酢、こしょう／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、リン酸塩（Ｎａ）【２５ 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 【２６ 阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒】 小麦粉（小麦（国産））、還元水あめ、砂糖、植物油脂、鶏卵、牛乳、水あめ、黒糖、ショートニング、脱脂粉乳、はちみつ／膨張剤、香料 【２７ 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） 【２８ ちび丸 まめごろう】 ローストピーナッツ（国内製造）、小麦粉、砂糖、バター、鶏卵、ピーナッツペースト、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・落

花生・卵・乳成分を含む）【２９ 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）【３０ 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  【３１ 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【３２ 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） 【３３ 

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）＜宮崎辛麺風ラーメン＞めん〔小麦粉（国内製造）、食塩、植物性たん白、還元水飴〕、スープ〔粉末しょうゆ、植物油脂、野菜粉末、香辛料、砂糖、ポークエキス、食塩、ポークオイル、たん白加水分解物、あご（飛魚）

粉末、発酵調味料、ねぎ、酵母エキス〕／調味料（アミノ酸等）、かんすい、カラメル色素、カロチノイド色素、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 【３４ 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）  【３５ 塩ゆで落花生】 落花生（千葉県産）、食塩 【３６ 鰹なまり節】 かつお 【３７ じゃり豆 濃厚チーズ味】 種実（ひまわり、かぼちゃ、アーモンド）、寒梅粉ミック

ス（糯米、澱粉）、小麦粉、砂糖、油脂食品[植物油脂（大豆を含む）、粉末チーズ、デキストリン]、チーズフード（ナチュラルチーズ、乳製品、食塩）、粉末チーズ、食塩、バター風味粉末、チーズ風味粉末／乳化剤、ふくらし粉、酸化防止剤（ビ

タミンE）、ｐH調整剤／調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（パフリカ色素、アナトー）【３８ 荏胡麻スープ】 食塩、乳糖、醤油（大豆・小麦を含む）、オルニチン塩酸塩、砂糖、ぶどう糖、ホタテエキス、魚介エキスパウダー、具〔乾燥えごま種子、煎

り胡麻、乾燥青じそ（食塩、砂糖、青じそ、乳糖、ぶどう糖）、乾燥わかめ、乾燥白髪ねぎ〕／調味料（アミノ酸等） 【３９ うなぎご飯の素】 うなぎ（静岡県産）、醤油、みりん、砂糖、赤酒（原材料の一部に小麦・大豆を含む） 【４０ 夢の缶詰パン】＜チョ

コ味＞小麦粉、砂糖、卵、マーガリン（乳成分を含む）、チョコチップ、カカオマス、ココアパウダー、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 ＜フルーツ＞小麦粉、砂糖、卵、マーガリン（乳成分を含む）、レーズン、クルミ、オレンジピール、チェリー、レモンピール、パイン、ラム酒、調製

粉乳、パン酵母、ショートニング、食塩 /バニラエッセンス、香料、着色料（カルミン酸）、酒精 【４１ えいようかん】砂糖・生あん・水あめ・寒天  【４２ 保存缶 ミレービスケット 】 小麦粉、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩／膨脹剤、乳化剤

(大豆由来) 【４３ 市田柿スィック】 柿（長野県）／酸化防止剤(二酸化硫黄）  

 

 

 

三重県学校生活協同組合 
【４４ のり天 セット】 ＜わさび味＞小麦粉（国内製造）、植物油、のり、でん粉、食塩、わさびシーズニング、砂糖、いか、卵白、あおさ／調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草、ステビア）、香料、酸化防止剤（V.C）、香辛料抽出物、（一部に小

麦・卵・いか・大豆を含む） ＜うめしそ味＞ 小麦粉（国内製造）、植物油、のり、でん粉、梅しそシーズニング、食塩、砂糖、いか、卵白、あおさ／調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（甘草、ステビア）、酸化防止剤（V.C）、香辛料抽出物、

（一部に小麦・卵・いかを含む） 【４５ 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、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）【４６ あられセット】＜黒こしょう味＞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）＜ごぼう味＞もち米（国産）、植物油脂、乾燥ごぼう（国産）、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）、（一部に小麦・大豆・かに・乳成分・豚肉・ごまを含む）＜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）【４７ 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）＜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、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、黒ごま、麦芽エキス、酵母 ／ 乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む）＜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（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バター、パーム油）、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 ／ 加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、

カロテン）、（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）＜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、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母 ／ 加工デンプン、着色料（カラメル）、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）【４８ 学校給食使用食品アーモンドフィッシュ】 アーモンド（アメリカ産）、片口いわし（国内産）、砂糖、麦芽糖、ごま 【４９ 醤油揚げ】 もち米（三重県産）、こめ油、粉末醤

油（小麦・大豆を含む）、醤油（小麦・大豆を含む）、食塩、砂糖、味醂、こしょう、コーンスターチ【５０ ひよこパンたまご風味・プチメロンパンまんじゅう】 ＜ひよこパンたまご風味＞鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、マーガリン、餅粉加工でん

粉調整品（餅粉、寒天、砂糖）、果糖ぶどう糖液糖、食塩／膨脹剤、加工でん粉、増粘多糖類、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、安定剤（ペクチン）、アナトー色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ＜メロンパンまんじゅう＞鶏卵（国

産）、砂糖、小麦粉、マーガリン、餅粉加工でん粉調整品（餅粉、寒天、砂糖）、果糖ぶどう糖液糖、メロンピューレ、メロンソース、食塩／加工でん粉、膨脹剤、着色料（紅花黄、クチナシ、アナトー）、香料、増粘多糖類、乳化剤、酸味料、酸

化防止剤（V.E）、安定剤（ペクチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 【５１ フォンダンビスキュイアソート】 ＜ミルク＞チョコレート（砂糖、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、乳糖）、小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、

砂糖、コーンスターチ、全粉乳、バターオイル、ショートニング、ヘーゼルナッツペースト、アーモンドペースト、植物油脂／乳化剤（大豆由来）、香料 ＜ショコラオランジュ＞チョコレート（砂糖、カカオマス、ココアバター）、小麦

粉、マーガリン(乳成分を含む)、コーンスターチ、砂糖、ショートニング、柑橘果汁粉末(オレンジを含む)、植物油脂／着色料(カラメル)、乳化剤(大豆由来）、香料 ＜キャラメルサレ＞チョコレート（砂糖、ココアバター、植物油脂、脱脂

粉乳、全粉乳、乳糖)、小麦粉、マーガリン（乳成分を含む）、コーンスターチ、キャラメル粉末（乳成分を含む）、砂糖、ショートニング、植物油脂、キャラメルペースト（乳成分を含む）、食塩／着色料（カラメル）、乳化剤（大豆由来）、香料  

【５２ 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 【５３ 有明産のり 「朝一番」 ３本】乾のり（佐賀有明海産）、砂糖、醤油（大豆・小麦を含む）、風味

だし（海老・昆布・鰹削り節、鯖削り節）、食塩、水あめ／調味料(アミノ酸等）、香辛料  【５４ おにぎりのり】乾のり（国産） 【５５ 伊勢志摩特産 あおさ】ひとえぐさ 【５６ 伊勢志摩産カットわかめ】 湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産） 【５７ 寒採 

志摩ひじき】 ひじき 【５８ 乾燥 きざみあかもく】 あかもく【５９ 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） 【６０ 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） 【６１ 伊勢ちりめん】 ちりめん（国内製造）、うすくち醤油(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） 【６２ りんごバター】 りんご（国産）、砂糖、食塩、香料、増粘多糖類、酸化防止剤（V,C,V、E）、酸味料、酒精、乳化剤 【６３ 国産煮干】 かたくちいわし（国産） 【６４ 九鬼太白純正胡麻油】食用ご

ま油 【６５ 九鬼 生でかけて味わうごま油 香り芳醇】 食用ごま油 【６６ 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 【６７ 農芸みそ】 大豆(三重県産１００％）、米(三重県産１００％）、塩、はったい粉 【６８ 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） 【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 米油】 米糠 【７１ 国産

えごま油 】 えごま種子（北海道産） 【７２ CO ライトツナフレークまぐろ油無添加】 きはだまぐろ（輸入又は国産）、野菜エキス、こんぶエキス、ほたてエキス、食塩 【７３ 三重県伊賀産 特別栽培米コシヒカリ】 令和３年産 三重県伊

賀産コシヒカリ１０割 【７４ あきやんの「もち麦 キラリモチ」】もち麦（三重県産 キラリもち） 【７５ 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)  【７６ 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）  【７７ 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） 【７８ 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  【７９ 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 【８０ 花かつおふりかけ】 かつお削りぶし（国内製造）、醤油、砂糖、食塩、みりん／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）【８1 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 【８２ 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）【８３ 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） 【８４ 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）【８９ 

トリゴネコーヒー（カフェインレス）】 珈琲豆 【９０ 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）【９１ CO 黒ごまミルク】 牛乳（生乳（国産））、砂糖、ねりごま、黒糖蜜、食塩／セルロース、乳化剤、炭酸Ｃａ、安定剤（増粘多糖類）、香料、ビタミンＥ 【９２ 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)【９３ 伊勢うどん】 ＜めん＞小麦粉（小麦（三重県））、食塩／ｐＨ調整剤 ＜たれ＞しょうゆ（国内製造）、たまりしょうゆ、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（一部に小麦・大豆を含む）【９４ 和リゾット 2種セット】＜nutrth 和ゾット トマトと香味野菜のアメリケーヌ風＞野菜(たまねぎ、にんじん、セロリ、れんこ

ん)、トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、アメリケーヌソース、クリーム（乳製品）、バター、米味噌、かつお節エキス調味料、食塩、にんにく、昆布エキス、しょうゆ、(一部にえび・小麦･乳成分･大豆・鶏肉を含む) ＜nutrth 和ゾット 

帆立とじゃがいもの塩麹クリーム＞野菜(じゃがいも(国産)、たまねぎ)､しめじ、クリーム、ほたて、バター、しいたけ、液体塩麹、米粉、しょうゆ、かつお節エキス調味料、ナチュラルチーズ、昆布エキス、食塩、香辛料、(一部に小

麦･乳成分･大豆を含む) 【９５ 美味しい瞬間 にゅうめん＆雑炊・リゾット5食】 ＜にゅうめん すまし柚子＞そうめん（国内製造）、かつお節昆布抽出液、ほうれんそう、液全卵、でん粉、還元水あめ、食塩、かつおエキス、みりん、ゆ

ず果皮、乾燥しいたけ、酵母エキスパウダー、しょうゆ、だしの素、しいたけエキスパウダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、香辛料／酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・卵・大豆を含む）＜にゅうめん まろやか鶏だし＞そうめん

（国内製造）、液全卵、ぶなしめじ、蒸し鶏肉、みずな、チキンエキス、でん粉、しょうゆ、還元水あめ、食塩、ホタテエキス、たんぱく加水分解物、砂糖、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、香辛料／増粘剤（キサンタンガム）、pH調

整剤、酸化防止剤（ビタミン E）、（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む）＜炙りかに雑炊＞精白米（国産）、鶏卵、かに、かに風かまぼこ、ねぎ、チキンエキス、かにエキス、食塩、野菜エキスパウダー、砂糖、ほたてがいエキス、しょうゆ、

カニガラパウダー、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー／増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、香料、ベニコウジ色素、酸化防止剤（ビタミン E）、（一部にえび・かに・小麦・卵・大豆・鶏肉を含む）＜炙りたらこ雑炊＞

精白米（国産）、鶏卵、味付けたらこ（たらこ、還元水あめ、粉末状大豆たん白、その他）、たらこ、ねぎ、食塩、発酵調味料、はくさいエキスパウダー、ちりめんエキス、みりん、たいエキス、しょうゆ、しいたけエキスパウダー、こんぶ

粉末／調味料（アミノ酸等）、香料、増粘剤（加工デンプン）、重曹、ベニコウジ色素、酸化防止剤（ビタミン E）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）＜ビストロリゾット＞トマトとチーズのリゾット 精白米（国産）、玄米（国産）、トマトペースト、

キャベツ、トマト、鶏肉、ぶなしめじ、押麦、プロセスチーズパウダー、生クリーム、バター、ポークエキス、チキンブイヨンパウダー、食塩、チキンエキス、砂糖、香辛料、ブイヨンパウダー、酵母エキスパウダー、パセリ／調味

料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミン E）、香辛料抽出物、酸味料、香料、カロテノイド色素、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 【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 みかんのしずく】 温州

みかん 【９９ つぶつぶ甘酒5袋セット】米こうじ・米（国産）  【１００ 森の番人】水（湧水）  


