商

掲載番号

品

名

原材料名

1

カナルチェ 五郎島金時芋

砂糖（国内製造）、小麦粉、全卵、植物油脂、加糖さつまいもペースト（さつまいも（石川県産（五郎島金時いも
１００％））、砂糖）、ブドウ糖、黒ごま、食塩／トレハロース、加工澱粉、ベーキングパウダー、乳化剤、増粘剤
（キサンタンガム）、香料、（一部に小麦・卵・大豆・ごまを含む）

2

昔ながらの缶プリン

鶏卵（日本）、乳等を主要原料とする食品（国内製造）、砂糖、カラメルソース、マルトデキストリン／加工でん
粉、香料、カラメル色素、（一部に卵・乳成分を含む）

3

ほしいも べにはるか

さつまいも（静岡県遠州産）

4

ＣＯ 北海道のおいもがおいしい厚切りポテトチップス あっ 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
さりしお味
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

5

ＣＯ 沖縄黒糖かりんとう

小麦粉（国内製造）、黒砂糖、精製糖、植物油脂（米油）、水あめ、ごま、デキストリン、イースト／着色料（カラ
メル）、膨張剤

6

熊野 塩サブレ

小麦粉（三重県産） 砂糖、卵（三重県産）バター（牛乳（三重県産）食塩（海水（三重県産）

7

塩トリュフ風味 チーズあられ

あられ（もち米（タイ産）、醬油、砂糖、食塩、かつおだしパウダー）、塩トリュフ風味クリーム（植物油脂、乳糖、
マルトデキストリン、チーズパウダー、ホエパウダー、食塩、酵母エキス）、ブラックペッパー/乳化剤、加工デン
プン、香料、調味料、（アミノ酸等）、（一部に乳成分、小麦・大豆を含む）

8

ＣＯ 香ばしアーモンドの厚焼きせんべい

小麦粉（小麦（国産））、アーモンド、砂糖、バター（乳成分を含む）、鶏卵、 ピーナッツペースト、食塩／膨張剤

9

焦がしキャラメルナッツ ピカン

ピカン（アメリカ合衆国）、砂糖、水あめ、植物油脂、穀物酢（小麦を含む）、食塩、乳等を主成分とする食品（乳
成分を含む）/トレハロース、香料（乳由来）、乳化剤（大豆由来）、甘味料（スクラロース）、アセスルファムK

10

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

11

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）

12

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

13

CO ナッツ好きのためのミックスナッツ（食塩不使用）

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

14

キャラメルくるみ チーズナッツ

アーモンド（アメリカ産）、チーズ、くるみ、砂糖、水あめ、植物油脂、キャラメルパウダー、食塩、麦芽糖、米粉
／加工デンプン

15

特選和三盆等糖 長崎五三焼かすてら 形おとし

鶏卵、砂糖、小麦粉、もち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖

16

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

熊本県 栗ドーナツ棒

小麦粉（国内産）、還元水飴、植物油脂、糖蜜、鶏卵、砂糖、栗ペースト（熊本県産）、果糖ブドウ糖液糖、マロ
ンペースト、はちみつ、ショートニング/膨張剤、着色料（クチナシ、カラメル）、酒精、香料、増粘剤（キサンタン
ガム）、酸化防止剤（V.C)

加賀棒茶ほろり

小麦粉(国内製造）、マーガリン、ショートニング、粉糖、米粉、アーモンドパウダー、砂糖、牛乳（加賀みるく）、
棒茶粉末(加賀棒茶）、食用植物油脂、澱粉、食塩/香料、乳化剤、加工デンプン、着色料(カラメル）、セルロー
ス、増粘多糖類、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

19

群馬県産小麦使用 ひもかわうどん

【めん】小麦粉（小麦（群馬県産））、食塩／酒精、加工デンプン、酸味料、増粘多糖類、乳酸Ca、（一部に小麦
を含む）【めんつゆ】しょうゆ（国内製造）、砂糖、食塩、かつおぶし、かつおぶしエキス／アルコール、調味料
（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）

20

広島紅葉饅頭

生あん（国内製造）、砂糖、水飴、鶏卵、小麦粉、還元水飴、植物油脂、蜂蜜、食塩／ソルビット、乳化剤、ベー
キングパウダー、（一部に卵・小麦・大豆を含む）※1歳未満の乳児には与えないで下さい。

21

カオッサ 塩キャラメルナッツクッキー

小麦粉(国内製造）、飴加工品(アーモンド、砂糖、水飴、ショートニング、その他）、砂糖、ピーナッツ、ショートニ
ング、マーガリン、鶏卵、米粉(うるち米（いちほまれ））、食塩/膨張剤、香料、乳化剤、(一部に小麦・卵・乳成
分・大豆・落花生・アーモンドを含む）

22

加賀百万石名代 蒸しきんつば

つぶあん（砂糖・小豆）、小麦粉、砂糖、餅粉、水飴、マルトース、食塩／トレハロース、グリシン膨張剤、乳化
剤、（一部に乳成分・小麦を含む）

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（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

25

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）

26

くるみたっぷりゆべし

砂糖（国内製造）、くるみ、麦芽糖、もち米加工品、しょうゆ、でん粉加工品（でん粉）／乳化剤、（一部に小麦・
大豆・くるみを含む）

北海道 バターリッチ

小麦粉（小麦（北海道産））、砂糖、バター、レーズン、マーガリン、鶏卵、粉糖（砂糖、コーンスターチ）、ショート
ニング、ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、アーモンド、脱脂粉乳、牛乳、洋酒、食塩／膨張
剤、香料、着色料（カラメル）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆を含む）

17
18

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

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

30

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５
０％）、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）

31

発酵れもん胡椒

レモン果皮（広島県）、青唐辛子ペースト（青唐辛子、食塩）、食塩、レモン果汁（広島県）、米糀／酒精

32

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）

33

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)

34

お魚屋さんがつくった大人の チーズかつお

かつお（国産）、乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、還元水飴、ショートニング、ゼラチン）、砂糖、
醤油、還元水飴、米発酵調味料、寒天／乳化剤、（一部に乳成分・ゼラチン・小麦・大豆を含む）

35

三陸産 銀鮭焼きほぐし

銀鮭(宮城県産)、酒、塩

36

三陸産 茎めかぶ 梅しそ味

湯通し塩蔵わかめ（わかめ（三陸産）、食塩）、砂糖、梅酢、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物／酸
味料、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、香料、乳酸カルシウム

37

おつまみ放浪記 手羽味つけ 2袋セット

鶏肉（国産）、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、米酢、発酵調味料、清酒、ソテーオニオン、しょうがペースト、
唐辛子、食塩/増粘多糖

38

えいようかん

砂糖・生あん・水あめ・寒天

39

保存用 ミレービスケット

小麦粉（国内製造）、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩／膨脹剤

40

【ドライカレー】うるち米（国産）、味付乾燥具材（さやいんげん、味付玉ねぎ、コーン、人参）、調味粉末（食塩、
砂糖、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガー
リックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂、パセリ）／調味料（アミノ酸
等）、微粒酸化ケイ素、リン酸カルシウム、香料、トレハロース、酸化防止剤（ビタミンＥ） 【五目ごはん】うるち
米（国産）、味付乾燥具材（食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃ
く、食塩）／ソルビトール、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・大豆を含む）【わかめご
尾西の非常食セット（ドライカレー・五目ごはん・わかめごは はん】うるち米（国産）、味付乾燥具材（食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、でん粉、ホタテエキス）／調味料（ア
ん）
ミノ酸等）

41

マジックパスタセット（カルボナーラ・ペペロンチーノ・きのこ
のパスタ）

【カルボナーラ】マカロニ加工品（小麦を含む、国内製造）、カルボナーラの素（脱脂濃縮乳、でん粉分解物、砂
糖、ベーコン（豚肉を含む）、ソテーオニオン（大豆を含む）、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセス
チーズ、ポークエキス調味料（鶏肉・りんごを含む）、オニオンパウダー、チキンﾊﾟｳﾀﾞｰ、食塩、オリーブオイ
ル、ポークエキス（ゼラチンを含む）、酵母エキス、こしょう加工品、パセリ/ 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサ
ンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンE）、着色料（カロテン）、リン酸塩（Na）、香料、発色剤（亜硝酸Na）【ペペロン
チーノ】マカロニ加工品（小麦を含む、国内製造）、ペペロンチーノの素（デキストリン、食塩、フライドガーリッ
ク、ポークエキス（大豆・鶏肉・りんごを含む）、でん粉、砂糖、ガーリックオイル（ごまを含む）、ガーリックパウ
ダー、唐辛子、酵母エキス、こしょう、バジル）/ 調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビ
タミンE）【きのこのパスタ（デミグラス風味）】マカロニ加工品（小麦を含む、国内製造）、きのこのパスタの素（オ
ニオンソテー、ひらたけ、エリンギ、デキストリン、デミグラスソース（牛肉・大豆を含む）、食塩、ビーフブイヨン、
醸造調味料、砂糖、醤油、粉末油脂（乳成分を含む）、にんじん、クリーミングパウダー、野菜エキス（鶏肉を含
む）、香辛料）/ 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）、酸化防止剤

43

揚げせんべい２種セット（黒糖・えび潮）

【黒糖揚げ】もち米（三重県産）、こめ油、加工黒糖、食塩、シナモン 【えび潮揚げ】もち米（三重県産）、こめ
油、ツノナシオキアミ粉末、イカ粉末、塩、エビ粉末、/着色料（紅麹）

44

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）

45

新歌舞伎連獅子

米(国産)、植物油脂、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、くるみ

46

恋するめ

砂糖（国内製造）、するめ（いかを含む）、大豆粉、しょうゆ（小麦を含む）、食塩、こんぶエキス、唐辛子／カラメ
ル色素

28
29

47

須木栗グラッセ

栗（宮崎県小林市産）、砂糖（国内製造）、ブランデー、バニラビーンズ

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

一度は食べていただきたい 贅沢なチーズ鱈

50

オートミール ミニバイト

ナチュラルチーズ（外国製造）、たらすり身、植物性たん白（小麦を含む）、食塩、植物油/加工でん粉、ソルビ
トール、乳化剤、調味料（アミノ酸）
シリアル（小麦粉、オーツ麦粉、タピオカでん粉、グルコースシロップ、米粉、コーンスターチ、食塩）、植物油
脂、砂糖、粉乳（全粉乳、脱脂粉乳）、植物性クリーム（グルコースシロップ、植物油脂、乳たん白）、マルトデキ
ストリン、食塩/乳化剤、セルロース、香料、微粒二酸化ケイ素、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

51

やきとり葵プレミアム ６缶アソート

【たれ味】鶏肉、砂糖、醤油、発酵調味料、りんご濃縮果汁、食塩、ロースト醤油ペースト/増粘剤、加工デンプ
ン、カラメル色素、香料【塩味】鶏肉、食塩、醤油、チキンエキス/調味料、香料、増粘多糖類、甘味料【うま辛
味】鶏肉、砂糖、醤油、醤油もろみ、香辛料、食塩/調味料、増粘剤、加工デンプン、着色料【ガーリックペッ
パー味】鶏肉、醤油、砂糖、にんにく、ローストガーリックペース、ごま、リンゴ濃縮果汁、食塩、香辛料、澱粉、
加工デンプン、カラメル色素、増粘多糖類【柚子こしょう味】鶏肉、食塩、ゆずこしょう、しょうゆ、チキンエキス/
調味料、増粘多糖類、香料、酸味料、香辛料抽出物、甘味料、カラメル色素【塩レモン味】鶏肉、食塩、醤油、
砂糖、レモン濃縮果汁、チキンエキス/調味料、増粘多糖類、香料、酸味料、香辛料抽出物、甘味料、カラメル
色素

52

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

53

おにぎりのり

乾のり（国産）

54

伊勢志摩産 あおさのり

ひとえぐさ（伊勢志摩産）

55

伊勢志摩産 カットわかめ

湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産）

56

寒採 志摩ひじき

ひじき

57

九鬼 太白純正胡麻油

食用ごま油

58

九鬼 生でかけて味わうごま油 香り芳醇

食用ごま油

59

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

60

農芸みそ

大豆(三重県産１００％）、米(三重県産１００％）、塩、はったい粉

61

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）

62

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

63

グレープシードオイル ２本組

食用ぶどう種子(イタリヤ産）

64

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)

65

北海道昆布一本入り 新姫ポン酢

しょうゆ（小麦・大豆を含む、国内製造）（本醸造）、醸造酢、砂糖、新姫果汁、ゆず果汁、鰹節エキス、食塩、昆
布、アルコール

66

ドレッシング希望

醸造酢(国内製造)、醤油(小麦・大豆を含む)、オニオン、植物性油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、りんご果汁、
にんにく、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)

67

こめ油

米糠

68

国産えごま油

食用エゴマ油（国産）

69

海苔職人の百年ふりかけ

味付削りぶし(かつお削りぶし、砂糖、食塩、その他(大豆・小麦を含む))、ごま、乾のり、でん粉、抹茶風味顆粒
(鶏肉を含む)、砂糖、しょうゆ、あられ、食塩、みりん、果糖、酵母エキス、黒糖蜜、発酵調味料、デキストリン、
煮干、焼きえび、魚介エキス、かつお削りぶし、しょうゆ加工品、昆布、乾しいたけ、唐辛子、焼きあご(飛魚)

70

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

71

あきやんの もち麦 キラリモチ

令和４年産 もち麦（三重県産 キラリもち）

72

特別栽培米 伊賀米こしひかり

令和４年産 三重県 伊賀産コシヒカリ10割

73

オリエンタルカレーセット（トラック箱）

【マースカレー レトルト】野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉(オーストラリア)、小麦粉、食用油脂(豚脂、
乳脂肪、大豆油)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミングパウダー、食塩、にんにく加工品、ト
マトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、ビーフエキス、ウスターソース／調味料(アミノ酸等)、
カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む)
【マースハヤシ レトルト】玉ねぎ(国産)、牛肉、マッシュルーム、小麦粉、トマトペースト、食用油脂(豚脂、乳脂
肪、大豆油)、デミグラスソース、チャツネ、ローストオニオン、コーンスターチ、オニオンエキスパウダー、砂糖、
食塩、赤ワイン、ウスターソース、ビーフエキス、醤油、にんにく加工品、しょうが加工品、香辛料／調味料(アミ
ノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)

74

角煮ちまき

もち米（国産）、豚肉（メキシコ産）、醤油（小麦、大豆を含む）、砂糖、ごま油、みりん、清酒、酵母エキス、しょう
が粉末

75

国産煮干

かたくちいわし（国産）

76

伊勢うどん 特製たれ付き

＜めん＞小麦粉（小麦（三重県））、食塩／ｐＨ調整剤 （一部に小麦を含む）＜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）

77

飯とも志ぐれ

あさり、生姜、醤油、本味醂、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）

78

真鯛みそ 極

味噌（大豆を含む）、砂糖、真鯛（三重県産）、清酒、みりん、ねりごま、しょうが、からし、着色料（うこん）

79

宅杯瓶 ほたて（柚子唐辛子味）

帆立（国産）、柚子皮、還元水飴、清酒、食塩、唐辛子／トレハロース、調味料（アミノ酸等）

80

ＣＯ 紅茶ティーバッグ アールグレイ

紅茶（スリランカ、インド）／香料

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）

82

ＣＯ コープヌードル白ごま担々麵

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、 しょうゆ、香辛料）、スープ（豚
脂、ポークエキス、小麦粉、糖類（砂糖、麦芽糖）、 粉末しょうゆ、でん粉、すりごま、ねりごま、香辛料（花椒、
唐辛子）、チキンエキス） 、かやく（味付肉そぼろ、いりごま、チンゲン菜、ねぎ）／加工でん粉、調味料 （アミノ
酸等）、香料、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、酸化防止剤（ローズマリー抽出物、 ビタミンＥ）、酸味料、着色料（カラメ
ル、カロチン）、セルロース、焼成Ｃａ、 ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・
ゼラチン・ごまを含む）

83

ＣＯ 国産乾燥ごぼう

ごぼう（国産）、ぶどう糖

84

ASUE Fairtrade Coffee ドリップコーヒー

【Active】有機コーヒー豆（生豆生産国名：エチオピア）【Relax】有機コーヒー豆（生豆生産国名：エチオピア、グ
アテマラ）

85

ＣＯ コーヒーバッグオリジナルブレンド

90

朝のバナナカステラ

コーヒー豆（生豆生産国名：ブラジル、ベトナム、コロンビア、グアテマラ）
砂糖（タイ製造又はベトナム製造）、生あん、卵、小麦粉、水あめ、ミックス粉（砂糖、小麦粉、植物油脂）、植物
油脂、バナナピューレ（バナナを含む）フラクトオリゴ糖シロップ、濃縮レモン果汁／甘味料（ソルビトール）、トレ
ハロース、膨張剤、乳化剤（大豆由来）、香料、増粘剤（グァーガム）

91

ＣＯ スイートチーズクリーム

砂糖（国内製造）、デキストリン、ナチュラルチーズ、加糖練乳、乳等を主要原料とする食品、濃縮レモン果汁、
食塩、寒天／増粘多糖類、香料、乳化剤

92

ＣＯ みたらし餡が入ったお餅 ２個セット

麦芽糖（国内製造）、砂糖、水あめ、もち粉、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、ゼラチン、でん粉、寒天、粉あめ／ト
レハロース、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、乳化剤

93

ＣＯ ミックスキャロット《紙》

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）

94

みかんのしずく

温州みかん

コモパン 学校生協セット

【おぐら小町】つぶあん（国内製造）、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（国内製造）、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、植物油脂）、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) 【苺みるくワッフル】小麦粉（国内製造）、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、植物油脂）、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)【黒糖クロワッサン】 小麦粉（国内製造）、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）【毎日クロワッサン】小麦粉（国内製造）、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）

96

ＣＯ 朝の応援食 もっちりたまごパン りんご入り

小麦粉（国内製造）、鶏卵、麦芽糖、砂糖、マーガリン、りんごシラップ漬け（りんご、砂糖）、植物油脂、水あ
め、脱脂粉乳、ぶどう糖、はちみつ、ショートニング （大豆を含む）、でん粉、食塩、サワードウパウダー、植物
性たん白／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）、香料、乳化剤、酸味料、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、着色料（アナトー色素、ビタミンB2、カロチン）

97

木村屋総本店監修 小倉あんバター

砂糖（北海道製造）、小豆、バター、もち粉加工品、食塩、寒天/酸化防止剤（V.E.）、増粘多糖類

一杯の贅沢 きのこと生姜のスープ

かつおぶしエキス、でん粉、かつお風味調味料、還元水あめ、食塩、ビーフエキス調味料、ポークチキンオイ
ル、しょうゆ、デキストリン、香辛料、ゼラチン、植物油脂、砂糖、酵母エキス、かつおぶし粉末、具（まいたけ
（国産）、エリンギ、しょうが、ねぎ）／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリンドシードガム）、酸化防止剤（ビタミ
ンE）、（原材料の一部に小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）

１３品目の野菜が摂れるスープセット

【あめ色玉ねぎのスープ】醤油、酵母エキス、食塩、でん粉、野菜エキス、砂糖、チキンブイヨン、バター、チー
ズパウダー、香辛料、ラード、具（オニオンソテー（玉ねぎ（北海道））、乾燥パセリ）／着色料（カラメル、カロテ
ン）、酸化防止剤（V.E）、香料、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）【ザク切りキャベツと
トマトのスープ】トマトペースト（ポルトガル製造）、砂糖、食塩、デキストリン、乾燥マッシュポテト、チキンブイヨ
ン、チキンエキス、オニオンパウダー、酵母エキス、ポークエキス、魚介エキス（魚介類）、乳等を主要原料とす
る食品、香辛料、野菜エキス、具（トマト、オニオンソテー、乾燥キャベツ、乾燥バジル）／酸化防止剤（V.E）、
香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚介エキス（魚介類）を含む）【ねばねば野菜
とたまごのスープ】チキンスープの素、魚介エキス、植物油脂、でん粉、酵母エキス、醤油、野菜エキス、食
塩、香辛料、具（鶏卵（国産）、オクラ、モロヘイヤ）／（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）【野菜とたまごの具だく
さんスープ】食塩、デキストリン、乳糖、でん粉、チキンエキス、砂糖、酵母エキス、椎茸エキス、醤油、還元水
飴、香辛料、具（ほうれん草（国産）、鶏卵、とうもろこし、乾燥キャベツ、乾燥人参、いりごま）／酸化防止剤
（V.E）、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む）【根野菜と国産しょうがのスープ】醤
油、生姜ペースト、デキストリン、魚介エキス、でん粉、食塩、かつおだし、砂糖、酵母エキス、ポークエキス、
昆布エキス、具（ごぼう（国産）、水煮れんこん、水菜、生姜、乾燥人参）／酸化防止剤（Ｖ.E)、（一部に小麦・大
豆・豚肉を含む）

森の番人 1.5L×8本

水（湧水）

81

95

98

99
100

