
番号 商品名 規格（容量） 原材料
７大アレルゲン

（卵、小麦、乳、えび、かに、そば、落花
生）

1
焦がしキャラメルナッツアー
モンド

105g／袋
アーモンド（アメリカ合衆国）、砂糖、水あめ、食塩、植物油脂、乳等を主要原料とする
食品（乳成分を含む）／トレハロース、香料（乳由来）、甘味料（スクラロース、アセス
ルファムＫ）、乳化剤（大豆由来）

乳

2 ペヤングやきそばソースカツ 50個／箱

植物油、パン粉、小麦粉、濃厚ソース、魚肉すり身、焼そば風シーズニング、でん粉、
卵、香辛料、植物性蛋白、蛋白加水分解物、食塩／ソルビトール、グリセリン、加工澱
粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、着色料（カラメル、カロチノイド）、香料、
膨張剤、酸味料、ケイ酸カルシウム、甘味料（ステビア、カンゾウ）、増粘剤（タマリン
ド）、キシロース、乳化剤、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ）、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む）

小麦、卵、乳

3 じゃがってる 11g×30個／袋 じゃがいも、植物油、食塩、昆布エキス／調味料（アミノ酸等） なし

4 北海道バターリッチ 8個／袋

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）

小麦、卵、乳

5 めちゃうまラー油 135ｇ／袋

餅米（国産）、植物油脂、ラー油香味調味料（乳糖、食塩、ガーリックパウダー、その
他）、ローストオニオン香味調味料、青ネギ、ラー油（沖縄産島ラー油４０％）、食塩、
調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、パプリカ色素、香辛料抽出物、（原材料の
一部に小麦、乳成分、大豆、ごま、牛肉、豚肉、鶏肉を含む）

小麦・乳

6 かむかむレモン 4g×50袋／袋

砂糖（国内製造）、水あめ、植物油脂、ゼラチン、加糖練乳、レモン果汁／ビタミンC、乳
化剤、ソルビトール、増粘多糖類、酸味料、香料、紅花色素、光沢剤、（一部に乳成分・
大豆・ゼラチンを含む） 

乳

7
ブラックサンダー　至福のバ
ター

20本／箱

チョコレート(砂糖、ココアバター、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、カカオマス)(国
内製造)、小麦粉、カシューナッツ、砂糖、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、乳
糖、ココアパウダー、カカオマス、脱脂粉乳)、乳等を主要原料とする食品、ココアクッ
キー、バター、植物油脂、アーモンド、小麦粉粒粉、ショートニング、バターオイル、ホ
エイパウダー、食塩、ぶどう糖、コーンスターチ/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、甘味
料(ソルビトール)

小麦、乳

8 ４種のナッツのサンダー 20本／箱

準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、乳糖、カカオマス、ココアパウ
ダー、食塩)(国内製造)、小麦粉、アーモンド、油脂加工食品(植物油脂、砂糖、乳糖、脱
脂粉乳)、砂糖、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター、ココアパウダー)、ヘー
ゼルナッツプラリネ、ワッフルクランチ(小麦粉、砂糖、植物油脂、食塩)、ショートニン
グ、小麦全粒粉、植物油脂、カシューナッツ、ココナッツペースト、食物繊維、乳等を主
要原料とする食品、ぶどう糖、食塩、コーヒー粉末/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、着
色料（カラメル、アナトー)

小麦、乳

9 ブラックサンダー 20本／箱

準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、カカオマス、乳
糖、食塩）（国内製造）、ココアクッキー、油脂加工食品（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、
乳糖）、小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、カカオマス、食塩、ホエイパウ
ダー、脱脂粉乳、全粉乳／甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、香料

小麦、乳

10 茨城のほしいも　べにはるか 320g さつまいも（茨城県産）

11 岩谷堂純栗一口 ９個／箱 砂糖（国内製造）、栗、寒天／トレハロース なし

12 柿の種　詰め合わせ

４種　570ｇ　（プ
レーン150g、梅140
ｇ、わさび140ｇ、激
辛140ｇ)／箱

【プレーン：でん粉、米、醤油、砂糖、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、唐辛
子、鰹エキス、食物油脂/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、パプリカ色
素、紅麹色素、香辛料酉抽出物】【梅：でん粉、米、砂糖、醤油、発酵調味料、乳糖、食
塩、梅肉、デキストリン、赤しそ、鰹エキス、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】【わさび：でん粉、
米、わさびシーズニング、醤油、砂糖、デキストリン、海苔、発酵調味料/加工デンプン、
調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、乳化剤、酸味料、紅麹色素】【激辛：でん
粉、米、唐辛子、醤油、砂糖、デキストリン、食塩、ガーリックパウダー、発酵調味料、
鰹エキス、植物油脂/加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、パプリカ色素、香辛料抽出
物】

小麦、乳

13 都こんぶせんべい ３５ｇ×４袋

でん粉（国産製造）、植物油脂、都こんぶ（昆布、醸造酢、かつおぶしエキス、発酵調味
料、たん白加水分解物）、都こんぶ風味シーズニング（グラニュ鰹、粉末酢、たん白加工
分解物、食塩、粉末昆布、鰹エキスパウダー）、食塩、粉末昆布、鰹エキスパウダー）、
食塩、たん白加水分解物/加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酸味料、ソルビトール、着
色料（クチナシ、フラボノイド）、香料、酸化防止剤（V,E)、甘味料（ステビア抽出
物）、（一部に小麦・大豆、魚介類を含む）

小麦

14
黒糖ドーナツ棒（火の国支
援）

16本／箱
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、膨脹剤

小麦、卵

15 栗ドーナツ棒 20本／箱
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)

小麦、卵

16 さつまいもドーナツ棒 20本／箱
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

小麦、卵

17 ひとくちバナナスコーン 30個／袋
小麦粉、砂糖、ショートニング、バナナペースト、鶏卵、還元水あめ、ホエイパウダー、
食塩／膨脹剤、乳化剤、増粘剤（キサンタンガム）、香料、クチナシ黄色素、甘味料（ス
テビア）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・バナナを含む）

卵、小麦、乳



番号 商品名 規格（容量） 原材料
７大アレルゲン

（卵、小麦、乳、えび、かに、そば、落花
生）

18 ラッポキスナック
５５ｇ（１１ｇ×
５）×３／袋

米（国産）、小麦粉、食用油脂（パーム油、ラード）、肉エキス、醤油、うま唐辛子風
シーズニング、唐辛子、食塩、砂糖、ホルモン焼きシーズニング、ネギ、野菜エキス、酵
母エキス、コーンスターチ、胡椒／調味料（アミノ酸等）、香料、香辛料抽出物、ケイ酸
カルシウム、酸味料、 炭酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、甘味料（ステビア、スクラロー
ス）、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・乳成分・ごま・豚肉・鶏肉・大豆を含
む）

小麦、乳

19 モスバーガーポテト 50ｇ×３／袋

じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油、テリヤキバーガーシーズニング、マヨネー
ズシーズニング、粉末赤みそ、粉末白みそ／調味料（アミノ酸等）、酸化デンプン、酸味
料、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料（スクラロース、ステビア)、カラメル色素、（一部
に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

卵、小麦、乳

20
プレミアムチーズあられ3種
ミックス

18個×2／袋
糯米（国産）、チーズ（チーズ、植物油脂、脱脂粉乳、乳蛋白、乳糖）、植物油脂、砂
糖、醤油（小麦・大豆を含む）、ブラックペッパー、デキストリン、水飴、食塩、発酵調
味料/乳化剤、調味料（アミノ酸等）、加工澱粉、香料、れしちん、着色料（カロチン）

乳、小麦

21 なみえ焼そば

630g（めん170g・
ソース36g・ラード
4g・一味唐辛子×各
3）／箱

【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

小麦

22 荏胡麻スープ 80g（8g×10袋）／袋
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）

小麦、乳

23 お惣菜　３種セット 4食／箱

とろっと卵の親子煮　液全卵（国内製造）、蒸し鶏肉、みりん、しょうゆ、たまねぎ、還
元水あめ、オニオンソテー、かつおエキス、ねぎ、みつば、でん粉、こんぶエキス、食
塩、酵母エキスパウダー、砂糖、かつお節粉末、オニオンエキスパウダー、こんぶ粉末、
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）、アナトー色素
（一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む）五目中華あんかけ　液全卵（国内製造）、はくさ
い、ほうれんそう、チキンエキス、蒸しえび、発酵調味料、ポークエキス、還元水あめ、
にんじん、でん粉、砂糖、たんぱく加水分解物、ごま油、ホタテエキス、ガーリックペー
スト、ジンジャーペースト、乾燥きくらげ、あさりエキス、食塩、乾燥しいたけ、オイス
ターエキス、酵母エキスパウダー、ミックススパイス、増粘剤（キサンタンガム）、酸化
防止剤（ビタミンE、ビタミンC）、アナトー色素（一部にえび、卵、ごま、大豆、鶏肉、
豚肉を含む）やわらか牛肉の卵とじ　液全卵（国内製造）、牛肉、しょうゆ、還元水あ
め、みりん、ねぎ、オニオンソテー、ポークエキス、でん粉、かつおエキス調味料、砂
糖、果実酒、乾燥しいたけ、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、香辛料、増
粘剤（キサンタンガム）、重曹、酸化防止剤（ビタミンE）、アナトー色素（一部に小麦・
卵・牛肉・大豆・豚肉を含む）

小麦、卵、えび

24 市田柿スティック 80g／袋 柿（長野県）／酸化防止剤(二酸化硫黄） なし

25 九州純バタークッキー 80g／袋
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）

小麦、乳

26 村の柚子ポン酢 360㎖／瓶 醤油、砂糖、米酢、柚子果汁、柚子果皮、かつお節エキス、酵母エキス、魚醤、こんぶ 一部に小麦、大豆

27 学校生協セット
　
６種　９個

【苺ミルクワッフル】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、転化糖、加工デンプン、麦芽エキス、脱脂粉乳、香料、
食塩、乳化剤、着色料（紅麹）、増粘多糖類、酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、（原材料の
一部に大豆を含む)
【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、ブドウ糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵
母、植物油脂、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）
【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）
【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）
【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、乳化剤、(原材料の一部に大豆
を含む)

小麦,卵,乳

28
大分辛麺・広島ぶち旨汁なし
担々麺　セット

辛麺：２食（麺１０
０ｇ×２・スープ２
個）　汁なし担々
麺：２食（めん１０
０ｇ×２・たれ５０
ｇ×２・すり胡麻
１，５ｇ×２）／袋

辛麺：麺：小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩/ 加工でんぷん、酒精、かんすい
辛麺スープ：食塩(国内製造)、粉末しょうゆ、砂糖、唐辛子、畜肉エキス、でんぷん分解
物、ごま油、玉ねぎ粉末、たんぱく加水分解物、魚介エキス、こしょう、粉末みそ、にん
にく粉末、生姜粉末、チキンパウダー/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、カロチロ
イド)、増粘多糖類、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アセスルファムK)
 ※一部に小麦、大豆、ごま、豚肉、鶏肉、牛肉、ゼラチン、さばを含む
辛味の素：唐辛子粉末(国内製造)、こしょう粉末/香辛料抽出物
汁なし担々麺：（めん）小麦粉、卵、小麦たん白、還元水飴、食塩、植物油脂、加工でん
粉、かんすい、 酒精、クチナシ色素 （たれ）水あめ、砂糖、植物性たん白、醸造酢、
しょうゆ、たん白加水分解物、甜麺醤、 豆板醤、生姜、ごま油、食塩、にんにく、唐辛
子、調味料〔アミノ酸等〕、酒精、 加工でんぷん、着色料〔カラメル、モナスカス、ラッ
ク〕、増粘剤〔キサンタン〕 （すり胡麻）白胡麻  （七味唐辛子）唐辛子、白胡麻、黒胡
麻、山椒、青のり、青紫蘇、おのみ 　［原材料の一部に小麦、卵、大豆、りんごを含む］

小麦、卵、そば



番号 商品名 規格（容量） 原材料
７大アレルゲン

（卵、小麦、乳、えび、かに、そば、落花
生）

29
とみ田　つけめん　和風豚骨
醤油味

６３０ｇ（３人前）
／箱

めん小麦粉（国内製造）、還元水飴、小麦たん白、食塩、卵白／加工澱粉、酒精、かんす
い、（一部に小麦・卵を含む））
添付調味料（ポークペースト、醤油、ラード、砂糖、ポークエキス、還元水飴、醸造酢、
鯖節粉末、煮干粉末、ポークコラーゲン、鰹節粉末、風味油（パーム油、さば、さば節、
ねぎ）、食塩、ゆず果汁、酵母エキス、唐辛子／酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（加工澱粉、キサンタンガム）、カラメル色素、乳化剤、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉・さばを含む））

卵、小麦

30 いそのかづお
540g（めん：120ｇ×
3、スープ60ｇ×3）
／箱

めん（小麦粉（国内製造）、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、（一部に小麦・卵・乳成分を
含む））
添付調味料（醤油、チキンエキス、ラード、豚背脂、オニオンパウダー、にんにく、発酵
調味料、ガラスープ、還元水飴、昆布エキス、砂糖、香辛料／カラメル色素、酒精、調味
料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む））

卵、乳、小麦

31 コープヌードルみそ
12個（1個あたり７７
ｇ（めん６０ｇ））
／箱

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、しょうゆ、たん白加水分解物
、香辛料、香味調味料）、スープ（豚脂、粉末みそ、砂糖、でん粉、ポーク調味料、 小麦
粉、香辛料、食塩、乳等を主要原料とする食品、クリーミングパウダー、酵母エキス 、ご
ま）、かやく（大豆たん白加工品、キャベツ、コーン、ねぎ、にんじん）／ 加工でん粉、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチン）、炭酸Ｃａ、 酸化防止剤（ローズ
マリー抽出物、ビタミンＥ）、増粘多糖類、焼成Ｃａ、香辛料抽出物 、ｐＨ調整剤、炭酸
Ｍｇ、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、香料、酸味料、 （一部に卵・乳成分・小麦・大豆・
鶏肉・豚肉・ごまを含む）

卵、小麦、乳、

32
北海道ラーメン　えび風味味
噌

麺70ｇ・ｽｰﾌﾟ52ｇ×4
／袋

めん：小麦粉（国内製造）、卵白粉、食塩、小麦たん白/かんすい、クチナシ色素、（一部
に小麦・卵を含む） スープ：みそ（国内製造）、チキンエキス、たんぱく加水分解物、砂
糖、豚脂、えび醤、香味油、食塩、えびパウダー、香辛料/調味料（アミノ酸等）、酒精、
カラメル色素、増粘多糖類、香辛料抽出物、（一部に小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉を含
む）

小麦、卵、えび

33
雪室珈琲ショコラ　ドリップ
バッグコーヒー

10ｇ×５Ｐ／袋 コーヒー豆 なし

34 狭山茶師仕上げ　香の彩 80ｇ／袋 緑茶（国産） なし

35
タルトタタンの濃厚チョコま
んじゅう

10個／箱

加糖あん（生あん、砂糖、その他）（国内製造）、小麦粉、チョコレート（砂糖、還元水
あめ、カカオマス、バターミルクパウダー、クリーム、植物油脂、その他）、バター、砂
糖、卵、ココアパウダー、加糖れん乳、洋酒、食塩／トレハロース、カラメル色素、膨張
剤、増粘剤（加工澱粉）、香料、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

小麦、卵、乳

36
チャンククッキー（ごろごろ
チョコ）

10枚／箱
小麦粉（国内製造）、マーガリン、チョコレート、砂糖、水飴、卵、食塩／膨張剤、乳化
剤、香料、着色料（アナトー）､（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

小麦、卵、乳

37
ポロショコラミックスフルー
ツ

1本（５切れ）／箱

チョコレート、果実加工品（レーズン、糖漬け乾燥クランベリー、糖漬けリンゴ、洋酒、
オレンジピール、砂糖、糖漬け乾燥パインアップル、糖漬けレモンピール、水あめ、還元
水あめ）、牛乳、マーガリン、液鶏卵、砂糖、加糖卵黄、米粉、ココアパウダー、小麦粉
／ 香料、乳化剤 （大豆由来）、酸味料、酸化防止剤（V.E、V.C）、乳酸Ca、クエン酸、
着色料（カロチン）

小麦、卵、乳

38 甘熟王バナナチップスチョコ 1袋×8／箱
準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオマス、ココアパウダー）（国内製
造）、バナナチップ（バナナ、ココナッツオイル、砂糖）、水あめ／乳化剤、光沢剤、香
料、（一部に乳成分・大豆・バナナを含む）

乳

39 ティラミスチョコ 160g／袋

チョコレート(ココアバター、砂糖、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、全粉乳、マスカル
ポーネチーズパウダー、チーズ加工品、マルトデキストリン)(国内製造)、キャラメルコー
トアーモンド(アーモンド、砂糖、水あめ、植物油脂)、ココアパウダー／乳化剤(大豆由
来)、香料

乳

40 ビアードパパ　チーズケーキ ４号　12㎝／箱
ナチュラルチーズ、鶏卵、砂糖、小麦粉、マーガリン、植物油脂、還元水あめ、レモン、
砂糖・異性化液糖、乳化剤、膨張剤、香料、カロチノイド色素、（原材料の一部に大豆、
ごまを含む）

小麦・卵・乳

41 函館　おちちくるみ ３５ｇ×５袋／袋
くるみ（アメリカ産）、全粉乳（生乳（北海道産））、てんさい糖（てんさい（北海道
産））

乳

42 野菜チーズナッツ 20袋／袋

野菜クラッカー（小麦粉（国内製造）、植物油脂、ショートニング、乾燥野菜（たまね
ぎ、ねぎ、赤ピーマン、にんじん、キャベツ）、食塩、イースト）、アーモンド（アーモ
ンド、植物油脂、食塩）、チーズ加工品（プロセスチーズ、魚肉加工品（鱈すり身、でん
粉、大豆たん白、食塩、植物油脂）、食物繊維）／乳化剤、炭酸カルシウム、ソルビトー
ル、膨張剤、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）

小麦、乳

43 さかなっつハイ！ 10g×30袋／箱

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

落花生

44 カレーカシュー 190g／ポット

カシューナッツ、小麦粉、寒梅粉、砂糖、食塩、カレーシーズニング、かつお節エキス、
メープルシュガー／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチノイド、ウコ
ン）、香料、香辛料抽出物、リン酸Ca、酸味料、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆、
鶏肉、豚肉、さば、カシューナッツを含む）

小麦、乳

45 大地の恵みナッツ＆フルーツ 27袋／袋
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）

なし

46 素焼きミックスナッツ 13g×25袋／箱 アーモンド、落花生、カシューナッツ 落花生

47 ヨーグルトレーズン 10g×30袋／箱

チョコレートコーチング（砂糖、植物油脂、全粉乳、発酵乳粉末（殺菌）、乳糖、ココア
バター、フラクトオリゴ糖）（国内製造）、オイルコートレーズン 、水あめ 、粉糖（砂
糖、でん粉分解物） 、乳酸菌粉末（植物性乳酸菌(殺菌)、でん粉分解物）／乳化剤 （大
豆由来）、光沢剤 、酸味料 、ピロリン酸鉄 、香料

乳



番号 商品名 規格（容量） 原材料
７大アレルゲン

（卵、小麦、乳、えび、かに、そば、落花
生）

48 おばあちゃんの焼こあじ 32枚／フードパック あじ調味干（しまあじ、砂糖、食塩）／調味料（アミノ酸）、ソルビット なし

49 おじいちゃんの焼きかわはぎ 50枚／フードパック かわはぎ（ベトナム産）、砂糖、食塩／ソルビット、調味料（アミノ酸） なし

50
のり天わさび味／のり天うめ
しそ味

75g×２／袋

のり天わさび味：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）
のり天うめしそ味：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）

卵、小麦

51
子持ちきくらげ
（旧商品名：ししゃもきくら
げ）

１８０ｇ／袋

木くらげ、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、カラフトシシャモの卵、つゆ（醤油・砂
糖・みりん・その他）、しその実、鰹節、醸造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、pH調整剤、香料、保存料（ソルビン酸K）、ビタミンB1（一部に小麦・大豆を含
む。）

小麦

52
特選和三盆糖　長崎五三焼か
すてら 形おとし

200g／袋 鶏卵、砂糖、小麦粉、こち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖 小麦・卵

53
焦がしキャラメルナッツ カ
シュー

75ｇ
カシューナッツ（インド）、砂糖、水あめ、食塩、植物油脂、乳等を主要原料とする食品
／トレハロース、香料、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）、乳化剤（大豆由
来）

乳

54 おしゃぶり芽かぶ 90ｇ／袋
芽かぶ、砂糖、醸造酢、醤油、乳糖、風味調味料、コラーゲンペプチド/調味料（アミノ酸
等）、酸味料、ヒアルロン酸（一部に大豆・小麦・乳成分・ゼラチンを含む）

小麦・乳

55 粒あん 150ｇ／瓶
小豆、砂糖
※本製品工場で小麦・卵含む製品を製造しております。

なし

56
フォレシピ　小さな森のドー
ナツ
４個セット

４個入り（くまプ
レーン２個・うさぎ
イチゴ１個・くま
チョコ１個）／袋

くまプレーン：液全卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、マーガリン、食用植物油脂、準チョコ
レート、アーモンドパウダー、蜂蜜、発酵調味料、食塩、ココアパウダー、寒天、牛乳/ト
レハロース、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、酸味料、着
色料(カロテン)、(一部に卵・小麦・乳成分・りんご・大豆を含む)　くまチョコ：液全卵
(国内製造)、砂糖、小麦粉、マーガリン、食用植物油脂、準チョコレート、アーモンドパ
ウダー、蜂蜜、発酵調味料、ココアパウダー、食塩、牛乳、寒天/トレハロース、膨張剤、
安定剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、酸味料、着色料(カロテン)、(一
部に卵・小麦・乳成分・りんご・大豆を含む)　うつぎイチゴ： 液全卵(国内製造)、砂
糖、小麦粉、マーガリン、食用植物油脂、アーモンドパウダー、いちごペースト(いちご、
水飴、砂糖、寒天)、蜂蜜、発酵調味料、食塩、ココアパウダー、寒天、牛乳/トレハロー
ス、膨張剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(紅麹、コチニール、クチナシ、カロテ
ン)、酸味料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・りんごを含
む)

小麦・卵・乳

57 麦チョコボトル
４７０ｇ／ボトル入
り

砂糖、小麦、カカオマス、植物油脂、乳頭、ココアパウダー、全粉乳、水飴、乳化剤（大
豆由来）、光沢剤、香料、増粘剤（アラビアガム）

小麦・乳

58 とろみの精　２袋セット １３０ｇ×２個／袋
甘藷澱粉 ・ 馬鈴薯澱粉（遺伝子組換えなし）/ 乳化剤（レシチン） ・ 酸化防止剤（ビ
タミンＥ）（原材料の一部に大豆含む）

なし

59 うまくて生姜ねぇ ２４０ｇ/瓶
生姜（国産）、漬け原料（しょうゆ・砂糖・混合ぶどう糖果糖液糖・発酵調味料・食塩・
醸造酢・米酢・昆布・えごま）ソルビトール、調味料（アミノ酸等）（原材料の一部に小
麦、大豆含む）

小麦

60 博多華味鳥　手羽元カレー カレー200g×４食

「手羽元カレー」鶏肉(骨付手羽元肉)、野菜(玉ねぎ、にんじん、しょうが、にんにく)、
ラード、小麦粉、鶏がらスープ、砂糖、チキンブイヨン、カレー粉、食塩、トマトペース
ト、しょうゆ、酵母エキス、バター、チャツネ、香辛料、豚肉エキス、カラメル色素、パ
プリカ色素、(原材料の一部に大豆、リンゴを含む)

小麦・乳

61

人気店ラーメン　特別４食
セット（福島「うろた」濃厚
貝だし塩ラーメン・大阪ブ
ラックラーメン　金久右衛門
醤油味セット）

うろた：２食（麺１
１０ｇ×２・スープ
３４ｇ×２）／箱
金久右衛門：２食
（麺１３０ｇ×２・
スープ３６ｇ×２）
／箱

うろた：麺(小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、(一部に小麦
を含む))
スープ(魚介エキス(国内製造)、食塩、植物油脂、肉エキス、ショートニング、砂糖、香辛
料、酵母エキス、青じそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサン
タン)、香料、カロチン色素、(一部に豚肉を含む))　金久右衛門：麺(小麦粉(国内製造)、
小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白/加工澱粉、酒精、かんすい、(一部に小麦・卵を含む))
スープ(しょうゆ、なたね油、鶏脂、食塩、ワイン、チキンエキス、砂糖、ゼラチン、香味
食用油、香辛料、たん白加水分解物、粉末しょうゆ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、
アルギン酸ナトリウム、酸味料、増粘剤(グァーガム)、タラガム、キサンタンガム、(一部
に小麦・えび・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) )

うろた：小麦
金久右衛門：小麦・
卵・えび


