ひとり一品以上利用拡大キャンペーン商品原材料等詳細
連番

商品名

税込価格

賞味期間

一括表示原材料

アレルゲン

小麦粉、砂糖、マーガリン、卵、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、乳脂肪、その他）、ピーチ砂糖漬（白桃、砂糖、

1

マネケン 白桃ワッフル

760円

45日 洋酒、水あめ）、ピーチ濃縮果汁、還元水あめ、イースト、食塩／トレハロース、乳化剤、香料、酸味料、酵素、ビタミン

小麦、卵、乳

Ｃ、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミンＥ）、着色料（カロチン）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ももを含む）

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）、乳等を主要原料とする食品（植物油脂、

2

金沢料亭 金茶寮 抹茶バームクーヘン

1260円

90日 乳製品、卵黄油、澱粉）、食用加工油脂、抹茶、水飴、食塩／着色料（クチナシ、紅花黄、カロテン）、乳化剤、膨脹剤、

小麦、卵、乳

香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

850円

卵、砂糖、小麦粉、ショートにんぐ、乳糖を主原料とする食品、マーガリン、水あめ、コーンスターチ、北海道きなこパウ

小麦・卵・乳

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、

小麦、卵、乳

3

黒い恋人 黒豆ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ

4

横浜ロイヤルパークホテル低温焼ミニバームクーヘン プレーン

1180円

5

柚子酒のケーキ

1080円

180日 鶏卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、柚子酒、焼酎、水飴、膨調剤、香料、カロチン色素（原材料の一部に乳、大豆を含む）

小麦、卵、乳

6

アマンド ショコラケーキ

1050円

240日 クラロース）、着色料（アナトー）、（原材料の一部に乳・大豆を含む）

卵、砂糖、小麦粉、チョコレート、マーガリン、ショートニング、洋酒、ココア、植物油脂、食塩、膨張剤、香料、甘味料（ス

小麦・卵・乳

7

いつものおみそ汁 １０種バラエティセット

1100円

8

とろーり具材の和風スープ15Ｐ

1050円

9

なみえ焼そば

1000円

120日 ダー、洋酒、食用乳化油脂、竹炭、ベーキングパウダー、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

90日 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）

【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）
366日 【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）

食塩、乳糖、乾燥めかぶ粉末、醤油（小麦・大豆を含む）、乾燥ガゴメ昆布粉末、ホタテエキス、酵母エキス粉末、鰹節

12ヶ月 エキス、ぶどう糖、砂糖、昆布エキス、具[乾燥めかぶ、乾燥わかめ、乾燥白髪ねぎ]

小麦、乳、えび

小麦・乳

【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

90日 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

小麦

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

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、小麦たん白）、かやく（キャベツ、たまねぎ、 いんげん、こまつな、ねぎ、にんじ
ん、でん粉）、添付調味料（粉末みそ（大豆： 遺伝子組換え不分別）、食塩、粉末野菜、ポークエキス、唐辛子、たん白

10

６種野菜のヌードル ピリ辛チゲ

750円

180日 加水分解物、 しいたけエキス、ガーリックパウダー、植物油脂、しょうがパウダー、粉末しょうゆ、 こしょう、魚醤）／加

小麦、乳

工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、乳化剤、かんすい、着色料（カラメル、クチナシ黄色素）、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、 （一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む）

めん【小麦粉、小麦たん白、還元水飴、酒精、かんすい、加工でん粉】 添付調味料【肉エキス、しょうゆ、調味油脂、砂

11

奈良ラーメン ラーメン家みつ葉

1000円

90日 糖、食塩、動物油脂、酵母エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、酸化防止

小麦

剤（ビタミンＥ），（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）

12

13

日本ラーメン紀行

髙山ラーメン 醤油＆つけ麺

1000円

めん（小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工澱粉）添付調味料
味噌スープ（みそ、しょうゆ、サラダ油（菜種）、食塩、香辛料、ラード、砂糖、畜肉エキス、バター、調味料（アミノ酸等）、
（原材料の一部に大豆、小麦、豚肉、鶏肉を含む））
９０日 醤油スープ（しょうゆ、食塩、畜肉エキス、ラード、砂糖、魚介エキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に
鶏肉、豚肉、大豆、小麦、魚介類を含む））
豚骨スープ（畜肉エキス、しょうゆ、ラード、食塩、砂糖、香辛料、魚介エキス、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に
豚肉、鶏肉、大豆、小麦、魚介類を含む）

小麦・乳

1000円

【麺】小麦粉、食塩、酒精、ソルビット、かんすい、焼成Ca、クチナシ色素、加工澱粉（打粉）【つけ麺つゆ】ポークエキ
ス、しょうゆ、砂糖、チキンエキス、食塩、醸造酢、混合ぶし（粉粉）、そうだかつお（粉粉）、にぼし、（粉粉）、調味料（ア
ミノ酸）、アルコール、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦、さば、大
60日 豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）【醤油スープ】醤油、食塩、動植物油脂、チキンエキス、糖類（果糖ぶどう糖、砂糖）、
ビーフエキス、たん白加水分解物、野菜エキス、デキストリン、酵母エキス、魚介エキス、ポークエキス、香辛料、調味
料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素、酸味料、（原材料の一部に小麦、乳を含む）

小麦・乳

小麦、乳

14

新宿中村屋 おすすめセット

1100円

【国産牛肉のビーフカリー】野菜・果実（玉ねぎ、じゃがいも、りんご、にんにく）、牛肉、ソテーオニオン（玉ねぎ、にんじ
ん、ラード、その他）、食用油脂（牛脂、ラード）、トマトペースト、ビーフエキス、砂糖、カレー粉、小麦粉、オニオンパウ
ダー、食塩、クリーム（乳製品）、デーツピューレ、酵母エキス、香辛料、香味油、りんご酢、着色料（カラメル）、加工で
ん粉、ｐＨ調整剤、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽出物 【4種の国産野菜の野菜カリー】ソテーオニオン、野菜（じゃが
540日 いも、にんじん、しょうが、にんにく）、クラッシュトマト、揚げカボチャ、金時豆、なたね油、ココナッツミルク、トマトペース
ト、砂糖、カレー粉、カシューナッツパウダー、香辛料、こんぶエキス、食塩、白菜エキスパウダー、チキンエキス、酵母
エキス 【国産牛肉のビーフハヤシ】野菜（玉ねぎ、にんにく）、牛肉、デミグラスソース、トマトケチャップ、発酵調味
料、小麦粉、食用油脂（ラード、なたね油、牛脂）、ビーフエキス、砂糖、オニオンパウダー、水飴、クリーム（乳製品）、
食塩、赤ワイン、酵母エキス、香辛料、増粘剤（加工でん粉）、着色料（カラメル）、（原材料の一部に鶏肉を含む）

15

華味鳥 手羽元カレー4食セット

1250円

２年 ペースト、しょうゆ、酵母エキス、バター、香辛料、チャツネ、ポークエキス、生姜ペースト、にんにくペースト／カラメル

鶏手羽元（九州産）、野菜（玉ねぎ、人参）、豚脂、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

小麦、乳

色素、パプリカ色素、酸味料、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

16

瀬戸田レモン

1350円

365日 果糖ぶどう糖液糖、レモン、はちみつ、レモン果汁、酸化防止剤（ビタミンC）

なし

【りんご味】異性化液糖、りんご果肉、りんご濃縮果汁、還元水あめ、砂糖、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、酸
化防止剤（ビタミンC、酵素処理ルチン）【ピーチ味】異性化液糖、白桃ピューレ、白桃果肉、ピーチ濃縮果汁、還元水あ

17

すりおろしゼリー ミックス

1040円

180日 め、砂糖、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC、酵素処理ルチン）【洋梨味】異性化液糖、

なし

洋梨果肉、洋梨濃縮果汁、還元水あめ、砂糖、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンC、酵素
処理ルチン）、着色料（ベニバナ黄色素）

18

クラッシュド コーヒーゼリー

680円

19

泉種平切りほしいも

1100円

20

名代 三色せんべい

1080円

365日 コーヒー、砂糖／ゲル化剤（増粘多糖類）

なし

冷暗所にて さつまいも
60日

【ピ－ナッツ】小麦粉、ピーナッツ、砂糖、マ－ガリン、鶏卵、食塩【白ごま】小麦粉、砂糖、白ごま、マ－ガリン、鶏卵、食

90日 塩【ア－モンド】小麦粉、砂糖、マ－ガリン、鶏卵、ア－モンド、食塩／添加物【ピ－ナッツ】膨張剤【白ごま 】膨張剤【ア

小麦、卵、落花生

－モンド】膨張剤

21

無選別かりんとう

680円

【そばかりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、そば粉、そばの葉粉末、食塩、イースト、膨張剤 【くるみかりん】小麦
粉、砂糖、植物油脂（米油）、くるみ、食塩、膨張剤 【白かりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、ごま、食塩、膨張剤

60日 【黒かりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、加工黒糖、食塩、膨張剤 【鮭の中骨】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、

小麦、そば

加工黒糖、鮭の中骨、食塩、カラメル色素、膨張剤

もち米（国産）、植物油脂、レモンビネガーシーズニング（砂糖、食塩、その他）、レモン果汁パウダー（国産）、食塩、酵

22

好きっとレモンあられ

630円

210日 母エキス、粉末醸造酢、調味料（アミノ酸等）、クチナシ色素、酸味料、香料、甘味料（スクラロース）、香辛料抽出物、
（原料の一部に大豆を含む）

ふき、胡瓜、生姜、漬け原材料{しょうゆ、アミノ酸液、糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、水飴）醸造酢、とうがらし、ごま、

23

ふきのピリ辛漬

740円

４ヶ月 食塩｝、調味料（アミノ酸等）、酸味料、とうがらし抽出物

小麦

24

信田いわし角煮

1380円

360日 いわし、砂糖、醤油、食塩(原材料の一部に小麦を含む）

小麦

25

うまくて生姜ねぇ

620円

26

さば大根おろし煮２個セット

580円

27

ハニーバターアーモンド

1680円

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

小麦

野菜（だいこん、長ねぎ）、さば、醤油（小麦を含む）、砂糖、でん粉、本みりん、植物油、醸造酢、食塩、コンブエキス/

小麦

1年 トール、調味料（アミノ酸等）（原材料の一部に小麦、大豆含む）

1095日 増粘剤（グァーガム）

アーモンド（アメリカ産）、ハニーバターシロップ（砂糖、水飴、はちみつ）、ハニーバターシーズニング（ハニーバター味
パウダー（砂糖、塩、バターミックスパウダー、ミルククリームパウダー、その他）、結晶果糖、全粉乳、その他）、粉糖、

1年 バター、精製塩/二酸化ケイ素、甘味料（ステビア、カンゾウ）、調味料（核酸）、香料、乳化剤、リンゴ酸、（一部に乳、大

乳

豆を含む）

28

そら豆スナック レーズンミックス

29

バランスパワー BIG 果実たっぷり

960円

1030円

120日 そら豆（オーストラリア産）、レーズン（アメリカ産）、植物油脂、食塩

レーズン、小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖結合水飴、りんご加工
品、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤（大豆由来）、酸味料、膨張剤、ピロリン酸鉄、着色

1年 料（カロチン、パプリカ色素、ターメリック色素）、増粘剤（ペクチン：オレンジ由来）、ナイアシン、酸化防止剤（V.C）、パ

なし

小麦、卵、乳

ントテン酸Ca、香料（乳由来）、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.B12

30

ミックスカレーのおせんべい （大袋）

630円

31

黒糖ドーナツ棒 （火の国支援パッケージ）

750円

32

カレーカシュー

960円

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
120日 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）

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

90日 剤

小麦、乳、えび

小麦、卵

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、

150日 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、（原材料の一部に乳、

小麦、乳

大豆、鶏肉、豚肉、さばを含む）

33

毎日元気

1380円

150日 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）

34

食塩無添加 素焼きミックスナッツ

1320円

180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ

35

さかなっつハイ！

1450円

180日 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

小麦、乳

落花生

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

えび、落花生

む）

36

大地の恵み ナッツ＆フルーツ

980円

37

君たちはどう生きるか マンガ版

1320円

38

安室奈美恵/ Ｆｉｎａｌｌｙ ＣＤ

3380円

39

パンダせんせいスタンプ

2600円

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

150日 脂、調味料（アミノ酸等）

なし

40

キユーピー元気セブン ３０袋

3500円

1060円

ゼラチン、コーンスターチ、食用卵殻粉、EPA含有精製魚油、植物油脂、ビタミンE含有植物油、デキストリン、リゾレシ
チン含有卵黄油、DHA含有精製魚油、還元麦芽糖水飴、卵黄油、サメ軟骨抽出物、マンガン含有酵母、コエンザイム
Q10、セレン含有酵母、亜鉛含有酵母、クロム含有酵母、モリブデン含有酵母、中鎖脂肪、ビタミンC、グリセリン、ミツ
360日 ロウ、酸化マグネシウム、結晶セルロース、ナイアシン、ショ糖脂肪酸エステル、マリーゴールド、パントテン酸カルシウ
ム、トマトリコピン、ビタミンB1、クエン酸鉄ナトリウム、パーム油カロテン、ビタミンB6、ビタミンB2、グルコン酸亜鉛、トウ
モロコシたん白、酸化防止剤（ビタミンE）、グルコン酸銅、ビオチン、葉酸、カルナウバロウ、ビタミンB12、ビタミンD3（原
材料の一部に大豆を含む）

< メロン小町 >
メロンフラワーペースト、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 ／ 加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテン）、（一部に小
麦・卵・乳成分・大豆を含む）
< おぐら小町 >
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、乳化剤、麦芽
エキス、酵母、植物油脂、(原材料の一部に大豆を含む)
< デニッシュチョコ >
小麦粉、チョコレートフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、マーガリン、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、ココアパ
ウダー、脱脂粉乳、加工デンプン、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、（原
材料の一部に大豆を含む）
< デニッシュレモンヨーグルト >
小麦粉、ヨーグルト風味フラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、砂糖漬レモンピール（レモンピール、砂糖、水飴、ブラ
３５日 ンデー）、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 ／ 加工デンプン、ｐ
Ｈ調整剤、乳化剤、香料、増粘多糖類、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
< デニッシュオレンジヨーグルト >
小麦粉、ヨーグルト風味フラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、砂糖漬オレンジピール（オレンジピール、砂糖、水飴、
ホワイトキュラソー）、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 ／ 加工
デンプン、ｐＨ調整剤、乳化剤、香料、増粘多糖類、（一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・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)
< 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、加
工デンプン、着色料（カラメル）、脱脂粉乳、食塩、香料、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、ｐＨ調整
剤、（原材料の一部に大豆を含む）

41

コモパン夏期限定セット

42

焼えび

860円

180日 えび、砂糖、食塩、唐辛子、ソルビット、調味料（アミノ酸）

43

小魚の詰め合わせ

620円

120日 ビット、調味料（アミノ酸） 【焼こあじ】しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット 【おつまみいわし】かたくち

卵

小麦、卵、乳

えび

【炙り焼かわはぎ】かわはぎ、砂糖、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸） 【炙り焼こいわし】いわし、砂糖、食塩、ソル

なし

いわし

ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、食塩、ブラックペッパー、安定剤（加工でん粉）、乳化剤、調味料（ア
ミノ酸）

44

ブラックペッパー焼チーズ

1020円

120日

45

コーンラーメンガーリックペッパー味

1000円

150日 シュエキス、麦芽糖/調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

小麦

46

鶏のささみ くんせい 黒胡椒味

1580円

180日 鶏肉、食塩、香辛料

なし

47

三陸産 茎めかぶ 梅しそ味

720円

180日 料（アミノ酸等）、乳酸カルシウム、香料

48

ラクレットチーズポップコーン

370円

180日 脂、食用精製加工油脂、乳糖、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ホエイたんぱく質濃縮物、食塩、乳化剤、香料、パプ

小麦粉、とうもろこし、植物油、ラード、肉エキス、醤油、食塩、にんにく、胡椒、糖類、野菜エキス、酵母エキス・フィッ

湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、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

乳

えび

ポップコーン（とうもろこし〈遺伝子組み換えでない〉、植物油脂、食塩）、プロセスチーズパウダー、豚脂、食用植物油

乳

リカ色素、酸化防止剤（V.E）

チョコレート、ドライアップル（リンゴ、砂糖）、マーガリン、液鶏卵、牛乳、砂糖、小麦粉、加糖卵黄、ココアパウダー、果
実酒、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.C、V.E）、酸味料、クエン酸、着色料（カロチン）、（原材料の一部に大豆を含む）

49

森ショコラ

490円

80日

50

おばあちゃんの焼こあじ

510円

5ヶ月 しまあじ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット

51

ししゃもきくらげ

500円

365日 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）V、B1

52

リンゴバター

500円

８ヶ月 りんご（国内産）、砂糖、バター、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

53

スタミナ源たれ プレミアム

500円

54

のり天ゆずすこ味 2袋セット

500円

120日

55

黒わらび餅

500円

180日 料

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、

小麦、卵、乳

なし

小麦

乳

しょうゆ（小麦を含む）、りんご加工品、砂糖、玉葱、生姜、発酵調味料、にんにく、りんご酢、みそ、料理酒、香辛料（ア

小麦

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）

小麦・卵・乳

５４０日 ミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん、増粘剤多糖類）、甘味料（ステビア）、ビタミンＢ１

<黒わらび餅>砂糖、黒糖蜜（黒糖：沖縄県産）、本わらび粉、ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カラメル色素、香
<黒きな粉>大豆、砂糖、黒胡麻、黒米、黒豆、黒松の実、黒かりん

なし

