
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

1 よいとまけ１切れ詰め合わせ 960円 45日

【ハスカップ】砂糖（国内製造）、鶏卵、ミックスジャム（水あめ、あんず、砂糖、みかん）、小麦粉、ハスカップ、水あめ、
発酵調味料、蜂蜜、レモン果汁、オブラート／トレハロース、膨張剤、酸味料、ゲル化剤（ペクチン）、増粘剤（キサンタ
ンガム）、乳化剤、（一部に小麦・卵・りんご・大豆を含む）
【りんご】砂糖（国内製造）、鶏卵、小麦粉、りんごジャム（砂糖、りんご）、りんご、水あめ、希少糖含有シロップ、りんご
果汁、レモン果汁、発酵調味料、蜂蜜、オブラート／トレハロース、ソルビトール、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、香
料、膨張剤、着色料（アカダイコン、ベニバナ黄）、乳化剤、リン酸Ｃａ、酸化防止剤（Ｖ.Ｃ）、（一部に小麦・卵・りんご・大
豆を含む）

小麦、卵

2 チョコ南部 1240円 180日
チョコレート（国内製造）、小麦粉、落花生、でん粉、砂糖、食塩／乳化剤、重曹、香料、（一部に小麦・落花生・乳成分・
大豆を含む）

小麦、乳、落花生

3 侍ハーバー勝栗抹茶 1166円 61日
白あん（生白あん、砂糖、栗ペースト、その他）（国内製造）、小麦粉、栗甘露煮、砂糖、鶏卵、加糖卵黄、クリーム（乳
製品）、水あめ、抹茶、バター、黒糖、希少糖含有シロップ、植物油脂、寒天、イチョウ葉抽出液　／　増粘剤（加工デン
プン、増粘多糖類）、膨脹剤、香料、酸化防止剤（V.C）、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・乳成分を含む）

小麦、卵、乳

4 名古屋ふらんす　矢場とんメープルショコラ味 760円 60日
砂糖（グラニュー糖（国内製造）、メープルシュガー）、液卵白（卵を含む）、アーモンド、水あめ、小麦粉、ショートニン
グ、準チョコレート、もち粉、牛乳、ココアパウダー、粉末油脂、乾燥卵白、でん粉、食塩／トレハロース、乳化剤（大豆
由来）、香料、環状オリゴ糖、カゼインNa、酸化防止剤（V.E）

小麦、卵、乳

5 五郎島金時すいーとぽてと 1250円 75日

さつまいも(インドネシア産、石川県産五郎島金時10％）、粉糖、ぶどう糖、マーガリン、乾燥あん(インゲンマメ）、乾燥
卵黄、卵黄、小麦粉、餅粉、こんにゃく粉加工品（こんにゃく粉）、乳等を主要原料とする食品、サツマイモパウダー加工
品（サツマイモパウダー、デキストリン）、味醂/膨張剤、香料、着色料、(クチナシ）、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含
む）

卵、乳、小麦

6 特選和三盆糖長崎五三焼かすてら 形おとし 500円 ３0日 赤字でお願いいたします鶏卵、砂糖、小麦粉、こち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖 小麦、卵

7 茨城のほしいも　べにはるか 1250円 60日 さつまいも（茨城県産） なし

8 お百姓さんが作ったスイートポテト むらさき芋 950円 45日
さつまいもペースト(さつまいも、砂糖)、栗ペースト（栗、砂糖）、栗甘露煮（栗、砂糖）、加糖卵黄、砂糖、生クリーム、バ
ター、マロンペースト加工品（果糖ぶどう糖液糖、マロンペースト）、トレハロース、着色料（クチナシ、カラメル）、香料

卵、乳

9 モンシェリー　焼きモンブラン 1230円 40日 栗、塩、バター、植物油脂、卵、濃厚牛乳、保存料（グリシン） 卵、乳

10 ブラックサンダー　至福のバター 1050円 300日

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、砂糖、バター、
カシューナッツ、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)、ココア
クッキー、アーモンド、植物油脂、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、バターオイル、ホエイパウダー、小麦全
粒粉、食塩、コーンスターチ、ぶどう糖、脱脂粉乳、全粉乳／膨張剤、乳化剤（大豆由来）、香料、甘味料（ソルビトー
ル）

小麦、乳

11 ヘーゼルモカチョコ 730円 365日
チョコレート（砂糖、ココアバター、植物油脂、全粉乳、クリームパウダー、脱脂粉乳、コーヒー）（国内製造）、粉糖／乳
化剤（大豆由来）、香料

乳

12 茶娘（ちゃこ）抹茶・ほうじ茶セット 1030円 90日

【抹茶】：ﾁｮｺﾚｰﾄ（ｺｺｱﾊﾞﾀｰ、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳）（国内製造）、小麦粉、マーガリン（食用植物油脂、食用精製加
工油脂、その他）、コーンスターチ、抹茶、転化糖、脱脂粉乳、乾燥卵白、水飴/乳化剤、香料、調味料（アミノ酸）、酸化
防止剤（V.E）、カロチン色素(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）【ほうじ茶】：ﾁｮｺﾚｰﾄ（ｺｺｱﾊﾞﾀｰ、砂糖、脱脂粉乳、
全粉乳）（国内製造）、小麦粉、マーガリン（食用植物油脂、食用精製加工油脂、その他）、コーンスターチ、ほうじ茶、
転化糖、脱脂粉乳、乾燥卵白、水飴/乳化剤、香料、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤（V.E）、カロチン色素(一部に小
麦・卵・乳成分・大豆を含む）

卵、乳、小麦

13 オートミール　ミニバイト 550円 365日
シリアル（小麦粉、オーツ麦粉、タピオカでんぷん粉、ぐりコースs六腑、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（グリコースシロップ、植物油脂、乳タン白）、マルトデキストリン、食塩/乳化
剤、セルローズ、香料、微粒に酸化ケイ素、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦・乳・そば・落花生

14 ハートパイミニ 1380円 300日
小麦粉（国内製造）、マーガリン、砂糖、小麦全粒粉、発行調味液、食塩、殺菌乳菌末、/香料,,着色料（カロチン色素）
（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）
（卵を使用した製品と共通の設備で製造しております）

小麦・乳・卵

15 じゃり豆 1250円 300日
種実（ひまわり（アメリカ）、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、粉末チーズ、食塩／
ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・乳成分・アーモンドを含む）

小麦、乳

16 朝のバナナカステラ　 700円 90日
砂糖類（砂糖、黒糖）、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）、濃縮レモン果汁、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）

小麦、卵

17 黒ゴマ黒糖きな粉徳用袋　 1030円 180日 黒ごま、落花生、水あめ、黒糖、ザラメ糖、きな粉、でん粉、食塩 落花生

18 キャラメルくるみチーズナッツ　 1030円 6ヶ月
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

乳

19 一杯の贅沢きのこと生姜のスープ　 1030円 12ヶ月

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）

小麦、乳



20 １３品目の野菜が摂れるスープセット 1050円 12ヶ月

【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）／増粘剤（キサン
タンガム）、酸化防止剤（V.E）、カロテン色素、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）【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）【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）

小麦、卵、乳

21 チーズかつお　 1040円 300日
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）

小麦、乳

22 贅沢なチーズ鱈　 1030円 5ヶ月
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）

小麦、乳

23 常温笹かまぼこ 1150円 180日
魚肉（米国産）、卵白、食塩、砂糖、みりん、清酒／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に卵・さば・大豆
を含む）

卵

24 あっさりサクサクのり天うす塩味 580円 180日
小麦粉（国内製造）、植物油脂、のり、でん粉、卵白（卵を含む）、食塩、香辛料、卵殻粉/調味料（アミノ酸）、香辛料抽
出物

小麦、卵

25 コモ限定冬チョコセット 1060円 35日  赤字でお願いします

【メロンパン】小麦粉（国内製造）、砂糖、クリームフラワーペースト、卵、ショートニング、パネトーネ種、ラード、マーガリ
ン、ぶどう糖、全粉乳、脱脂粉乳、デンプン分解物、食塩、麦芽エキス、酵母　／　加工デンプン、香料、膨張剤、乳化
剤、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)
【苺ミルクワッフル】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)
【クロワッサンスティックショコラ】小麦粉（国内製造）、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)
【メープルショコラータ】小麦粉（国内製造）、メープルフラワーペースト、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、水あめ、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、小麦粉調製品（小麦粉、植物油
脂）、酵母／　加工デンプン、乳化剤、香料、着色料（カラメル）、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
【チョコレートワッフル】小麦粉（国内製造）、準チョコレート、チョコレートフラワーペースト、マーガリン、砂糖、パネトーネ
種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母　／　加工デンプン、乳
化剤、香料、pH調整剤、増粘多糖類、(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)

小麦、卵、乳　

26 りんごバター 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 乳

27 函館ラーメンおんじき庭本 1100円 90日

【めん】（小麦粉（国内製造）、小麦たん白、還元水飴、食塩、油脂加工品（植物油脂、デキストリン、乳たん白、卵黄加
工品）、乾燥卵黄／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】（ラード、食塩、ポークエキス、ガラスープ、昆布エキス、醸造酢、砂糖、酵母エキス、香辛料／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

28 会津らぁ麺　うえんで 1100円 90日
【麺】（小麦粉（国内製造）、小麦蛋白、還元水飴、食塩／加工澱粉、酒精、かんすい、（一部に小麦を含む））
【スープ】（チキンエキス（国内製造）、鶏脂、食塩、果糖ぶどう糖液糖、たん白加水分解物、発酵調味料、いわし煮干し
エキス、砂糖、こしょう粉末／調味料（アミノ酸等）、酒精、着色料（カラメル、ウコン）、（一部に鶏肉を含む））

小麦

29 白ごま担々麺 1440円 180日

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）

小麦、卵、乳　

30 九州　村の柚子ポン酢 630円 １年 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 小麦

31 ごっつぁん味噌　キムチ 580円 6ヶ月
キムチ ペースト(新潟県製造)、味噌、鶏肉、にんにく、豚肉、酒粕、食塩、砂糖、 魚醤、みりん、しいたけ、唐辛子/トレ
ハロース、調味料(アミノ酸等)、 着色料(パプリカ色素)、酒精、(一部に小麦・えび・大豆・ごま・さけ・ いか・鶏肉・りん
ご・豚肉含む)

小麦、えび

32 広島れもん鍋　 830円 １年
塩麹（米麹、食塩）、発酵調味料（発酵調味料、酒精、液状ぶどう糖、食 塩）、　レモン果汁（広島県産）、還元水飴、風
味調味料、レモン果皮（広島県 産）、醸造調味料、醤油、醸造酢、生姜、にんにく、酒精、調味料（アミノ酸 等）、　酸味
料、増粘剤（キサンタンガム）、（原材料の一部に小麦、大豆、さ ば、鶏肉、ゼラチンを含む）

小麦

33 子持ちきくらげ 500円 １年 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

34 いぶりがっこと菜っぱ飯 550円 240日
野沢菜（国産）、たくあん漬（大根、砂糖、米ヌカ、食塩、醸造酢、還元水飴）、醤油、還元水飴、砂糖、たん白加水分解
物、ごま、唐辛子、鰹節粉末／調味料（アミノ酸）、酒精、カラメル色素、増粘多糖類、酸味料、（一部に小麦・大豆・ご
ま・りんごを含む）

小麦

35 塩トリュフ風味チーズあられ 1030円 150日
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、チーズﾊﾟｳﾀﾞｰ、ホエパウダー、食塩、酵母エキス）、ﾌﾞﾗｯｸペッパー/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）

小麦、乳、卵、落花生、えび

36 モスバーガーポテト　テリヤキチーズ風味 600円 185日
じゃがいも（遺伝子組換えでない）（中国）、植物油、チーズパウダー、テリヤキ風クリームチーズシーズニング、テリヤ
キバーガーシーズニング／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、乳化剤、香料、微粒二酸化ケイ素、甘味料（スクラロー
ス、ステビア、キシロース)、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉を含む）

小麦、卵、乳

37 めちゃうまラー油 600円 210日
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



38 明太マヨいか天 580円 150日

小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、するめ（いかを含む）、明太子シーズニング［粉末しょうゆ（大豆を含む）、たん
ぱく加水分解物（豚肉を含む）、ぶどう糖、ガーリックパウター、チキンパウダー、食塩、でん粉、粉末かつおぶし、酵母
エキスパウダー、明太子パウダー］、マヨネーズ風調味料（食酢、脱脂粉乳、デキストリン、卵黄、食塩、砂糖、から
し）、食塩、卵白（卵を含む）、ごま、酵母エキスパウダー／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、甘味料（ステビア）、香
料、乳化剤、着色料（パプリカ色素、紅麹、カラメル色素、カロテノイド色素）

小麦、卵、乳

39 ペヤングやきそばソースカツ　 600円 150日

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

40 じゃがってる　 1300円 180日 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

41 ヨーグルトレーズン 1220円 180日
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

42 黒糖ドーナツ棒１６本箱（火の国支援） 800円 120日 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

43 素焼きミックスナッツ　 1250円 180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ 落花生

44 さかなっつハイ！ 1400円 180日
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

45 大地の恵みナッツ＆フルーツ 970円 150日
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 野菜チーズナッツ 590円 150日

野菜クラッカー（小麦粉、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）（国内製造）、アーモンド加工品（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

47 おばあちゃんの焼こあじ 520円 5ヶ月 あじ調味干（しまあじ（ベトナム）、砂糖、食塩）／ソルビット、調味料（アミノ酸） なし

48 カレーカシュー（ポット入り） 950円 150日

カシューナッツ（インド産）、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、（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

49 カシューナッツ＆えび 550円 150日 カシューナッツ（カシューナッツ、植物油脂、食塩）（国内製造）、味付えび（えび、砂糖、食塩） えび

50 ピスタチオ好きの食塩無添加ミックス 730円 180日 ピスタチオ（アメリカ合衆国）、アーモンド、カシューナッツ、クルミ なし

51 ピスタチオカラメリゼ 680円 150日 ピスタチオ（アメリカ産）、砂糖、ごま油／香料、乳化剤（大豆由来） なし

52 キャラメルからまる贅沢クルミ 580円 180日
クルミ（アメリカ産）、砂糖、水あめ、食塩、キャラメルパウダー、植物油脂、乳製品／香料、乳化剤（一部に乳成分・ク
ルミ・大豆を含む）

乳

53 焦がしキャラメル　ナッツアーモンド 520円 180日
アーモンド（アメリカ合衆国）、砂糖、水あめ、植物油脂、食塩、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）、乳化剤（大豆由来）、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）

乳

54 焦がしキャラメル　ピカン 520円 180日
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

乳、小麦

55 焦がしキャラメル　マカデミア 520円 180日
マカデミアナッツ（グアテマラ）、砂糖、水あめ、穀物酢（小麦を含む）、植物油脂、食塩、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）、乳化剤（大豆由来）、甘味料（スクラロース、アセスルファムK）

乳、小麦

56 新潟　お米の想い　和風くっきー　　　　　　練乳味 950円 180日
小麦粉（国内製造）、砂糖、ショートニング、マ＾ガリン（卵・乳成分・大豆を含む）、米粉（新潟県産）、加糖練乳、食塩
（天日塩）、コンスターチ 小麦・乳・卵

57
クマちゃんシェフのクマの手シューラスク
プレミアムチョコレート・いちごミルクセット

1380円 180日

チョコ：全卵、小麦粉。砂糖、マーガリン。ココアバター、牛乳、全粉乳、米粉(国産)、カカオマス、ココア、天日塩、トレハ
ロース、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、バニラ香料
いちごミルク：全卵、小麦粉。砂糖、マーガリン。ココアバター、牛乳、植物油脂、脱脂粉乳、米粉(国産)、いちご、クリー
ムパウダー、天日塩、トレハロース、膨張剤、乳化剤(大豆を含む)、酸味料、香料、紅麹色素、ラック色素

小麦・卵・乳

58 シャンゴ　秘伝パスタソース　２箱 750円 540日

牛肉（オーストラリア）、デミグラスソース、りんごピューレ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、トマトケチャップ、野菜ペースト、
レーズンペースト、なたね油、小麦粉、ミルポワペースト、液糖、粒状大豆たん白、にんにく、濃厚ソース、酵母エキス、
ビーフエキス調味料、食塩、砂糖、香辛料、シーズニングスパイス、、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・り
んご・ゼラチンを含む）

小麦・乳



59 東京・巣鴨「Japanese Soba Noodle 蔦」醤油味 1150円 90日

めん（小麦粉、還元水飴、食塩／酒精、かんすい（一部に小麦を含む））添付調味料（醤油、チキンエキス、チキンオイ
ル、かつおエキス、あさりエキス、さばエキス、煮干エキス、食塩、ビーフエキス、発酵調味料、昆布エキス、砂糖、オニ
オンエキス、香味油（オリーブオイル、トリュフエキス）、酵母エキス、鯖節粉末／酒精、増粘剤（加工澱粉）、カラメル色
素、酸化防止剤（V.E）、香料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・牛肉・さばを含む））

小麦

60 神奈川　なんつっ亭　黒マー油とんこつ醤油 1150円 90日

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
/香辛料抽出物乾燥ニラ（ベトナム製造）

小麦・乳

61 人気名店ラーメン！特別４食セット 1250円
桑名

天理スタミナ
90日

桑名：【麺】小麦粉、澱粉、小麦たん白、還元水飴、卵黄、食塩、、酒精かんすい、クチナシ色素 【スープ】みそ、ポーク
エキス、ラード、豚背脂、還元水飴、食塩、砂糖、香辛料、野菜エキス、ゼラチン、酵母エキス、調味料、酒精、カラメル
色素　　天理スタミナ：【麺】小麦粉,澱粉,小麦たん白,還元水飴,食塩,酒精,かんすい,クチナシ色素【添付調味料】ポーク
エキス,醤油,ポークペースト,チキンエキス,食塩,にんにく,豆板醤,ラード,還元水飴,澱粉,酵母エキス,唐辛子,調味料(アミ
ノ酸等),酒精,増粘多糖類【炒め油】ラード,豚背油,ラー油,酸化防止剤(V.E)(原材料の一部に小麦,大豆,鶏肉,豚肉を含
む)

桑名：小麦・卵
天理スタミナ：小麦


