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

砂糖、小麦粉、ココアバター、全粉乳、水あめ、卵白、乳等を主要原料とする食品、香味油、米粉、脱脂粉乳、苺パウ

1

さくらショコクレープ

1050円

120日 ダー、粉末卵黄、食塩、桜花パウダー、乳化剤、着色料(アカビート、カロテノイド)、香料、(原材料の一部に大豆を含

卵・乳・小麦

む)

2

ティラミスチョコ

740円

3

ショコラ生チョコキャラメルボトル

1030円

4

ロイズ ポテトチップチョコレート

777円

1ヶ月

アーモンド、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、全粉乳、水あめ、チーズパウダー、チーズ加工

乳

砂糖、植物油脂、カカオマス、全粉乳（乳成分を含む）、キャラメルパウダー(全脂加糖練乳、脱脂粉乳、砂糖、全脂粉

乳

ポテトチップス（ジャガイモ<遺伝子組換えでない>、植物油脂、食塩）、砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、乳化
剤（大豆由来）

乳

365日 品、マルトデキストリン、ココアパウダー／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

365日 乳、クリームチーズ)、脱脂粉乳、ココアパウダー／乳化剤（大豆由来）、香料

5

とろけるくっきー

650円

【ミルクチョコ】チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水
飴、ココアパウダー、でん粉/乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）【ホワイトチョコ】チョコレート
（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、でん粉/乳化剤、香
料、（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）【チョコバナナ】砂糖、マーガリン、ココアバター、カカオマス、小麦粉、
全粉乳、脱脂粉乳、コーンスターチ、バナナ、水飴、米澱粉、乳化剤（大豆由来）、酸味料、レモン果汁、香料【ミルク
９０日 ティー】砂糖、マーガリン、ココアバター、小麦粉、全粉乳、脱脂粉乳、カカオマス、コーンスターチ、アーモンド、水飴、
紅茶、米澱粉、乳化剤（大豆由来）、香料、カラメル色素【ブルーベリー】砂糖、マーガリン、ココアバター、カカオマス、
小麦粉、全粉乳、脱脂粉乳、水飴、コーンスターチ、ブルーベリー、水飴、本葛粉、乳化剤（大豆由来）、酸味料、ペクチ
ン、バニラ、香料、着色料（赤キャベツ）【カフェラテ】チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、その他）、マーガリン、
コーンスターチ、小麦粉、脱脂粉乳、水飴、コーヒー、砂糖、でん粉、リキュール/乳化剤、着色料（カラメル)、香料、酸
味料、（原材料の一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

6

ふわさくブラックサンダーＷきなこ

620円

240日 バター、植物油脂、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖）、玄米パフ（玄米粉、米粉）、砂糖、大豆パフ、植物油脂、ショートニング、

油脂加工食品（植物油脂、砂糖、きな粉（北海道産大豆100％）、全粉乳、乳糖、食塩）、準チョコレート（砂糖、植物油
脂、全粉乳、脱脂粉乳、カカオマス、ココアパウダー、乳糖、食塩）、ココアクッキー、小麦粉、チョコレート（砂糖、ココア

小麦・乳

小麦、乳

きな粉（丹波産黒大豆100％）、食塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、→

7

感謝チョコ

8

林家木久蔵東京つけめん

730円

1000円

365日 砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、植物油脂、乳糖／乳化剤、香料（一部に乳成分・大豆を含む）

【めん】小麦粉、食塩、酒精、乳酸ナトリウム、かんすい、ソルビトール、貝Ｃａ、クチナシ色素【打ち粉】加工デンプン【つ
けだれ】ポークエキス、しょうゆ、砂糖、なたね油、食塩、チキン油、かつおぶし、香味油、さばぶし、香辛料、魚介エキ

29日 ス、ゼラチン、野菜エキス、いりこ、調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、増粘剤（グァーガム）、アルギン酸ナトリウム、

乳

小麦

タラガム、キサンタンガム、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

麺/小麦粉、食塩、卵白、酒精、かんすい、トレハロース、卵殻焼成カルシウム、着色料（クチナシ黄色素） スープ/トマ

9

もっこす亭 とまとらーめん

1000円

45日 トペースト、トマトケチャプ、チキンエキス、食塩、還元水飴、トマトピューレ（熊本県産）、食用植物油、砂糖、香辛料、酵

小麦、卵

母エキス、調味料（アミノ酸等）、酒精、 （原材料の一部に卵、大豆を含む）

めん（小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、卵白、酒精、かんすい、クチナシ色素、加工澱粉）
添付調味料（動物油脂、植物油脂、食塩、肉エキス、しょうゆ、砂糖混合異性化液糖、魚介エキス、ポークブイヨン、た

10

塩ラーメン専門店ひるがお

1000円

90日 ん白加水分解物、かつお節粉末、野菜エキス、ネギエキス、香辛料、しいたけエキス、昆布エキス、調味料（アミノ酸

小麦・卵・乳

等）、酒精、酸化防止剤（ビタミンＥ），増粘剤（キサンタン）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、
ゼラチン、魚介類を含む））

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、いか、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（ポークエキス、食塩、砂糖、チキンエキス、粉末野菜エキス、魚介エキス、香辛料、たん

11

６種野菜のヌードルちゃんぽん風

700円

180日 白加水分解物、植物油脂）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、増粘多糖類、乳化剤、香料、かんすい、着

小麦、乳

色料（カラメル、クチナシ黄色素）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ｐＨ調整剤、（一部に乳成分・小麦・いか・大豆・鶏肉・豚肉
を含む）

12

博多もつ鍋

1050円

【牛もつ味付】もつ、醤油、砂糖、かつおだし、昆布だし、ガーリックパウダー、チキンオイル、ビーフエキス、ジンジャー
粉末（原材料の一部に小麦を含む） 【もつ鍋スープ】醤油、ポークエキス、食塩、チキンエキス、発酵調味料、食用植

180日 物油脂、ラード、ねぎ、アミノ酸液、香辛料、調味料（アミノ酸等）、香料（原材料の一部に小麦を含む） 【ちゃんぽん麺】

小麦

小麦粉、食塩、くちなし黄色素、卵殻焼成カルシウム、レシチン（大豆由来） 【香辛料】ニンニク、唐辛子

13

14

いつものおみそ汁１０種バラエティセット

Ｔｈｅうまみスープ ５種セット１０食

1100円

1050円

【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）

【たまごスープ】還元水あめ、チキンエキス、食塩、デキストリン、チキンブイヨンパウダー、しょうゆ、みりん、酵母エキ
スパウダー、香辛料、具（鶏卵、卵黄）／増粘剤（タマリンドガム、キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）【海藻スープ】ほたてがいエキス、しょうゆ、デキストリン、かつおエキス、食塩、砂
糖、おろししょうが、みりん、あさりエキス、具（もずく、めかぶわかめ、わかめ、ごま）／酸化防止剤（ビタミンE）、（一部
366日 に小麦・ごま・大豆を含む）【コーンスープ】スイートコーンペースト、砂糖、スイートコーンパウダー、でん粉、脱脂粉乳、
チキンブイヨンパウダー、食塩、油脂調整粉末、デキストリン、プロセスチーズパウダー、オニオンエキス、酵母エキス
パウダー、トマトパウダー、香辛料、具（スイートコーン）／増粘剤（加工デンプン）、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に乳
成分・大豆・鶏肉を含む）【トマトスープ】トマトペースト、オリーブ油、砂糖、野菜ペースト、具（オニオンソテー、フライド
ガーリック、パセリ）／増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦、乳、えび

小麦、卵、乳、えび

15

金ごま胡麻とうふ

1120円

16

浅炊きほたて

700円

17

いわしやわらか炊き

600円

18

チーズおやつカマンベール入

540円

19

瀬戸田レモン

1350円

20

雪花青

1100円

21

俺の贅沢子持ち焼ししゃも

1490円

22

とりたまバウム

23

ビアードパパのしっとり濃厚チーズケーキ

1000円

24

丹波黒豆絞り

1080円

120日 黒大豆(兵庫県産/非遺伝子組換え)、砂糖

〈小豆羊羹〉砂糖、こしあん(小豆)、寒天、食塩、安定剤(加工デンプン)
〈抹茶羊羹〉砂糖、こしあん(いんげん豆)、加糖練乳、抹茶、寒天、安定剤(加工デンプン)、カゼインNa、着色料(紅麹、
クチナシ)
〈豆乳ぷりん〉調整豆乳、還元水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、粉末卵白、ゼラチン、寒天、ゲル化剤(加工デ
180日 ンプン、増粘多糖類)、乳化剤
〈栗かのこ〉砂糖、鹿の子豆(砂糖、小豆、還元水飴)、還元水飴、栗甘露煮(栗、砂糖)、寒天、ソルビット、ゲル化剤(増
粘多糖類)、クチナシ色素
〈黒わらび〉砂糖、黒糖蜜、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、香料
〈柚子かん〉砂糖、還元水飴、柚子皮砂糖漬、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、カロテノイド色素

770円

90日 ごま、でん粉、本葛、甜菜糖

120日 ほたて（北海道産）、砂糖、醤油、生姜、（一部に大豆・小麦を含む）

60日 いわし、醤油（一部に小麦・大豆を含む）、還元水飴、ぶどう発酵調味液、砂糖、醸造酢、生姜、唐辛子、トレハロース

120日

ナチュラルチーズ、鱈すり身、でん粉（小麦を含む）、バター、食塩、大豆たん白、植物油脂／乳化剤、甘味料（ソルビ
トール）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンE）、保存料（ソルビン酸K）

小麦

小麦

小麦、乳

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）

90日

植物油脂（国内製造）、全粉乳、砂糖、小麦粉、乳糖、マーガリン、マルトース、ココアバター、脱脂粉乳、乳等を主要原
料とする食品、加糖練乳、デキストリン、ローストアーモンドペースト、ヘーゼルナッツペースト、牛乳、クリーム加工品、
レモンジュース、食塩、バター、澱粉／ソルビトール、カゼインナトリウム、乳化剤、香料、(一部に大豆・乳成分・小麦を
含む)

小麦、乳

240日 カラフトシシャモ、砂糖、食塩／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酸化防止剤（ビタミンC）

卵、砂糖、マーガリン、米粉、乳等を主要原料とする食品、コーンスターチ、ショートニング、水飴、澱粉,トレハロース、ク

卵、乳

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

小麦、卵、乳

120日 ロレラエキス、乳化剤、ベーキングパウダー、香料

45日 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)

25

菓と果 てまり

1030円

26

べにはるか平切りほしいも

1100円

60日

27

いちじく＆レーズン

700円

180日

28

野菜チーズナッツ

590円

150日 ぎ、ねぎ、赤ピーマン、にんじん、キャベツ）、食塩、でん粉、イースト、食物繊維、大豆たん白／乳化剤、炭酸カルシウ

卵・乳

小麦粉（国内製造）、アーモンド（アメリカ産）、プロセスチーズ、植物油脂、ショートニング、鱈すり身、乾燥野菜（たまね

小麦、乳

ム、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

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

29

ヨーグルトレーズン

1180円

180日 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

乳

物）／乳化剤 （大豆由来）、光沢剤 、酸味料 、ピロリン酸鉄 、香料

30

毎日元気

1350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）

31

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

32

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

33

黒糖ドーナツ棒１６本箱（火の国支援）

756円

90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

34

カレーカシュー（ポット入り）

950円

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

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）

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

35

さかなっつハイ！

1400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
む）

36

大地の恵みナッツ＆フルーツ

970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）

えび、落花生

37

素焼きミックスナッツ

1380円

180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ

38

阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒

1080円

90日 飴、ショートニング、膨脹剤、香料

39

ハニーバターアーモンドバナナ

1680円

小麦粉（国内産）、植物油脂、砂糖、還元水飴、ジャージー牛乳（熊本産）、蜂蜜、黒砂糖（沖縄産）、麦芽糖、鶏卵、水

落花生

小麦、卵、乳

アーモンド（アメリカ産）、ハニーバターシロップ（砂糖、水あめ、はちみつ）、ハニーバナナシーズニング（砂糖、ミルクク
リームパウダー、バナナ濃縮粉末、食塩、デキストリン、コーン粉末、その他）、粉糖、バター、精製塩／リン酸三カルシ

1年 ウム、二酸化ケイ素、調味料、酸味料、甘味料（アスパルテーム・Ｌ－フェニルアラニン化合物、ステビア）、乳化剤、pH

乳

調整剤、増粘剤（カラギナン、アラビアガム）、香料、シクロデキストリン、酒精、着色料（クチナシ）、（一部に乳成分・大
豆を含む）

40

かっぱえびせん いか天レモンミックス

1250円

120日 かっぱえびせん原材料：小麦粉、植物油、でん粉、えび、砂糖、食塩/膨脹剤、調味料（アミノ酸等）、甘味料（甘草）

41

マカダミアチーズナッツ

1050円

150日 マカダミアナッツ、ナチュラルチーズ、アーモンド、植物油脂、食塩

42

じゃり豆濃厚チーズ

1260円

300日 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

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

小麦、卵、えび

乳

小麦、乳

（パフリカ色素、アナトー）

43

焼ほたて貝ひも

610円

180日 ほたて貝ひも、砂糖、食塩、唐辛子、還元水飴、たん白加水分解物、調味料（アミノ酸）

44

れんこん天 からし味 ×２

610円

180日 塩、食物繊維、卵殻粉（卵を含む）、香辛料/調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、甘味料（ステビア、スクラロース）、

天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、れんこん、でん粉、からしシーズニング（小麦・大豆を含む）、食

小麦、卵、落花生

第三リン酸カルシウム、香料（落花生由来）、カラメル色素

小麦粉、植物油、のり、でん粉、ブルーチーズシーズニング、食塩、砂糖、卵白、いか、青のり（国産）、調味料（アミノ酸

45

のり天 チーズ味 ×２

550円

120日 等）、セルロース、香料、甘味料（甘草、ステビア）、ソルビット、酸化防止剤（V.C）、香辛料抽出物、（原材料の一部に、

小麦、卵、乳

乳成分を含む）

46

肉厚するめのやわらか揚げ ×2

550円

47

コモ 限定冬チョコセット

1000円

48

いぶりがっこチーズマヨ

700円

1300円

120日

[メロンパン]
小麦粉、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、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)
[メープルショコラータ]
小麦粉、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、水飴、脱脂粉乳、食塩、小麦粉調製品（小麦粉、大豆油）、麦芽エキス、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）
[クロワッサンスティックショコラ]
３５日 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）
[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）
[チョコレートワッフル]
小麦粉、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、植物油脂 ／ 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）

植物性ドレッシング、クリームチーズ、いぶり漬、鶏卵、玉ねぎ、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＢ

６０日 １）、（一部に小麦、卵、大豆、りんごを含む）

小麦、卵

小麦、卵、乳

小麦・卵・乳

辛ＭＡＸ漬：大根、漬け原料（唐辛子・しょうゆ（本醸造）、米麹、香辛料）、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に、小
麦・大豆を含む） 呑んべえ漬：きゅうり、しその実、漬け原材料（しょうゆ・還元水飴・米発酵調味液・醸造酢・唐辛子・
食塩）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、トウガラシ抽出物、香料、（原材料の一部に小麦・大豆を含む） 甘辛大根：大
120日
根、漬け原材料（還元水飴・しょうゆ・糖類（砂糖・果糖）、みそ、唐辛子、食塩、米発酵調味液、みりん、酒粕、醸造酢、
かつお混合エキスパウダー、その他）、増粘多糖類、香辛料抽出物、酸味料、ナリンジン、（原材料の一部に小麦・大
豆・さばを含む）

小麦

365日 鮭、食塩、脱脂加工大豆、小麦

小麦

49

利き辛

50

魚醤 最後の一滴 １００ml

51

ふとん乾燥機

52

洗濯マグちゃん（ブルー）外側メッシュ・バイアス：ポリエステル１００％、内袋：ナイロン１００％
1900円

53

おやつカルパス

840円

小麦粉、いか、植物油、砂糖、食塩、卵白、唐辛子、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、調味料（アミノ酸等）、ソル
ビット、甘味料（ステビア、甘草）、乳化剤、（原材料の一部に、ごまを含む）

12520円

鶏肉、豚脂肪、結着材料（粗ゼラチン、でん粉）、豚肉、糖類（麦芽糖、砂糖）、食塩、香辛料、豚コラーゲン／調味料

500円

120日 （アミノ酸）、リン酸塩（Na,K）、pH調整剤、酸化防止剤（V.C）、くん液、紅麹色素、保存料（ソルビン酸K）、発色剤（亜硝
酸Na）、（一部に鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）

木耳、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
保存料（ソルビン酸K）、V、B1

54

ししゃもきくらげ

500円

365日 造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、ｐH調整剤、香料、

55

りんごバター

500円

240日 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

小麦

乳

56

長崎 和三盆五三焼きかすてら ０，５号

1000円

３０日 鶏卵、砂糖、小麦粉、こち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖

57

ガトー・クラシック・オ・ショコラ

1000円

６０日 卵・砂糖・ダークスイートチョコ・バター・生クリーム・ココア・小麦粉

58

淡路島 朝のオニオンスープ

1080円

小麦・卵

小麦・乳・卵

バターオイル、ポークエキス、砂糖、チキンエキス、オニオンパウダー（淡路島フルーツ玉ねぎ１００％使用）、食塩、しょ

1年 うゆ、デキストリン、酵母エキスパウダー、具（玉ねぎ（淡路島産フルーツ玉ねぎ１００％使用）、パセリ）、酸化防止剤

小麦

（ビタミンE）、（原材料の一部に小麦を含む）

59

うまくて生姜ねえ

60

プチ丼 牛丼・すき焼き丼セット

640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

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）

小麦

牛丼：牛肉、たまねぎ、醤油、砂糖、発酵調味料、水飴、増粘多糖類（原材料の一部に小麦を含む） すき焼き丼：牛

1260円

1年 肉、長ねぎ、しらたき、豆腐、椎茸、醤油、砂糖、発酵調味料、かつおエキス、食塩、増粘多糖類、（原材料の一部に小

小麦

麦を含む）

61

山形鶴岡「琴平荘」醤油４食入り

1000円

100日

めん：小麦粉、食塩、還元水あめ、小麦グルテン、卵白/かんすい、酒精、加工でん粉、（一部に小麦・卵を含む） スー
プ：しょうゆ、合わせだし（かつお節・さば節・煮干）、肉エキス、食塩、動物油脂、砂糖、とびうお煮干粉末、香辛料、野
菜エキス、するめ粉末、さば節粉末/調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、調味料、酸化防
止剤（ビタミンE)、（一部に小麦・いか・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦・卵

