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

1

商品名

林家木久蔵ラーメン ３食入

税込価格

850円

賞味期間

一括表示原材料

【めん】小麦、食塩／酒精、乳酸Na、かんすい、ソルビトール、貝Ca、クチナシ色素、(一部に小麦を含む)【打ち粉】加工
デンプン【醤油スープ】しょうゆ、食塩、豚脂、たん白加水分解物、砂糖、魚介エキス、ビーフエキス、酵母エキス、たま

30日 ねぎ、魚醤、なたね油、かつおぶし、香辛料、白菜エキス、いりこ／調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、酒精、カラメル

アレルゲン

小麦

色素、増粘剤（グァーガム）、（一部に小麦、大豆、豚肉、牛肉、魚介類を含む）【のり】乾燥のり（国産）

めん：小麦粉、小麦蛋白、食塩／酒精、ソルビット、プロピレングリコール、かんすい、増粘多糖類、乳酸Na、加工でん
粉（打粉）、くちなし色素

2

あじさい塩ラーメン ３食入

1100円

45日 スープ：野菜（玉ねぎ、生姜）、食塩、動物油脂（豚脂、鶏脂）、香辛料、砂糖、ガラスープ、昆布エキス、醤油、植物油

小麦・卵

脂、ポークエキス、りんご酢、チキンパウダー／調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、甘味料（甘草）（一部に小
麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ごまを含む）

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）

3

白河ラーメン とら食堂 ３食入

1000円

90日 添付調味料（しょうゆ、畜肉ｴｷｽ、チキンオイル、食塩、酵母ｴｷｽ、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（ｸﾞｧｰｶﾞ

小麦

ﾑ）、酸化防止剤（ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ抽出物）、（原材料の一部に大豆、小麦、豚肉を含む））

4

熟成乾燥 熊本塩ラーメン ５食入

5

６種野菜のヌードルちゃんぽん風 ６個入

1000円

180日

めん（小麦粉、卵白、食塩、小麦たん白）、食塩、植物油脂、しょうゆ、たん白加水分解物、砂糖、チキンエキス、ポーク
エキス、しょうが、昆布エキス、ごま、オイスターエキス、いかエキス、香辛料、調味料（アミノ酸等）、アルコール、かん
すい、香料、クチナシ色素、増粘剤（キサンタン）、酸味料、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を
含む）

小麦・卵

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

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）

6

くまモンのベイクドドーナツ ４個入

820円

【プレーン】卵（国内産）、米粉（国内産）、砂糖、バター、牛乳、還元水飴、玄米粉（国内産）、アーモンドプードル、ガラ
クトオリゴ糖液糖、食塩／膨張剤、増粘剤（キサンタンガム）、着色料（カラメル）、香料、（原料の一部に大豆を含む）
【チョコ】卵（国内産）、米粉（国内産）、砂糖、バター、牛乳、還元水飴、チョコレート、玄米粉（国内産）、ココアパウ
90日 ダー、ガラクトオリゴ糖液糖、アーモンドプードル、食塩／膨張剤、増粘剤（キサンタンガム）、乳化剤、香料、（原料の一
部に大豆を含む）【ゆうべにいちご】卵（国内産）、米粉（国内産）、砂糖、バター、還元水飴、いちごピューレ(熊本県
産）、牛乳、玄米粉（国内産）、アーモンドプードル、いちご果汁、ガラクトオリゴ糖液糖、ラズベリー、食塩／膨張剤、増
粘剤（キサンタンガム）、着色料（紅麹、ラック）、香料、酸味料（原料の一部に大豆を含む）

7

マネケン マロンワッフル ６個入

880円

45日 末／乳化剤、香料、着色料（カラメル、カロチン）、酵素、ビタミンＣ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小

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）、栗甘露煮（栗、砂糖、水あ
め、還元水あめ、洋酒）、マロンペースト（栗、砂糖）、還元水あめ、イースト、食塩、マロンペースト加工品、アセロラ粉

卵・乳

小麦、卵、乳

麦・大豆を含む）

液鶏卵、チョコレート、砂糖、マーガリン、小麦粉、カカオマス、アーモンド加工品、ココアパウダー、クリーム、粉末オブ

8

フォンダンショコラ １個

950円

80日 ラート、水あめ、澱粉、牛乳、リキュール、膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原材料の一

小麦、卵、乳

部にオレンジ、大豆を含む）

9

六本木アマンド監修ミニバウム詰め合わせ

1000円

【アマンドラズベリーバウムクーヘン】鶏卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、水あめ、マーガリン、コーンスターチ、ラズベ
リー果汁加工品（果糖ぶどう糖液糖、ラズベリー濃縮果汁）、食用乳化油脂、乳化剤、膨脹剤、ソルビトール、酸味料、
香料、酒精、着色料（ラック、カロテノイド）、増粘剤（キサンタン）、安定剤（ペクチン）、pH調整剤、（原材料の一部に乳
成分、大豆を含む）【アマンドショコラバウムクーヘン】鶏卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、水あめ、マーガリン、コーン
120日 スターチ、準チョコレート、ココアパウダー、食用乳化油脂、乳化剤、膨脹剤、ソルビトール、香料、酒精、増粘剤（キサ
ンタン）、安定剤（ペクチン）、pH調整剤、着色料（カロテノイド）、（原材料の一部に乳、大豆を含む）【アマンドプレーン
バウムクーヘン】鶏卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、水あめ、マーガリン、コーンスターチ、食用乳化油脂、乳化剤、
膨脹剤、香料、ソルビトール、酒精、増粘剤（キサンタン）、安定剤（ペクチン）、pH調整剤、着色料（カロテノイド）、（原
材料の一部に乳成分、大豆を含む）

10

おつつみフィナンシェ

1000円

90日 工澱粉、炭酸カルシウム、セルロース、香料、乳化剤、増粘剤（カラギーナン）、酸化防止剤（ビタミンE）、調味料（無機

カスタードクリーム（植物油脂、還元水飴、砂糖、加糖練乳、卵黄、澱粉、乳蛋白）、小麦粉、メープルシュガー、マーガ
リン、卵黄、ショートニング、アーモンドプードル、うずら卵、加糖練乳、還元水飴、洋酒、食品加工用調味料、食塩／加

小麦・卵・乳

小麦・卵・乳

塩）、着色料（クチナシ、カロチン）、（一部に乳成分、小麦、卵、大豆、を含む）

チョコレート（砂糖、ココアバター、乳糖、全粉乳、植物油脂）（国内製造）小麦粉、砂糖、マーガリン、卵白、アーモンド

11

ほしいも屋さんのさつま芋ラングドシャ

950円

6ヶ月 プードル、脱脂粉乳、ほしいもパウダー、食塩/香料、乳化剤、着色料（カロテノイド）（一部に小麦、卵、乳成分、大豆、

小麦・卵・乳

アーモンドを含む）

12

とろけるクッキー 6個入り

650円

13

ふわさくブラックサンダーＷきなこ ２０本

620円

チョコレート、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、バナナ、トレハロース、オレンジピール、苺、抹茶、レモ

90日 ン、水飴、香料、酸味料

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

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、

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、全粉乳／膨張剤、乳化剤、香料

14

ロイズバラエティパック ９種２７個

15

ロイズ ポテトチップチョコレート

1177円

777円

ナッティバーチョコレート（砂糖、クッキー、ココアバター、アーモンドパフ、全粉乳、カカオマス、アーモンド、ヘーゼル
ナッツペースト、アーモンドペースト、マカダミアナッツ、カシューナッツ、ペカンナッツ、乳化剤、膨脹剤、香料、（原材料
の一部に小麦、大豆を含む））、チョコレートウエハース［ヘーゼルクリーム］（砂糖、ウエハース（小麦粉、食塩、植物油
脂、小麦胚芽）、植物油脂、カカオマス、乳糖、全粉乳、ココアパウダー、乳化剤、加工でん粉、カラメル色素、香料、膨
脹剤、（原材料の一部に大豆を含む））、チョコレートウエハース［いちごクリーム］（砂糖、植物油脂、ウエハース（小麦
粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）、全粉乳、乳糖、ココアバター、カカオマス、いちご粉末、練乳パウダー、乳化剤、加工
90日 でん粉、カラメル色素、香料、膨脹剤、（原材料の一部に大豆を含む））、ロイズアールショコラ［ストロベリー］（砂糖、全
粉乳、植物油脂、ココアバター、乳糖、カカオマス、ストロベリーパウダー、脱脂粉乳、練乳パウダー、乳化剤（ココアバ
ター、砂糖、全粉乳、練乳パウダー、脱脂粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料）、プラフィーユショコラ［ベリーキューブ］（砂
糖、ココアバター、全粉乳、水あめ、カカオマス、レッドラズベリー濃縮果汁、いちご粉末、ブルーベリー濃縮果汁、練乳
パウダー、乳化剤（大豆由来）、香料、酸味料、増粘剤（ペクチン）、アカビート色素）、ミルクチョコレートコレクション［フ
ルーティーミルク］（砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料）

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

30日 剤（大豆由来）

小麦、乳

乳

16

コモパンセレクション

1000円

「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）
「小倉小町」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)
「デニッハュクリーム」小麦粉、クリームフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、
ブドウ糖、加工デンプン、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、着色料(カロテ
ン)、（原材料の一部に大豆を含む）
「メープルワッフル」小麦粉、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、油脂加工品、パネトーネ種、転化
35日 糖、メープルシュガー、加工デンプン、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、増粘多糖類、
酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(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）
「クロワッサンリッチ」小麦粉、マーガリン、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、
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）

17

金のポタージュ

1000円

1年 チキンエキスパウダー、ビーフエキスパウダー、人参エキス、香辛料、うきみ、具（クルトン・パセリ）、香料、膨張剤、着

オノオンパウダー（淡路島フルーツ玉ねぎ）、馬鈴しょでん粉（遺伝子組換えではない）、乳糖、粉末油脂、食塩、砂糖、
チーズ、全粉乳、脱脂粉乳、マッシュポテト、食用植物油脂、酵母エキス、たん白加水分解物、クリーミングパウダー、

小麦・卵・乳

小麦・乳

色料（ウコン・ＶＢ２）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）

1100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）

18

いつものおみそ汁１０種バラエティセット

19

おくらスナック梅かつお味 ８０ｇ

20

ブラックペッパー焼チーズ ６８ｇ×２

1020円

120日 ミノ酸）

21

のり天ゆずすこ味

1000円

120日 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）

22

三陸産茎めかぶ梅しそ味 ２７５ｇ

720円

180日

23

焼えび ６８ｇ

850円

180日 えび、砂糖、食塩、唐辛子、ソルビット、調味料（アミノ酸）

24

辛子明太焼あご ８６ｇ

700円

180日 味料、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酒精、酸味料、ポリリン酸Na、着色料（紅麹）、トレハロース、酸化防止剤

620円

小麦、乳、えび

オクラ、植物油、麦芽糖、梅かつおシーズニング、食塩、梅肉パウダー、かつお節パウダー、調味料（アミノ酸等）、炭

小麦

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

乳

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

小麦・乳・卵

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
料（アミノ酸等）、乳酸カルシウム、香料

えび

150日 酸Ca、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

えび

とび魚、砂糖、食塩、乳糖（乳成分を含む）、辛子明太子粉末、唐辛子、すけそうだらの卵巣、澱粉、うるち米、発酵調

乳

（V.C)、ナイアシン、発色剤（亜硝酸Na)

小麦粉、いか、植物油、澱粉、食塩、卵白（卵を含む）、砂糖、大豆蛋白、香辛料／グリセリン、ソルビトール、調味料

25

するめ天 ４０袋

1230円

120日 （アミノ酸等）、酸化防止剤（抽出Ｖ．Ｅ）、甘味料（ステビア）、膨張剤

小麦、卵

26

毎日元気 ８ｇ×３０

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）

小麦、乳

27

抹茶アーモンド １１０ｇ×２袋

28

ナッツスナッキングカシューナッツ＆フルーツ

1100円

120日 カシューナッツ、デーツ、レーズン、バナナ、クランベリー、砂糖、ココナッツオイル、米粉、食塩、ヒマワリ油

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

820円

180日 アーモンド、粉糖（砂糖、オリゴ糖）、食用精製加工油脂、全粉乳、抹茶、食塩

乳

なし

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

乳

物）／乳化剤 （大豆由来）、光沢剤 、酸味料 、ピロリン酸鉄 、香料

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

30

さかなっつハイ！１０ｇ×３０

1350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）

えび、落花生

31

おばあちゃんの焼こあじ ３２枚

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

32

カレーカシュー（ポット入り）１９０ｇ

950円

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、

なし

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、

小麦、乳

大豆、鶏肉、豚肉、さばを含む）

33

黒糖ドーナツ棒１６本箱（火の国支援）

756円

34

素焼きミックスナッツ １３ｇ×２５Ｐ

35

大地の恵みナッツ＆フルーツ ２７袋

970円

150日 脂、調味料（アミノ酸等）

36

ピリ辛ピーナツ揚げ ６ｇ×５０袋

900円

150日 ス、蛋白加水分解物/調味料（アミノ酸等）、香料、微粒二酸化ケイ素、着色料（カロチノイド）、香辛料抽出物、甘味料

1380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

180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ

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

小麦、卵

落花生

なし

米（国産）、澱粉、植物油、落花生、食塩、香辛料、麦芽糖、ポークエキスパウダー、チキンエキスパウダー、酵母エキ

小麦、落花生

（ステビア、カンゾウ）、酸味料、（一部に小麦・落花生・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

米（国産）、澱粉、植物油、砂糖、醤油、デキストリン、はちみつ、かつおエキス、唐辛子、食塩/加工澱粉、着色料（カラ

37

揚げあられ あげまるこちゃん

810円

150日 メル、カロチノイド、ベニコウジ）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆を含む）

38

おつまみ以上、お食事未満。

800円

185日 料（アミノ酸等）、膨張剤、香料、香辛料抽出物、酸味料、リン酸Ca、カロチン色素、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆・鶏

小麦

青大豆、黄大豆、小麦粉、アーモンド、くるみ、粗糖、植物油、おからパウダー、マヨネーズシーズニング、食塩／調味

小麦、卵、乳

肉・くるみを含む）

39

いもころ

600円

150日 さつまいも、植物油、粉糖、麦芽糖/甘味料（ソルビット）

40

ミックスカレーのおせんべい １８０ｇ

620円

120日

41

じゃがバター

600円

210日 料、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、アナトー）、甘味料（ステビア）、乳化剤、（原材料の一部に小麦、乳、大

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
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、→

なし

小麦、乳、えび

餅米（国産）、植物油脂、じゃがバター醤油香味調味料（砂糖、粉末醤油、食塩、その他）、ポテトパウダー、食塩、香

小麦・乳

豆、ごまを含む

42

無選別かりんとう ３００ｇ

650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

43

茨城のほしいも（ほしこがね）

44

大江戸きんつば

45

1100円

60日 さつまいも（茨城県産）

なし

880円

30日 砂糖、小豆、小麦粉、寒天、食塩、白玉粉、山芋、乳化剤

小麦

ういろ６個入パック

560円

60日 砂糖、米粉、小豆、赤餡、澱粉、抹茶、加工澱粉、ｐＨ調整剤

なし

46

うまくて生姜ねえ

620円

47

青とう漬け ２個セット

820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

だいこん（国産）、きゅうり（国産）、生姜(国産）、青唐辛子（国産）、かつおぶし、漬け原材料【しょうゆ、ぶどう糖果糖液

4ヵ月 糖、発酵調味料、醸造酢、米こうじ、梅肉、酒精】調味料（アミノ酸等）、甘味料（スクラロース）（原材料の一部に小麦・

小麦

大豆を含む）

たこ(香川県産）、清酒、昆布エキス、砂糖、醤油、味醂、食塩、かつお節抽出物、醸造酢、酵母エキス、

48

たこめしの素

820円

18ヶ月 （一部に大豆・小麦を含む）

49

桜えびごはんの素

650円

3ヵ月 キス、（一部にえび、小麦、大豆を含む）

50

サラダにかける ふりかけ ３５ｇ×２

620円

180日 ごま、アーモンド、食塩、ゆずチップ、かつお節、砂糖、酵母エキス、しょうゆ（大豆・小麦を含む）

51

圧力IH炊飯ジャー 5.5合炊き

35500円

52

圧力IH炊飯ジャー １升炊き

38500円

53

歯ごたえのある奴

500円

150日 大豆を含む)

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、

桜えび（静岡県駿河湾産）、醤油、赤酒、みりん、昆布（北海道産）、生姜(国産）、かつお節エキス、砂糖、食塩、酵母エ

小麦

えび・小麦

小麦

いか（国産）、砂糖、醸造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸味料、酒精、リン酸塩（Na)、(原材料の一部に

なし

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

小麦

55

オニオンスープ

500円

56

大野豆（そら豆）

500円

57

ガトー・クラシック・オ・ショコラ

58

たまご屋さん手作り 焼きドーナツ（極） ６個セット

59

淡路島 朝のオニオンスープ

1000円

960円

オニオンエキスパウダー、スープストック（肉エキス：小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）、食塩、デキストリン、酵母エ
/調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメ

製造日より キス、 蛋白加水分解物、人参ジュースパウダー、澱粉、香辛料
540日 ル）、酸味料

９０日 そら豆（香川県産） 米油国産 食塩国産

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

鶏卵、マーガリン、砂糖、小麦粉、アーモンドプードル、バターミルクパウダー、コーンスターチ、食塩、ベーキングパウ

30日 ダー、香料、アナトー色素、（原材料の一部に乳・大豆を含む）

小麦

なし

小麦・乳・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

1080円

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）

60

とり野菜みそ スパウトパック

61

プチ丼 牛丼・すき焼き丼セット

780円

米みそ、醸造調味料、砂糖、魚介エキス、チキンオイル、食塩、ガーリックパウダー、チキンエキス、香辛料、酒精、調

180日 味料（アミノ酸等）

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）

62

山形鶴岡「琴平荘」醤油・味噌セット

1000円

「醤油」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） 「味噌」めん：小麦粉、食塩、還元水
100日 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：味噌、動物油脂、ソテー
オニオン、食塩、砂糖、肉エキス、魚しょう（魚介類）、りんごペースト、香辛料、ゼラチン、白菜エキス、酵母エキス/酒
精、調味料（アミノ酸等）、香料、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンE)、（一部に、大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン・
魚しょう（魚介類）を含む）

小麦・卵

