品番

商品名

1

ミレーサンド ホワイト

2

たまご屋さん手作りドーナツ

3

ゆずこしょうマヨ ２個

4

万能おかず生姜 ２袋

5

かつおめしの素 ２袋

6

高知土佐あかうしビーフカレー

7

しょうがスープ

8

きららはちみつ梅

9

いか天 レモン味

10

瀬戸田レモン

11

POM 塩と夏みかん

12

マネケン レモンワッフル

13

かむかむレモン （個包装）

14

きぬの清流 夏のさわやかレモン

原材料
ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう
糖、食塩）、ホワイトチョコクリーム（植物油脂、砂糖、脱脂
粉乳、ココアバター）／膨脹剤、乳化剤、香料、（一部に乳
成分・小麦・大豆を含む）
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
ウダー、香料、アナトー色素、（原材料の一部に乳・大豆を
半固体ドレッシング（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、柚子
胡椒、水飴、醸造酢、還元水飴/酒精、調味料(アミノ酸
等)、ph調整剤、増粘多糖類、唐辛子抽出物、(一部に卵、
小麦、リンゴ、大豆を含む）
しょうが(高知県産）、漬け原材料（醤油、砂糖、食塩、米黒
酢）、調味料（アミノ酸等）、酸味料、乳酸Ｃａ、酸化防止剤
（ビタミンＣ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
鰹、しゅうゆ（本醸造）、生姜、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発
酵調味料、カツオエキス、調味料（アミノ酸等）、（原材料の
一部に大豆・小麦を含む）
野菜（玉葱、人参）、豚脂、小麦粉、牛肉、砂糖、果実
ペースト（マンゴー、りんご）、食塩、カレー粉、トマトペース
ト、ビーフエキス、トマトピューレ、チャツネ、大豆たん白、植
物性油脂、野菜ペースト（生姜、にんにく）、香辛料、オニオ
ンパウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウ
ダー、着色料（カラメル、ココア）、増粘剤（加工でん粉）、調
味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、酸味料
デキストリン、でん粉、食塩、砂糖、生姜粉末、昆布粉末、
ほうれん草、ごま、玉ねぎ、人参、キャベツ、酵母エキス、
れんこん粉末、セロリ粉末、昆布、干し椎茸、にんにく、ブ
ロッコリー粉末、ごぼう粉末/調味料（アミノ酸等）
梅・漬け原材料[食塩・砂糖・還元水飴・蜂蜜]・調味料（アミ
ノ酸等）・酸味料・甘味料（スクラロース）・酒精・V.B1
小麦粉、植物油、澱粉（大豆を含む）、いか、魚肉すり身
（魚肉、砂糖）、食塩、ぶどう糖、卵白（卵を含む）、植物性
蛋白、砂糖、蛋白加水分解物、香辛料、酵母エキス、レモ
ンパウダー／調味料（アミノ酸等）、ソルビット、加工澱粉、
酸味料、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、乳化剤、膨張
剤、酸化防止剤（V.E）
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）
なつみかん果汁、果糖ぶどう糖液糖、食塩、酸味料、香
料、甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）、酸化防止剤
（ビタミンＣ）
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）、レモンピール洋酒漬（レモン
ピール、砂糖、洋酒、レモン果汁）、還元水あめ、イースト、
蜂蜜、レモン果汁、食塩／乳化剤、香料、酵素、酸味料、ビ
タミンＣ、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カロチン）、（一
部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）
砂糖、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）
砂糖、小麦粉、白生あん（白隠元豆）、鶏卵、レモンミンス
（レモン、砂糖、還元水飴）、還元麦芽糖水飴、水飴、マル
トース、蜂蜜、食塩／クエン酸、グリセリン、香料、膨脹剤、
ベニバナ黄色素、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に小麦・

15

16

ブルーシール クールクールプリン 3種ア
ソート

ひとくちようかん詰合わせ
【ほうじ茶】砂糖(国内製造)、白飴、オリゴ糖、ほうじ茶、寒
（狭山茶×4、ほうじ茶×4、狭山紅茶×2、 天
焼芋×2
【狭山紅茶】砂糖(国内製造)、白飴、オリゴ糖、紅茶、寒天

17

豆乳プリンミックス

18
19
20

吉野くずもち ６号
茨城のほしいも(ほしこがね)
タイ産マンゴー・トルコ産 あんずセット

21
22
23

24

25

26
27

【バニラミルク風味】牛乳、砂糖、乳等を主要原料とする食
品、加糖脱脂れん乳、洋酒、寒天、加工デンプン、香料、ゲ
ル化剤（増粘多糖類）、乳化剤、メタリン酸Na、ｐH調整剤、
増粘剤（グァー）、着色料（カロテン）、（原材料の一部に大
豆を含む）【チョコミルク風味】砂糖、牛乳、乳等を主要原料
とする食品、チョコレート、洋酒、寒天、加工デンプン、香
料、乳化剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、メタリン酸Ｎａ、ｐＨ調
整剤、増粘剤（グァー）、着色料（カロテン）、（原材料の一
部に大豆を含む）【マンゴーミルク味】砂糖、マンゴーピュー
レ、牛乳、乳等を主要原料とする食品、洋酒、寒天、ゲル
化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、着色料（カロテン）、乳
化剤、メタリン酸Na、ｐH調整剤、増粘剤（グァー）、（原材料
【狭山茶】砂糖(国内製造)、白飴、オリゴ糖、煎茶、寒天

ぶどう糖果糖液糖、砂糖、果汁（りんご、メロン、いちご）、
マンゴー、バナナ、トマト、豆乳、ラム酒、大豆、寒天、ゲル
化剤（増粘多糖類、加工デンプン）、酸味料、香料、着色料
（カロテン、アントシアニン）、pH調整剤

さつまいも(茨城県産)
トルコ産あんず タイ産マンゴー
鶏卵、砂糖、マーガリン、小麦粉、果糖ぶどう糖液糖、アー
モンド、クリーム（乳製品）、牛乳、コーンスターチ、食塩/膨
北海道生クリーム仕立てマドレーヌ
脹剤、安定剤（増粘多糖類）、香料、乳化剤、（一部に卵・
乳成分・小麦・大豆を含む）
特選和三盆カステラ
鶏卵、砂糖、小麦粉、こち粉、水飴、和三盆糖、ざらめ糖
ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、食塩、ブ
ブラックペッパー 焼チーズ
ラックペッパー、安定剤（加工でん粉）、乳化剤、調味料（ア
こんがり焼きチーズスティック：ナチュラルチーズ、植物油
脂、マルトデキストリン、魚肉すり身、でん粉、食塩、植物性
たん白、砂糖/乳化剤、ソルビット、加工デンプン、調味料
こんがり焼きチーズスティック・まろやかス
（アミノ酸）、（一部に大豆・小麦を含む）
モークチーズ セット
まろやかスモークチーズスティック：ナチュラルチーズ、植
物油脂、マルトデキストリン、鱈すり身、澱粉、食塩、植物
性たん白（大豆・小麦）、砂糖、乳化剤、ソルビット、調味料
【俺の贅沢 やわらか焼いか】いか、砂糖、食塩、しょうゆ、
たん白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料
（スクラロース、ステビア）、（原材料の一部に小麦を含む）
【俺の贅沢 燻製ローストいか＆チーズ】ナチュラルチー
ズ、いか、澱粉分解物、砂糖、ゼラチン、食塩、醸造酢、ソ
ルビット、安定剤（ローカストビーンガム）、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、リン酸塩（Na）、保存料（ソルビン酸K）【俺の
贅沢かきの醤油焼】かき、水あめ、砂糖、しょうゆ、発酵調
俺の贅沢 5種アソートセット
味料、食塩、みりん、酵母エキス、唐辛子、増粘剤（加工デ
ンプン）、調味料（有機酸等）、（原材料の一部に小麦を含
む）【俺の贅沢 ほたての照焼】ほたて貝、てりやきのたれ
（しょうゆ、砂糖、発酵調味料、その他）、発酵調味料、たん
白加水分解物、かつお節エキス、植物油脂／ソルビット、ト
レハロース、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、
（一部に小麦・大豆を含む）【俺の贅沢 子持ち焼ししゃも】
カラフトシシャモ、砂糖、食塩／ソルビット、調味料（アミノ酸
鶏皮（国産）、米油（国産）、デンプン（北海道産）、上用粉、
プレミアム とりかわ サクサク揚げ
塩（沖縄県産）、鶏ガラスープ（国産）、コショウ、酵母エキス
炙りあんこう わさび味

28

ほたるいか

29

ししゃもきくらげ

30
31
32

いわしやわらか炊き

33

34
35
36
37
38
39

40

41

42

43

ほたるいか（石川県産）、食塩、砂糖、魚醬油（いかを含む）
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
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
いわし、醤油、（小麦、大豆を含む）、還元水飴、ぶどう糖発
酵調味液、砂糖、醸造酢、生姜、唐辛子、トレハロース

スペシャル夏セット
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
カシューナッツ、アーモンド、バナナ、砂糖、ココナッツオイ
大地の恵み ナッツ＆フルーツ
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）
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、
カレーカシュー
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、
大豆、鶏肉、豚肉、さばを含む）
食塩無添加 素焼きミックスナッツ
アーモンド、落花生、カシューナッツ
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
さかなっつハイ！
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
おばあちゃんの焼こあじ
しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット
砂糖、乳等を主要原料とする食品、果肉（みかん、パイ
ン）、洋酒、水飴、ゲル化剤（増粘多糖類、加工デンプン）、
プチ 白くまくんゼリー （練乳風味）
香料、乳化剤、pH調整剤、リン酸塩（Na）、（原材料の一部
に卵、大豆を含む）
湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、砂糖、梅酢、食塩、デキスト
三陸産 茎めかぶ ボリュームパック 梅しそ
リン、みりん、さとうきび抽出物、酸味料、ソルビトール、調
味
味料（アミノ酸等）、乳酸カルシウム、香料
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
ぎ、ねぎ、赤ピーマン、にんじん、キャベツ）、食塩、でん
野菜チーズナッツ
粉、イースト、食物繊維、大豆たん白／乳化剤、炭酸カル
シウム、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）
【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
無選別 かりんとう
りん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、ごま、食塩、膨張剤
【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）、
加工黒糖、鮭の中骨、食塩、カラメル色素、膨張剤
そら豆、寒梅粉、小麦粉、ザラメ糖、水飴、デキストリン、食
塩、ポークエキス、黒胡椒、しょうゆ、植物油脂、ひはつ、/
美ら豆 島胡椒味
加工澱粉、重曹、調味料、（アミノ酸等）（原材料の一部に
卵、豚肉、大豆由来成分含む）
カシューナッツ、砂糖、小麦粉、寒梅粉、食塩、黒胡椒、か
つお節エキス、メープルシュガー、調味料（アミノ酸等）、加
クリスピーカシュー黒胡椒味
工澱粉、膨張剤、香辛料抽出物、（原材料の一部にさば、
大豆、豚肉を含む）
黒糖ドーナツ棒（火の国支援）
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タコスせんべい

45

じゃがキング

46
47

揚げ塩落花生 ２個セット
味噌まころんプレミアム

48

６種野菜のちゃんぽん

49

坦々冷麺

50

喜多方ラーメン プレミアム 厚み 2食

51

水戸ラーメン ふる川

52

秋田 生十郎兵衛つけ麺

53

もっこす亭 四川風胡麻冷やし中華

54

ニューダニ捕獲シート

うるち米（国産）、香味調味料（水あめ、しょうゆ、グリーンカ
レーペースト、デキストリン、その他）、植物油脂、トマトパ
ウダー、チリパウダー、スイートコーンパウダー（北海道
産）、コンソメシーズニング、粉糖、粉末酢、食塩、カフィル
ライムパウダー、オニオン粉末、レッドカレーシーズニング
／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸
等）、乳化剤、香料、酸味料、カロチノイド色素、甘味料（ネ
オテーム）、（一部に小麦・乳成分・えび・大豆・鶏肉・豚肉
じゃがいも、植物油、バター風味調味料（砂糖、全粉乳、食
塩、ぶどう糖、蛋白加水分解物）、食塩、昆布エキス、調味
料（アミノ酸等）、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）
落花生（中国産）、植物油、食塩/調味料（アミノ酸）
落花生、砂糖、卵、みそ（大豆を含む）、膨張剤
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）
【めん】小麦粉(国内製造)、でん粉、食塩／加工でん粉、酒
精【タレ】水あめ、ねりごま、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂
糖、たんぱく加水分解物、みそ、ごま油、食塩、醸造酢、酵
母エキス、香味油、香辛料、かつお節粉末／調味料（アミノ
酸等）、酸味料、増粘剤(タマリンド)、パプリカ色素、カラメ
【麺】小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工デン
プン、貝Ca、クチナシ黄色素【醤油スープ】醤油、食塩、
ポークオイル、チキンエキス、香味油、たん白加水分解物、
植物油脂、砂糖、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラ
メル色素、（原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉、ゼラチン、
豚肉を含む）【チャーシューメンマ】豚バラ肉、メンマ、しょう
ゆ、つゆ（水あめ、しょうゆ、砂糖、食塩、その他）、米みそ、
香味油、pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
（原材料の一部に小麦を含む）【乾燥ねぎ】ねぎ、ぶどう糖
麺（小麦粉（国内製造）、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、（一部に小麦・
卵を含む）スープ（食用油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキ
ス、ホタテエキスパウダー、砂糖、発酵調味料、煮干エキ
ス、さばぶし粉末、アサリガイエキス、エビパウダー/調味
料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）、クチナシ色
素、香料（一部にえび・小麦・さば・大豆・鶏・豚
麺／小麦粉、食塩、卵白、植物油脂、酒精、かんすい、焼
成カルシウム、加工澱粉、クチナシ色素、 スープ／ポーク
エキス、しょうゆ、砂糖、醤油、豚脂、食塩、かつお節粉末、
そうだかつお節粉末、イワシ煮干粉末、醸造酢、玉ねぎ粉
末／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色
素、（原材料の一部に、小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）
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/
醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ごま、食塩、なたね油、
しょうゆ、ねぎ、香辛料、豆板醤、ごま油、チキンエキス、調
味料（アミノ酸等）、パプリカ色素、香辛料抽出物、（原材料
の一部に大豆、小麦を含む）
生地：コットン１００％、誘引剤：食品添加物、粘着剤：スフ・
ゴム系粘着剤

