品番 品名

賞味期間

原材料
《あまおう苺ドーナツ棒》
小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、牛乳、苺ピューレ、還元乳糖、砂
糖、鶏卵、いちご果汁パウダー、りんご果汁パウダー、ショートニング／膨張
剤、着色料（紅麹、クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、香料

アレルゲン

《びわドーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳糖、びわ
ピューレ、鶏卵、オレンジ果汁パウダー、砂糖、ショートニング、／膨張剤、香
料、着色料（クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ、Ｖ．Ｃ）、酸味料
《嬉野茶ドーナツ》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳糖、鶏
卵、砂糖、緑茶粉末（緑茶、クロレラ）、抹茶パウダー、水あめ、ショートニング、
抹茶加工品（デキストリン、抹茶）／膨張剤、着色料（クチナシ、紅花黄）、酸化
防止剤（Ｖ．Ｅ、Ｖ．Ｃ）、香料

501 九州ご当地ドーナツ棒アソートセット

90日

《かぼすドーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳糖、か
ぼす果汁、はちみつ、鶏卵、砂糖、レモン果汁パウダー、ゆず果汁パウダー、オ
小麦・乳・卵・リンゴ・オ
レンジ果汁パウダー、ショートニング／膨張剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、香料
レンジ
《栗ドーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、糖蜜、鶏卵、砂
糖、栗ペースト（栗、砂糖）、マロンペースト加工品（果糖ブドウ糖液糖、マロン
ペースト）、はちみつ、ショートニング／膨張剤、着色料（クチナシ、カラメル）、酒
精、香料、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）
《マンゴードーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳糖、
鶏卵、マンゴーピューレ、マンゴーパウダー、砂糖、ショートニング／膨張剤、着
色料（クチナシ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、香料
《さつまいもドーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳
糖、鶏卵、さつま芋ペースト、焼芋パウダー、ショートニング／膨張剤、着色料
（クチナシ）、香料
《紅芋ドーナツ棒》小麦粉（国内製造）、還元水あめ、植物油脂、還元乳糖、鶏
卵、焼芋パウダー、砂糖、紅芋ペースト、ショートニング／膨張剤、着色料（紅
麹）、香料

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

503 生チーズ饅頭 一五九二

45日

チーズ餡（クリームチーズ、加糖練乳、生餡、白双糖、乳等を主要原料とする食
品、加糖卵黄、グルコマンナン、バター、寒天）（国内製造）、小麦粉、砂糖、マー
ガリン、全卵、蜂蜜、ショートニング／トレハロース、重曹、香料、乳化剤、酸化 小麦、卵、乳
防止剤（Ｖ．Ｅ）、安定剤（ペクチン）、アナトー色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・豚を含む）

504 うまくて生姜ねえ

1年

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）ソルビトール、調味料（アミノ酸等）（原材料の一 小麦・大豆
部に小麦、大豆含む）

505 辛くて生姜ねえ

1年

生姜（国産）、漬け原材料（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、唐辛子（ハバネロ２３％）、米酢、昆布、えごま）、ソルビトー
ル、調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

小麦・大豆

506 なみえ焼そば

90日

【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

小麦

45日

【麺】小麦粉（国内製造）、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（一部に小麦を含む）【醤油スープ】醤油（国内製造）、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、（一部に大豆・小麦・鶏
小麦
肉・豚肉・ゼラチンを含む）【チャーシューメンマ】豚バラ肉（スペイン）、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、（一部に豚肉・大豆・小麦を含む）【乾
燥ねぎ】ねぎ（中国）、ぶどう糖

２年

野菜（玉ねぎ（国産）、じゃがいも、にんじん、にんにく）、いか、カレー粉（小麦
粉、豚脂、カレーパウダー、その他）、ホタテ、えび、清酒、乳等を主要原料とす
乳、小麦、えび、大豆、
る食品、砂糖、魚醤、小麦粉、食塩／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、ポリリ
ごま、いか、
鶏
ン酸Na、ｐH調整剤、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物、メタリン酸Na、増粘多糖
肉、りんご、牛肉、豚肉
類、香料（一部に乳・小麦・えび・大豆・ごま・いか・鶏肉・りんご・牛肉・豚肉を含
む）

509 鬼辛ごっつあんカレー

2年

野菜（玉ねぎ（国産）、じゃがいも、にんじん、にんにく）、いか、カレー粉（小麦
粉、豚脂、カレーパウダー、その他）、ホタテ、えび、清酒、乳等を主要原料とす
乳・小麦・えび・大豆・ご
る食品、香辛料、赤唐辛子、砂糖、魚醤、小麦粉、加工でんぷん、食塩／調味
ま・いか・鶏肉・りんご・
料（アミノ酸等）、カラメル色素、ポリリン酸Na、pH調整剤、酸味料、乳化剤、香
牛肉・豚肉
辛料抽出物、メタリン酸Na、増粘多糖類、香料（一部に乳・小麦・えび・大豆・ご
ま・いか・鶏肉・りんご・牛肉・豚肉を含む）

510 金華サバみそ煮 ２個組

３年

さば（宮城県産）、砂糖、味噌、魚醤(鮭、食塩、その他)、 でん粉/酒精、(一部に
小麦・大豆・さけ・さば
小麦・大豆・鮭・さばを含む)

511 ごっつぁん味噌

6ヶ月

味噌(国内製造)、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、 酒精、(一部に小麦・大豆・さけ・鶏肉・豚肉含む)

10ヶ月

植物油脂（パーム油、べに花油）、米粉（新潟県産）、砂糖（北海道産甜菜）、カ
レー粉、食塩、馬鈴薯澱粉（北海道産）、酵母エキス、果汁（パイナップル、パパ なし
イヤ）、粉末トマト、麦芽エキス、別添小袋（カレー粉、香辛料）

502 黒糖ドーナツ棒 16本（火の国支援）

507 喜多方ラーメン プレミアム 厚み

508 ごっつぁんカレー （中辛）シーフード

512

おうちで学校給食カレールゥ（甘口）辛味スパイス
付き

513 パウダーライス

ホットケーキミックス

514 エゴマとカツオふりかけ

515 佐渡産番茶
516 生甘酒６袋セット【冷凍品・メーカー直送】

小麦、卵

小麦・大豆・さけ・鶏肉・
豚肉

１年

米粉（新潟県産コシヒカリ）、砂糖、粉末油脂(乳を含む)、食塩、ベーキングパウ
乳
ダー、増粘剤（グァーガム）

1年

えごま（新潟県産）、味付削りぶし（かつお削りぶし、 砂糖、食塩、その他大豆小
麦を含む）、乾のり、ごま、でん粉、 抹茶風味顆粒（鶏肉を含む）、しょうゆ、砂
小麦、大豆、ごま
糖、あられ、食塩、みりん、果糖、酵母エキス、発酵調味料、煮干、焼きえび、魚
介エキス、 黒糖蜜、デキストリン、昆布、乾しいたけ、焼あご（飛魚）

パッケージに
記載

１年

緑茶

なし

米糀、分田地域産米、二十穀米

なし

品番 品名

賞味期間

原材料

アレルゲン

517 無選別 かりんとう

60日

【そばかりん】小麦粉、砂糖、植物油（米油）、そば粉、そばの葉粉末、食塩、
イースト/膨張剤、（一部に小麦・そばを含む）【くるみかりん】小麦粉、砂糖、くる
み、植物油（米油）、食塩/膨張剤、（一部に小麦・くるみを含む）【白かりん】小麦
粉、砂糖、植物油（米油）、ごま、食塩/膨張剤、（一部に小麦・ごまを含む）【黒 小麦、そば
かりん】小麦粉、砂糖、赤糖（粗糖・糖蜜）、植物油（米油）、黒糖、食塩/膨張
剤、（一部に小麦を含む）【鮭の中骨】小麦粉、砂糖、赤糖（粗糖・糖蜜）、鮭の中
骨、植物油（米油）、食塩/膨張剤、カラメル色素、（一部に小麦・さけを含む）

518 市田柿スティック

120日

柿（長野県）／酸化防止剤(二酸化硫黄）

519 飛騨高山 有名人気店ラーメンセット

90日

【麺】小麦粉（国内製造）、小麦たん白、還元水飴、植物油、卵白粉、食塩/酒
精、加工でん粉、かん水、酸味料、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・大豆を含
む） 【塩スープ】畜肉エキス、魚介エキス、豚脂、食塩、たん白加水分解物、砂
糖、たまねぎ粉末、香味食用油、昆布エキス、そうだがつおぶし粉末、酵母エキ
ス/調味料(アミノ酸等)、酒精、加工でん粉、増粘剤(グァーガム)、酸味料、カラメ
小麦、卵、えび
ル色素、香料、(一部にえび・小麦・大豆・ごま・鶏肉・豚肉・さば・ゼラチンを含
む) 【醤油スープ】鶏脂、魚介エキス、食塩、畜肉エキス、しょうゆ、たん白加水
分解物、砂糖、かつおぶし、さばぶし粉末、昆布エキス、香辛料、いわし煮干し/
調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉・さばを含む)

520 おつまみさばチップ ブラックペッパー

365日

さば（三陸沖）、植物油、食塩、黒こしょう、白こしょう、ガーリックパウダー

なし

521 食塩無添加 素焼きミックスナッツ

180日

アーモンド、落花生、カシューナッツ

落花生

522 さかなっつハイ！

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
落花生
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

523 カレーカシュー 190g

150日

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、調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチノイ
小麦、乳
ド、ウコン）、香料、香辛料抽出物、リン酸Ca、酸味料、（原材料の一部に小麦、
乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、さば、カシューナッツを含む）

524 おばあちゃんの焼こあじ 32枚

5ヶ月

あじ調味干（しまあじ、砂糖、食塩）／調味料（アミノ酸）、ソルビット

なし

525 大地の恵み ナッツ＆フルーツ

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

526 九州 純バタークッキー

90日

小麦粉（福岡県製造）バター（宮崎県製造）アーモンド粉末、和三盆糖、砂糖、脱
小麦、乳
脂粉乳（宮崎県製造）

527 焦がしキャラメルナッツ アーモンド

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
乳
来）、甘味料（スクラロース、アセスルファムＫ）

528 ヨーグルトレーズン

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
乳
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

529 素材deプラス 甘熟王バナナチップスチョコ

300日

準チョコレート（砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオマス、ココアパウダー）（国内製
造）、バナナチップ（バナナ、ココナッツオイル、砂糖）、水あめ／乳化剤、光沢
乳
剤、香料、（一部に乳成分・大豆・バナナを含む）

120日

チョコレート（砂糖、ココアバター、カカオマス、全粉乳、植物油脂、乳糖、その
他）（国内製造）、小麦粉、マーガリン、チョコレートクリーム（植物油脂、砂糖、全
粉乳、ココアパウダー、乳糖、その他）、アーモンドクリーム（乳糖、アーモンド
ペースト、ココアバター、砂糖、植物油脂、その他）、ストロベリークリーム（植物 小麦、乳
油脂、乳糖、砂糖、その他）、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩／乳化剤、
香料、着色料（ビートレッド、カロテノイド）、（一部に乳成分・小麦・アーモンド・大
豆を含む）

180日

カカオマス、砂糖、全粉乳、バター、クリーム／乳化剤、香料、（一部に乳成分・
乳
大豆を含む）

532 ロイズ アールショコラ ［4種詰め合わせ］

90日

【ジャンドゥーヤ】ヘーゼルナッツプラリネペースト、油脂加工品（植物油脂、全
粉乳、砂糖、乳糖、脱脂粉乳）、砂糖、カカオマス、ココアバター、クッキー（小麦
を含む）、植物油脂／乳化剤（大豆由来）、香料【ストロベリー】ストロベリーク
リーム（植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ストロベリーパウダー、練乳パウダー、
ココアバター）、油脂加工品（植物油脂、全粉乳、砂糖、乳糖、脱脂粉乳）、砂
糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、ストロベリーパウダー／乳化剤（大豆由
来）、香料【ミルクココア】油脂加工品（国内製造）（植物油脂、全粉乳、砂糖、乳 小麦、乳
糖、脱脂粉乳）、砂糖、ココアバター、全粉乳、植物油脂、ココアパウダー、カカ
オマス、クッキー（小麦を含む）／乳化剤（大豆由来）、香料【レモン】シトラスク
リーム（植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、グレープフルーツパウダー、ココアバ
ター、レモンパウダー）、油脂加工品（植物油脂、全粉乳、砂糖、乳糖、脱脂粉
乳）、砂糖、カカオマス、ココアバター、レモンパウダー／乳化剤（大豆由来）、ト
レハロース、香料、カロチン色素

533 ロイズ ポテトチップチョコレート ［オリジナル］

30日

ポテトチップス(国内製造)(じゃがいも<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)

534 ロイズ プラフィーユショコラ [ベリーキューブ]

90日

チョコレート（国内製造）（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、ストロベリー
パウダー、練乳パウダー）、ベリーソース（水あめ、砂糖、レッドラズベリー濃縮
乳
果汁、ブルーベリー濃縮果汁）／乳化剤（大豆由来）、酸味料、香料、増粘剤
（ペクチン）、アカビート色素

530 メリーチョコレート お買得 ミルフィーユ

531

蒜山高原 クーベルチュールチョコレート ガーナカ
カオ72％

なし

乳

