
1 ぶすのこぶ ５個（箱入り） ３０日

小豆、砂糖、水飴、小麦粉、卵、マーガリン、バター、寒天、食塩、みりん、トレハロース、膨
張剤、香料（原材料の一部に大豆を含む）

小麦・卵・乳

2 とろけるくっきー 6個(１袋２枚）（箱入り） ６０日
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、レモン、水飴、香料、酸味料 小麦・乳

3 毎日元気 8g×30／袋 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

4 日田焼きそば（２食入り）
焼きそば半生麺100ｇｘ2

ｿｰｽ80ｍｇｘ1
80日

麺：小麦、かんすい、食塩、クチナシ色素、酒精プロピレングリコール
中濃ソース：砂糖、野菜、果実（りんご、トマト、にんにく、その他）食塩、醸造酢、アミノ酸
液、香辛料、でん分、かつおエキス、蛋白加水分解物、酵母エキス、カラメル色素、調味料
（アミノ酸等）、保存料（パラオキシ安息香酸）、酸味料、（原料の一部に小麦、大豆含む）

小麦

5 喜多方ラーメン「さくら亭」
801.2g(めん120g×5、しょうゆ

スープ40g×3、みそスープ
40.6g×2)／箱

30日

めん〔小麦粉、食塩、還元水飴、酒精、かんすい〕、しょうゆスープ〔しょうゆ、動植物油脂、
食塩、砂糖、肉エキス(チキン、ポーク)、かえししょうゆ、香辛料、たん白加水分解物、にぼ
しエキス、野菜(玉ねぎ、しょうが)、調味料（アミノ酸等）、アルコール、カラメル色素、増粘剤
(グァーガム)、酸味料、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆、ゼラチンを
含む）〕、みそスープ〔みそ、しょうゆ、還元水あめ、動物油脂、食塩、植物油脂、にんにく、
たん白加水分解物、肉エキス、ごま、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酒精、香料、カラメル
色素、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）〕

小麦、乳

6 かもめの玉子ミニ 12個／箱 30日

白餡、砂糖、小麦粉、還元水飴、植物油脂、鶏卵、マーガリン、脱脂粉乳、水飴、乳糖、
、ココアバター、食塩、トレハロース、膨脹剤、乳化剤（大豆由来）、着色料（クチナシ）、香
料 小麦、卵、乳

7 岩手がんづきフロランタン 6個／箱 30日

小麦粉、蜂蜜、ショートニング、マーガリン、砂糖、卵、黒糖、食塩、バター、アーモンド、くる
み、食用植物油脂、ごま、乳製品、カラメル色素、膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤
（V.E）、安定剤（ペクチン）、pH調整剤、（原材料の一部に小麦、卵、乳、くるみ、ごま、大豆
を含む）

小麦、卵、乳

8 しいたけ鶏めしの素　まぜるだけ 150g(2合用)／箱 180日
椎茸（大分産）、鶏肉（九州産）、しょう油、砂糖、昆布粉末、鰹粉末、ホタテ粉末、酵母エキ
ス、塩、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 小麦

9 椎茸ふりかけ　２個セット ３５ｇ×２袋 365日

しいたけ粉末、乳糖、かつお削節、砂糖、食塩、しょうゆ、刻み昆布（昆布、醸造酢）、酵母
エキス、でん粉、のり、しいたけエキス、発酵調味料、抹茶、魚醤、（原材料の一部に小麦
を含む）

小麦、乳

10 有明海の海苔がたっぷり かつおふりかけ 120g／PET 365日

かつお削りぶし、ごま、乾のり(有明海産)、澱粉、砂糖、食塩、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、
あられ、みりん、酵母エキス、発酵調味料(鶏肉を含む)、果糖、黒糖蜜(黒糖、原料糖、液
状ぶどう糖)、デキストリン、煮干、抹茶、焼きえび、魚介エキス、粉末しょうゆ、昆布、乾し
いたけ、唐辛子、焼きあご(飛魚)

小麦、えび

11 村のゆずポン酢 360ｍｌ／瓶 １年
柚子果皮（東峰村産）、砂糖、醤油、こんぶ、魚醤、かつおエキス、酵母エキス、米酢、柚子
果汁 小麦

12 三陸産茎めかぶ　ポリュームパック 275ｇ／袋 180日
湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、砂糖、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物、酸味料
（アミノ酸等）、乳酸カルシウム えび

13 おつまみ牛たん 3個入り 40g×3袋／袋 365日
牛タン、食塩、香辛料、レモン果汁、醤油、香料、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小
麦を含む) 小麦
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14 10種ミックス うまいお豆 140g／袋 150日

砂糖、落花生、黒大豆（遺伝子組換えでない）、青大豆（遺伝子組換えでない）、エンドウ、
そら豆、かぼちゃの種、小麦粉、味噌、食塩、植物油脂、でん粉、還元水飴、醤油、もち米
粉、珈琲粉末、昆布エキス、抹茶粉末、水飴、クリームパウダー（乳成分を含む）、青さ、貝
カルシウム、加工澱粉、着色料（クロレラ末）、膨張剤、調味料（アミノ酸）、香料、乳化剤
（大豆由来）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）

小麦、乳、落花生

15 お米と米麹でつくったあまざけ 1000ml×１本 300日

甘酒（米（国産）、米麹）

なし

16 ロイズ バラエティパック［クリスマス］ 9種27個／箱 90日

【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、香料、（原材料の一部に大豆を含む）　【ロイズ
アールショコラ［ミルクココア］】砂糖、全粉乳、植物油脂、ココアバター、乳糖、ココアパウ
ダー、カカオマス、クッキー、脱脂粉乳、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含
む）　【ピュアチョコレート［スイート］】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　【ピュアチョコレート［ホワイト］】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

小麦、乳

17 ブラックサンダー 20本／箱 240日

ココアクッキー、砂糖、植物油脂、小麦粉、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、ココアパウダー、カカ
オマス、ショートニング、食塩、ホエイパウダー、甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、乳化剤、卵
殻カルシウム、香料、（原材料の一部に大豆を含む） 小麦、卵、乳

18 夕張メロンティラミスチョコレート ２４０ｇ 180日

アーモンド、砂糖、ココアパウダー、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、デキストリン、夕張メロンパウダー、脱脂粉乳、バターパウダー/乳化剤、
香料、パプリカ色素、（一部に乳成分、大豆を含む） 乳

19 ティラミスチョコ 160g（個包装紙込み）／袋 365日

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、デキストリン、ココアパウダー、脱脂粉乳、バターパウダー、乳化剤、香料、
（原材料の一部に大豆を含む）

乳

20 北海道ミルクチョコしみこみクランチ 12枚 180日

ビスケット（小麦粉、砂糖、卵、グルコースシロップ、植物油脂）、砂糖、植物油脂、全粉乳、
カカオマス、ココアバター、食塩、乳化剤、膨張剤、香料（原材料の一部に大豆を含む） 乳、小麦、卵、大

豆

21 きなこレーズン 280ｇ（個包装紙込み）／袋 150日
レーズン、砂糖、寒梅粉、黒糖、小麦粉、大豆、澱粉、粉糖、植物油／膨張剤

小麦

22 焼きモンブラン ４個入り（箱） ４０日
栗・砂糖・バター・植物油脂・卵・濃縮牛乳・保存料（グリシン・核たん白）、香料

小麦・卵・乳
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23 しもつけの国　すぃーとぽてと 6個入り（箱入り） ３５日
さつまいも、白餡、マーガリン、卵黄、砂糖、生クリーム、バター、小麦粉、洋酒、グリシン

小麦・卵・乳

24 栗プリン（３個） 107ｇ×３個 ６ヶ月
牛乳、栗ペースト(栗、砂糖）、砂糖、乳等を主要原料とする食品、洋酒、加糖卵黄、寒天、
ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類）、乳化剤、香料、ｐｈ調整剤、（原料の一部に卵、大
豆を含む）

25 べにはるか平切りほしいも 350ｇ 冷暗所にて60日
さつまいも（べにはるか種）茨城県産

26 金のポタージュスープ ２２４，４ｇ（１８，７ｇ×１２袋） １年

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、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、着色料
（ウコン・ＶＢ２）、酸味料、（原材料の一部に小麦を含む）

小麦・乳

27
化学調味料無添加
海藻スープ アソートセット

もずくスープ×3食・のりスープ
×4食・あおさ入りスープ×3食

／箱
366日

【もずくスープ】しょうゆ、還元水あめ、魚介エキス、みりん、食塩、デキストリン、こんぶエキ
ス、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウダー、具（もずく、鶏卵、ねぎ、ごま）／酸化
防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・卵・ごま・さば・大豆を含む）【のりスープ】しょうゆ、還元
水あめ、魚介エキス、みりん、食塩、デキストリン、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、し
いたけエキスパウダー、具（鶏卵、ねぎ、しいたけ、のり、ごま）／酸化防止剤（ビタミンＥ）、
（一部に小麦・卵、ごま、さば、大豆を含む）【あおさ入りスープ】チキンエキス、還元水あ
め、チキンブイヨンパウダー、食塩、しょうゆ、デキストリン、野菜エキスパウダー、酵母エキ
スパウダー、香辛料、具（あおさ、鶏卵）／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）

小麦、卵、乳
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28 美味しい瞬間みそ汁セット 10食×各1食／袋 366日

【北海道みそ　かに汁】米みそ（大豆は遺伝子組換えでない）、かに、こんぶ、ねぎ、風味調
味料（かつお）、還元水あめ、デキストリン、こんぶ粉末、甲殻エキス、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（原材料の一部にさば、魚介類を含む）【いつもの
おみそ汁　ほうれん草】米みそ、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料（かつ
お）、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、（原
材料の一部にさば、魚介類を含む）【いつものおみそ汁　根菜】米みそ、キャベツ、ほうれん
そう、ねぎ、にんじん、風味調味料（かつお）、豚脂、ブイヨンパウダー、酵母エキスパウ
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、（原材料の一部に乳成分、小麦、さば、魚介類を含む）【いつ
ものおみそ汁　長ねぎ】ねぎ、米みそ、調合みそ、風味調味料（かつお）、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、（原材料の一部にさば、魚介類を含む）【いつものおみそ汁　赤だし三つ葉入り】調
合みそ、焼きふ、風味調味料（かつお）、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、（原材料の一部に小
麦、さば、魚介類を含む）【味わうおみそ汁　焼なす】焼きなす、米みそ、調合みそ、ねぎ、
風味調味料（かつお）、みりん、デキストリン、わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキ
スパウダー、かつお節粉末、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、（原材料の一部にさば、鶏肉、魚介類を含む）【味わうおみそ汁　なめ
こ】なめこ、調合みそ、豆みそ、こんぶ、みつば、風味調味料（かつお）、しょうゆ、デキストリ
ン、かにエキス、こんぶ粉末、かつお節粉末、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防
止剤（ビタミンＥ）、酸味料、（原材料の一部に乳成分、小麦、さば、魚介類を含む）【味わう
おみそ汁　豚汁】米みそ、麦みそ、豚肉、だいこん、ポテトピューレ、ねぎ、油揚げ、ごぼう、
にんじん、風味調味料（かつお）、野菜エキスパウダー、砂糖、米油、ポークエキスパウ
ダー、豚脂、デキストリン、香辛料、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、
酸味料、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分、小麦、ごま、さば、鶏肉、魚介類を含
む）【いつものおみそ汁　野菜】米みそ、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味
料（かつお）、豚脂、ブイヨンパウダー、酵母エキスパウダー、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、（原材
料の一部に乳成分、小麦、さば、魚介類を含む）【いつものおみそ汁　ごぼう】米みそ、ごぼ
う、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料（かつお）、野菜エキスパウダー、豚脂、ポークエ
キスパウダー、わかめ、香辛料、ゼラチン、でん粉、鶏ガラエキスパウダー、調味料（アミノ
酸等）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、酸味料、（原材料の一部に乳成分、小麦、ごま、さ
ば、魚介類を含む）

小麦、乳、かに

29 大地の恵み ナッツ＆フルーツ 27袋／袋 150日
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、植物油脂、調味料（アミノ酸等） なし

30 食塩無添加 素焼きミックスナッツ 13g×25P／箱 180日
アーモンド、落花生、カシューナッツ

落花生

31 黒糖ドーナツ棒 20本／箱 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、膨張剤 卵、小麦

32 ヨーグルトレーズン 10g×30袋／箱 180日
干ぶどう、砂糖、植物油脂、全粉乳、発酵乳粉末、乳糖、ココアバター、フラクトオリゴ糖、
ビフィズス菌、乳酸菌、乳化剤（大豆由来）、酸味料、光沢剤、香料 乳

33 さかなっつハイ！ 10g×30P／箱 180日

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

34 カレーカシュー（ポット入） 190g（個装紙込み）／ポット 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） 小麦、乳

35 おばあちゃんの焼こあじ 32枚／フードパック 5ヶ月

しまあじ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット

なし
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36 野菜チーズナッツ 20袋／袋 150日

小麦粉、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、ネギ、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、炭酸カルシウム、ソルビトール、膨脹剤、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミンE） 小麦、乳

37 塩レモン王子　２個セット １７ｇ×５袋×２袋 120日

米（国産）、植物油脂、とうもろこし澱粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、落花生、レモン果
汁、香辛料、たんぱく加水分解物、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料 落花生

38 瀬戸内のり天レモン味　２個セット ８０ｇ×２袋 180日

小麦粉、植物油、のり、でん粉、卵白、レモンシーズニング、食塩、香辛料、卵殻粉、調味
料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、香辛料抽出物、微粒酸化ケ
イ素、（原材料の一部に卵を含む） 小麦、卵

39 勝浦タンタンメン　ピーナツ揚　２個セット １５ｇ×５袋×２袋 120日

もち米（国産、タイ産）、うるち米（国産）、植物油脂、ラー油（食用ごま油、唐辛子）、落花
生、かつお節、食塩、砂糖、香辛料、野菜パウダー、粉末醤油、たんぱく加水分解物、香味
食用油、デキストリン、酵母エキスパウダー、粉末油脂、加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、香料、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香辛料抽出物、甘味料（ステビア、
甘草）、（原材料の一部に小麦、乳成分、大豆、ごまを含む）

小麦、卵、乳、落
花生,

40 柿の種　濃厚カリー 210ｇ 240日

でん粉、米（国産）、カレーシーズニング、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、デキストリン、かつ
おエキス、唐辛子、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、カカオ色素、カラメル色素、香辛料
抽出物、酸味料、香料、（原材料の一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 小麦

41 金澤ブラックカレーおかき １２ｇ×８袋／箱 ６ヶ月

もち米（国内産）、マーガリン、カレー風味調味料、バター、調味料（アミノ酸等）、着色料（カ
ラメル、アナトー、ウコン）、酸味料、香料、香辛料抽出物、甘味料（ステビア）、（原材料の
一部に小麦、大豆、豚肉、鶏肉を含む） 小麦、乳

42 みゆき堂本舗　ふっくらえび塩 約14ｇ×8袋／箱 120日

植物油脂、もち米（国産）、えびシーズニング、食塩、えび、トレハロース、調味料（アミノ酸
等）、着色料（ベニコウジ、カロチノイド）、香料、リン酸Ｃａ、微粒酸化ケイ素

えび

43 ごぼう・れんこんチップス詰合せ
6袋（ごぼうチップス20g・れんこ
んチップス18g×各3袋）／袋

120日

【ごぼう】ごぼう、コーンスターチ、植物油脂、卵白、食塩、コショウ、調味料(アミノ酸等)、(原
材料の一部に大豆を含む)【れんこん】れんこん、コーンスターチ、植物油脂、フレンチドレッ
シング風調味料、食塩、卵白､調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(原材料
の一部に大豆を含む)

卵

44 きびなごの塩焼き （九州産） 100g／袋 120日
きびなご(九州産)、食塩

なし

45 おくらスナック梅かつお味 80ｇ／袋 150日
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）、炭酸Ca、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 小麦

46
俺の贅沢サラミ＆焼きチーズ
５袋セット

45ｇ×5／袋 150日

乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、植物油脂、マルトデキストリン、その他）、
サラミソーセージ、魚肉練製品の加工品（魚肉すり身、植物性たん白、その他）、焼成用
ソース(半固体状ドレッシング、水あめ、しょうゆ、醸造酢、異性化液糖、マスタードペース
ト、マスタード、ぶどう糖、その他）、香辛料、安定剤（加工デンプン、ローカストビーンガ
ム）、加工デンプン、乳化剤、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、増粘剤（加工
デンプン、増粘多糖類）、着色料（クチナシ、ウコン）、リン酸塩（Na）、香辛料抽出物、酸化
防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎａ）、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、牛
肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチンを含む）

小麦、卵、乳
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47 広島牡蠣めしの素 450ｇ 150日
かき、醤油、食塩、米発酵調味料、調味料（アミノ酸）

小麦

48 かにの旨辛ぶっかけ 85ｇ 150日
食用ごま油、かに、米発酵調味料、唐辛子、しょうゆ、フライドガーリック、食用なたね油、
豆味噌、食塩、砂糖、粉末しょうゆ、ごま、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤
（V.E.）、パプリカ色素

小麦・カニ

49 豆乳とおからのパンケーキ 2枚×10袋／箱 60日

鶏卵、小麦粉、砂糖、調整豆乳（大豆（カナダ産）（遺伝子組換えでない）、砂糖、米油、天
日塩）、マーガリン、水あめ、ぶどう糖、おから、デキストリン、食塩、コラーゲンペプチド(ゼ
ラチン）､ソルビトール、乳化剤、加工デンプン、膨脹剤、貝殻未焼成カルシウム、香料、乳
酸カルシウム、安定剤（増粘多糖類）、カロチン色素、（原材料の一部に乳を含む） 小麦、卵、乳

50 コモ人気詰合せセット冬

メロンパン（１個）、黒糖クロ
ワッサン（２個）、クロワッサン
リッチ（１個）、チョコラータ（１
個）、カフェラータ（１個）、デ

ニッシュメープルキャラメル（１
個）

３５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、ブドウ糖、全粉乳、脱脂粉乳、加工デンプン、デンプン分解物、香
料、食塩、膨張剤、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、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）
＜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）
＜チョコラータ＞小麦粉、クリームフラワーペースト、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、
ラード、グラハムクランチ、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）
＜カフェラータ＞小麦粉、コーヒーフラワーペースト、準チョコレート、砂糖、パネトーネ種、
ラード、コーヒークランチ、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、麦芽エキス、酵母、増粘多糖類、植物油脂、香料、膨脹剤、（原材料の
一部に大豆を含む）
＜デニッシュメープルキャラメル＞小麦粉、メープルキャラメル風味ファットスプレッド、砂
糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、乳等を主要原料とする食品、脱脂
粉乳、メープルシロップ、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、
着色料（カロテン）、（原材料の一部に大豆を含む）

小麦、卵、乳

51 ＣＯ・ＯＰ  鶏がらと魚介の白湯ラーメン ６９ｇ（めん５５ｇ） 180日

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、小麦たん白、たん白加水分解物、砂糖、発酵調味料、 食
塩、香辛料、粉末野菜）、かやく（キャベツ、にんじん、コーン （遺伝子組換えでない）、ね
ぎ）、添付調味料（香辛料、チキンエキス、食塩、 ポークエキス、魚介エキス、粉末野菜エ
キス、砂糖、米油、酵母エキス、 たん白加水分解物）／加工でん粉、調味料（無機塩等）、
トレハロース、炭酸Ｃａ、 増粘多糖類、かんすい、着色料（クチナシ黄色素、カロチン）、 酸
化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に乳成分・小麦・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む）
  

乳、小麦

52 ＣＯ・ＯＰ  野菜と鶏がらの醤油ラーメン ７５ｇ（めん５５ｇ） 180日

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、小麦たん白、たん白加水分解物、砂糖、発酵調味料、 食
塩、香辛料、粉末野菜）、添付調味料（チキンエキス、乳糖、香辛料、粉末しょうゆ、 酵母エ
キス、香味油脂）、かやく（チンゲン菜、コーン（遺伝子組換えでない）、 メンマ、なると）／加
工でん粉、調味料（無機塩等）、トレハロース、炭酸Ｃａ、着色料（カラメル、クチナシ黄色
素、ベニコウジ色素）、増粘多糖類、かんすい、 酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（一部に乳
成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
  

乳、小麦

53
岩手大船渡　黒船監修
秋刀魚だしラーメン

3５２g(麺120ｇ×２・スープ５６ｇ
×２）

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、
（原材料の一部に小麦、卵を含む）
スープ／だし（さんまぶし）、しょうゆ、動物油脂、食塩、煮干エキス、砂糖、肉エキス、植物
油脂、風味調味料、、調味料（アミノ酸等）、酒精、増粘剤（キサンタン）、カラメル色素、香
辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、鶏肉、含む）

小麦・卵・乳
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54 ししゃもきくらげ 内容量：190ｇ 365日

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）V、B1 大豆、小麦、卵

55 りんごバター ２００ｇ 8ヵ月
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

101 れんこんサブレー ハスだっぺ(12枚入り) 12枚 製造より180日
小麦粉、バター、砂糖、三温糖、クリーミーパウダー、鶏卵、れんこん粉末(茨城県産)、食
塩、膨張剤、香料、調味料(核酸等)、（原材料の一部に大豆を含む） 小麦・卵・乳

102 JA常陸 であえてよかった笠間の栗ジャム １５０g １年
栗（茨城県笠間市産）・グラニュー糖・ゲル化剤（ペクチン）・ラム酒

なし

103 ねぎ鯖醤油だれ　２個 100g (固形量70g)×2個 1,095日
さば、ねぎ、しょうゆ（原材料の一部に小麦を含む）、糖蜜、砂糖、でん粉、魚醤、発酵調味
料、
酵母エキス

小麦

104 さんま柚子みそ煮 ２個 180g (固形量130g) ×2個　 1,095日
さんま（国内産）、砂糖、みそ、ゆず、本みりん、でん粉、生姜、食塩

なし

105 豚バラと大根の煮物 3個 100g×3個 18ヶ月
だいこん、豚肉、しょうゆ、砂糖、みりん、かつお節エキス、生姜、昆布だし、清酒、チキンエ
キス調味料、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆を含む) 小麦

106 出汁を味わう肉じゃが 3個 100g×3個 18ヶ月

じゃがいも(遺伝子組み換えでない)、豚肉、にんじん、しょうゆ、たまねぎ、砂糖、こんにゃ
く、カツオブシエキス、食用なたね油、みりん、昆布だし、酵母エキス、増粘剤(加工でん
粉)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・豚肉・大豆を含む) 小麦

107 出汁をきかせた筑前煮 3個 95g×3個 18ヶ月
たけのこ、鶏肉、にんじん、しょうゆ、ごぼう、砂糖、しいたけ、しいたけエキス、みりん、ごま
油、昆布だし、酵母エキス、増粘剤(加工でん粉)、トレハロース、(一部に小麦・鶏肉・大豆・
ごまを含む)

小麦

108 蓮根とこんにゃくの甘辛煮 3個 100g×3個 18ヶ月

れんこん、こんにゃく、しょうゆ、砂糖、みりん、チキンエキス調味料、かつお節エキス、昆布
だし、ごま油、かつお削りぶし、酵母エキス、唐辛子／増粘剤（加工でん粉）、水酸化Ca、
（一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む） 小麦


