２０１５年度 第３回 ひとり一品以上利用拡大キャンペーン 原材料一覧
№

商

品

名

規

格

原材料名

アレルゲン

賞味期限

1 ショコラ生チョコ仕立て

４９４ｇ／ポット

植物油脂、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、カカオマス、乳化剤、香料、（原材
乳
料の一部に大豆を含む）

３６５日

2 ショコラ生チョコ仕立てピーナッツチョコ

４９４ｇ／ポット

砂糖、植物油脂、カカオマス、全粉乳、乳糖、ピーナッツ、ココアパウダー、乳化
乳、落花生
剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

３６５日

3 大地の恵み ナッツ＆フルーツ

２７袋／袋

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）

１５０日

１０個／箱

チョコレート（乳糖、ココアバター、砂糖、植物油脂、全粉乳、乾燥いちご、着色
料（アカビート）、香料、乳化剤、酸味料）、ウエハース（小麦粉、でんぷん、砂
糖、植物油脂、食塩、貝カルシウム、乳化剤、着色料（紅麹）、膨脹剤、香料）
（原材料の一部に大豆を含む）

３２ｇ×５袋

いか、砂糖、食塩、醸造酢、食用植物油脂、きび砂糖、チーズ、還元でん粉糖
化物、デキストリン、還元麦芽糖水飴、乳糖、乳たん白、酵母エキス、植物たん
白加水分解物、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、酸味料、グリセリン、リン酸 乳
塩（Na）、保存料（ソルビン酸K）、甘味料（カンゾウ、ステビア）、乳化剤、香料、
カロチノイド色素、（原材料の一部に大豆を含む）

１２０日

ホテルモントレ銀座
6
隠れ家ホテルのビーフシチュー

２３０ｇ

牛肉、野菜(じゃがいも、人参)、ソテーオニオン、小麦粉、豚脂、赤ワイン、砂
糖、食塩、ビーフエキス、トマトペースト、デミグラスソースベース、ビーフ香味調
小麦
味料、香辛料、にんにくペースト、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤
(加工デンプン)、香料、（原材料の一部に大豆、鶏肉、ゼラチンを含む）

２７０日

7 ツムツム チェックスタンプ

ミニスタンプ９種、収納ケース
＜捺印サイズ：約７×７mm、収納ケース：
４．３×４．４×３．３ｃｍ＞

天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、ＳＵＳ、PET、紙

8 堂島プレミアム ミルクバームクーヘン

１個（約２６５ｇ）／箱

卵、砂糖、小麦粉、ショートニング、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、マーガリン、加
糖練乳、水飴、食用植物油脂、乳蛋白、トレハロース、膨張剤、乳化剤、香料、
小麦・卵・乳
酒精、脂肪酸、安定剤（セルロース）、増粘剤（キサンタン）、着色料（アナトー、
カロテン）、（原材料に大豆由来を含む）

６０日

9 パンてら

１個（約２４０～２８０ｇ）／箱

鶏卵、砂糖、小麦粉、果糖ぶどう糖液糖、水飴、メープルシロップ、蜂蜜、イソマ
小麦、卵
ルトオリゴ糖、香料

製造日より
３０日

10 いちごティラミスチョコレート

１３８ｇ／袋

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、乾燥いちご、デキストリン、脱脂粉乳、バターパウダー、 乳
乳化剤、香料、着色料（紅麹）、（原材料の一部に大豆を含む）

１８０日

キャラメル＆ラズベリー：６０ｇ／袋
バニラ＆ストロベリー：５５ｇ／袋

キャラメルラズベリー：カシューナッツ、砂糖、キャラメルソース、麦芽糖、水飴、
しょうゆ、食塩、でん粉、デキストリン、ラズベリー濃縮果汁、酸味料、香料、（原
材料の一部に小麦、乳、大豆を含む）
バニラストロベリー：カシューナッツ、砂糖、麦芽糖、プロセスチーズ、水飴、練 小麦、乳
乳加工品、食塩、でん粉、デキストリン、バニラペースト、いちご、いちご濃縮果
汁、香料、乳化剤、酸味料、調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチン）、（原材料
の一部に小麦、乳を含む）

１２０日

８個／箱

チョコレート、砂糖、水あめ、もち粉、ココアパウダー、卵白、ココアバター、酵素
小麦、卵、乳
（大豆由来）、乳化剤、香料、（原材料の一部に乳、小麦を含む）

４０日

4 ぷくぷくたい いちご

5 コクを楽しむ 濃厚さきいか チーズ味

11

カシューナッツセット（キャラメル＆ラズベリー・
バニラ＆ストロベリー）

12 京都ショコラ大福

―

小麦、乳

３００日

―

―

№

商
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名

規
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賞味期限

13 さとうをかけない朝食ドーナツ

２０個／箱

ミックス粉（小麦粉、糖類（砂糖、ぶどう糖）、植物油脂、植物性たん白、脱脂粉
乳、卵黄粉、食塩）、食用油脂（植物油脂、加工油脂）、鶏卵、砂糖、液糖（水あ
卵・小麦・乳
め、蜂蜜）、膨脹剤、ソルビット、乳化剤、着色料（ビタミンB2）、（原材料の一部
に大豆を含む）

14 茨城の干しいも

５００ｇ／袋

さつまいも（茨城産玉豊）

15 ブラックサンダー

２０本／箱

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 小麦、卵、乳
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）

２４０日

16 クリスプサンダーＷナッツカーニバル

２０本／箱

準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、カカオマ
ス、乳糖、食塩)、ピーナッツ、コーンパフ、コーンフレーク、米パフ、植物油脂、
アーモンドプラリネ、乳化剤、膨脹剤、香料、(原材料の一部に大豆を含む)

乳、落花生

２４０日

17 大粒焼帆立貝

９０ｇ／袋

帆立、砂糖、醤油、食塩、ソルビット、酸味料、調味料（アミノ酸等）、メタリン酸
Na、ビタミンB1、保存料（ソルビン酸K）、ホップ、（原材料の一部に大豆、小麦を 小麦、大豆
含む）

１５０日

18 ぬれいか天

９０ｇ×３袋

小麦粉、植物油、いか、醤油、砂糖、発酵調味料、でん粉、果糖ぶどう糖液糖、
還元澱粉糖化物、香辛料、たん白加水分解物、食塩、卵白、調味料（アミノ酸
小麦、卵
等）、pＨ調整剤、カラメル色素、甘味料（ステビア、カンゾウ、スクラロース）、香
辛料抽出物、乳化剤、（原材料の一部に大豆、鯖を含む）

１２０日

19 焼ほたて貝ひも

６ｇ×２０袋／箱

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、酸味料、
調味料（アミノ酸）、（原材料の一部に大豆を含む）

20 網焼いかチーズ

１５０ｇ（個包装）／袋

いか、ナチュラルチーズ、還元あめ、砂糖、植物油、醸造酢、発酵調味料、ゼラ
チン、醸造調味料、食塩、ソルビット、トレハロース、乳化剤、調味料（アミノ酸）、 小麦・乳
酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む）

１８０日

21 米沢牛入り さらみ

１７０ｇ／袋

畜肉〔豚肉（国産）、牛肉（米沢牛１００％）〕、豚脂肪（国産）、糖類（水飴、砂
糖）、還元水飴、食塩、香辛料、乳たん白、カゼインＮａ(乳由来）、調味料（アミノ 乳
酸）、リン酸塩（Ｎａ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）

１２０日

22 焼きチーズとカシューナッツ

８ｇ×２０袋／袋

カシューナッツ、プロセスチーズ、鱈すり身、でん粉（小麦を含む）、食塩、植物
油脂、食物繊維、大豆たん白、乳化剤、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）

小麦、乳

１２０日

23 アーモンドリーフ

７０ｇ(個包装紙込)／袋

水稲餅米（国産）、アーモンド、砂糖、植物油、ココアパウダー、全粉乳、乳糖、
カカオマス、醤油、昆布エキス、鰹エキス、醗酵調味料、バターオイル、調味料
小麦、乳
（アミノ酸等）、乳化剤、香料、着色料（カラメル色素）、加工澱粉、(原材料の一
部に乳、大豆、小麦、サバを含む)

１５０日

24 オニオンチップフライ

３０ｇ×１０袋／袋

植物油、小麦粉、オニオンペースト、オニオンパウダー、でん粉、デキストリン、
砂糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エキスパウダー、粉末酢、加工でん粉、 小麦
調味料（アミノ酸等）、リン酸Ｃａ、酸味料

１２０日

25 食塩無添加クラッシーミックスナッツ缶

３６０ｇ／缶

アーモンド、カシューナッツ、クルミ、マカデミアナッツ、ピカン、ピスタチオ

26 ヨーグルトレーズン

１０ｇ×３０袋／箱

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
乳
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

―

―

―

６０日
冷暗所にて
６０日

１８０日

４５０日
１８０日

№
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27 ヨーグルトレーズン いちご味

９ｇ×３０袋／箱

干ぶどう、砂糖、植物油脂、全粉乳、乳糖、醗酵乳粉末、ココアバター、いちご
顆粒、フラクトオリゴ糖、いちご粉末、ビフィズス菌、乳酸菌、乳化剤（大豆由
来）、着色料（ビートレッド）、香料、光沢剤、酸味料

28 さかなっつハイ！

１０ｇ×３０袋／箱

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 落花生、えび
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）

１８０日

29 黒糖ドーナツ棒 ２０本

２０本／箱

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

９０日

30 カレーカシュー（ポット入）

１９０ｇ（個包装込）／ポット

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、（原材料の一部に乳、大
豆、鶏肉、豚肉、さばを含む）

31 素焼きミックスナッツ

１３ｇ×２５袋／箱

アーモンド、落花生、カシューナッツ

32 野菜チーズナッツ

２０袋／袋

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、
小麦・乳
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）

33 おばあちゃんの焼こあじ

３２枚／フードパック

しまあじ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット

―

１５０日

34 プレミアムドリップパックアソート

１００ｇ(各５袋×２)／袋

コーヒー豆（生豆生産国名=グァテマラ（エルインフェルト農園）/タンザニア(キカ
フ農園)）

―

３６５日

35 オーガニックバージンココナッツオイル

２７６ｇ／PET

オーガニックやし油

―

７２０日

36 やわらか三陸茎めかぶ

９０ｇ（個装紙込）×３袋

湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、砂糖、食塩、デキストリン、みりん、酸味料、ソル
ビトール、調味料（アミノ酸等）、乳酸カルシウム、さとうきび抽出物

―

１８０日

37 牛タン塩 伊達の将らーめん

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、着色
料（クチナシ）
６２０ｇ（麺重量１２０ｇ×４、スープ３ 打ち粉：加工デンプン
スープ：動物油脂、食塩、牛タンミンチ、ガラスープ、ポークエキス、たん白加水 小麦・卵
５ｇ×４）／箱
分解物、砂糖、香辛料、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン・キサンタ
ン）、酒精、酸化防止剤（Ｖ・Ｅ）（原材料の一部に牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチ
ン含む）

38 うまくて生姜ねぇ！

２４０ｇ／瓶

乳

１８０日

卵・小麦

１５０日

落花生

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
部に小麦、大豆含む）

１８０日

１５０日

１００日

１年

№

商

品

名

規

格

原材料名

アレルゲン

【しろえび】うるち米（富山県産）、植物油、砂糖、食塩、しろえびパウダー、え
び、香味油、魚介エキスパウダー、蛋白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、乳
化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、茶抽出物）、香料、着色料（カラメル）、（原材料
の一部に小麦、さば、大豆を含む）
小麦、えび
【黒コショウ味】うるち米（富山県産）、植物油、砂糖、食塩、しろえびパウダー、
えび、黒コショウ、香味油、魚介エキスパウダー、蛋白加水分解物、調味料（ア
ミノ酸等）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、茶抽出物）、香料、着色料（カラメ
ル）、（原材料の一部に小麦、さば、大豆を含む）

39 しろえび小判＆しろえび小判黒コショウ味

(１３ｇ×８袋)×２袋／袋

40 とろっちょショコラ

ミルク５個、いちご５個、抹茶５個／ ﾁ・ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂﾍﾟｰｽﾄ・抹茶・食塩・加糖ブドウ糖液糖・ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ濃縮果汁・加工ﾃﾞ
小麦・卵・乳
ﾝﾌﾟﾝ・乳化剤・香料・着色料（ﾗｯｸ・ｸﾁﾅｼ・ｶﾛﾁﾝ）pH調整剤・酸味料・増粘剤（ｷｻ
箱

賞味期限

１２０日

小麦粉・砂糖・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・植物油脂・ｱｰﾓﾝﾄﾞ・鶏卵・ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ・ﾁｮｺﾚｰﾄ・ｺｰﾝｽﾀｰ

９０日

ﾝﾀﾝｶﾞﾑ）酸化防止剤（V.E.）(原材料の一部に乳・大豆・ｵﾚﾝｼﾞを含む)

41 永平寺御用達 ごまどうふ

(ごま豆腐１１０ｇ、みそたれ１５ｇ)× ごまどうふ（胡麻、澱粉、本葛、加工澱粉）、みそたれ（別添）（みそ、砂糖、還元
水飴、みりん、ゆずペースト、胡麻、きくらげ、香辛料、調味料（アミノ酸等）、香 小麦、乳
２／袋
料、(原材料の一部に小麦、乳を含む))
めん（小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんすい、クチナ
シ色素）
添付調味料（しょうゆ、動物油脂、肉エキス、食塩、チャーシューペースト、砂
小麦・乳
糖、かつおエキス、調味油脂、香辛料、オニオンエキス、調味料（アミノ酸等）、
酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の
一部に乳成分、小麦、大豆、豚肉を含む））
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（しょうゆ、肉エキス、動物油脂、砂糖、食塩、ゼラチン、酵母エキ
小麦・卵
ス、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(加工デンプン、キサンタ
ン)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(原材料の一部に小麦、ごま、大豆、鶏肉、
豚肉、ゼラチンを含む)）

１２０日

42 富山ブラックらーめん 誠や

麺：１４０ｇ×３、スープ：５２ｇ×３／
箱

43 金澤濃厚中華そば 神仙

麺：１００ｇ×４、スープ：５６ｇ×４／
箱

44 佃煮ふりかけ 焼き鯖ひじき

１００ｇ／袋

さば、ひじき、のり、砂糖、ごま、醤油、食塩

45 カレーうどんの素

２４．２ｇ×５食／箱

オニオンソテー、オニオンペースト、豚肉、澱粉、醤油、カレー粉、砂糖、風味調
味料、トマトペースト、ラード、ねぎ、食塩、酵母エキス、ビーフエキス、酸化防止 小麦
剤（V.E）、（原材料の一部に小麦、さばを含む）

３６５日

８ｇ×２０食／箱

鶏卵､デキストリン､チキンエキス､スープベース（デキストリン､砂糖､調味チキン
パウダー､たん白加水分解物､その他）､食塩､でん粉､しょうゆ､こんぶエキス調
味料､米醸造調味料､しいたけエキス調味料､砂糖､具(かまぼこ､わかめ､ねぎ)､ 卵、乳、小麦、かに
調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤(ビタミンE)､ベニコウジ色素､カロチン色素､(原
材料の一部にかに､小麦､乳成分、牛肉、豚肉、ゼラチンを含む)

２４ヶ月

46 たまごスープ

小麦

９０日

９０日

９０日

№

商

品

名

規

格

原材料名

アレルゲン

賞味期限

47 しあわせいっぱいみそ汁

ねばねば野菜のおみそ汁：【味噌】米味噌、かつお昆布だし、増粘多糖類、着色
料(V.B2)、【具材】モロヘイヤ、ながいも、デキストリン、乾燥オクラ、ゼラチン、
(原材料の一部に大豆、ながいも、ゼラチンを含む)
ごぼうのいっぱい入った豚汁：【味噌】米味噌、人参、ごぼう、ごぼうエキス、か
つお昆布だし、動物油脂、ポークエキス、昆布エキス、植物油脂、野菜エキス、
砂糖、酵母エキス、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類、着色料(V.B2)、【具材】ごぼ
う、豚肉、油揚げ、デキストリン、でん粉、ねぎ、しいたけ、酸化防止剤(V.E)、(原
（ねばねば野菜１０．９ｇ、ごぼう豚汁１４．０ 材料の一部に小麦、大豆、豚肉を含む）
ｇ、炭火焼きなす８．７ｇ、海峡わかめ８．４ 炭火かほる焼きなすのおみそ汁：【味噌】米味噌、豆味噌、かつお昆布だし、増 小麦・卵
ｇ、ふんわりたまご９．６ｇ）×各２食／箱
粘多糖類、着色料(V.B2)、【具材】なす、有機三つ葉、砂糖、デキストリン、でん
粉、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に大豆を含む)
海峡で育ったわかめのおみそ汁：【味噌】米味噌、かつお昆布だし、増粘多糖
類、着色料(V.B2)、【具材】わかめ、デキストリン、でん粉、ゼラチン、有機ねぎ、
(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む)
ふんわりたまごのおみそ汁：【味噌】米味噌、豆味噌、ホタテエキス、かつお昆
布だし、増粘多糖類、着色料(V.B2)、【具材】鶏卵、砂糖、デキストリン、でん粉、
有機ねぎ、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に卵、大豆を含む)

48 茶碗蒸しの素

３０．６g(５．１g×６個)／箱

ほたて貝柱、椎茸、魚介エキス、醤油、澱粉、食塩、みつば、かつおだし、桜え
小麦、えび
び、酵母エキス、砂糖、酸化防止剤(V.E)、(原材料の一部に小麦を含む)

３６５日

７９ｇ×６個／箱

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、肉エキス（チキン、ポーク）、香
辛料.、小麦たん白）、かやく（キャベツ、チンゲン菜、いか、かまぼこ、たまねぎ、
ねぎ、.さやえんどう、にんじん）、添付調味料（肉エキス（ポーク、チキン）、食
塩、砂糖、.粉末野菜エキス、あさりエキス、香辛料、たん白加水分解物、米
油）、.調味料（アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩）、加工でん粉、炭酸Ｃａ、香料、 乳、小麦
増粘剤（グ.
ァーガム、キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カラメル、クチナ
シ.黄色素、ベニコウジ色素、カロチン）、乳化剤（植物レシチン）、ｐＨ調整剤（炭
酸Ｎａ.）、焼成Ｃａ、（原材料の一部に乳成分を含む）

１８０日

８２ｇ×６個／箱

油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、肉エキス（チキン、ポーク）、香
辛料.、小麦たん白）、添付調味料（粉末みそ、すりごま、砂糖、食塩、ポークエ
キス、香辛料.、豚脂、粉末野菜エキス、植物油脂、たん白加水分解物、酵母エ
キス）、かやく.（キャベツ、味付鶏ひき肉、チンゲン菜、たまねぎ、ねぎ、さやえん
卵、乳、小麦
どう、にんじん）、加工でん粉、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸）、炭酸Ｃａ、増粘
剤（グァーガム、キサンタンガム）、着色料（カラメル、クチナシ黄色素、カロチ
ン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、乳化剤（植物レシチン）、ｐＨ調整剤（炭酸Ｎａ）、
焼成Ｃａ、香料、（原材料の一部に卵、乳成分を含む） ...

１８０日

49

50

ＣＯ－ＯＰ
６種野菜の美味しいヌードル ちゃんぽん風

ＣＯ－ＯＰ
６種野菜の美味しいヌードル 担担風

１年

51 Ｐｒｅｐｐｙ プレピー万年筆 ３色組

カートリッジ式カラーインク（黒・赤・青）
各１本付 プラチナ万年筆
ボディ・キャップ・クリップ＝ＰＣ、ペン芯＝ＡＢＳ樹脂、ペン先＝ステンレス
＜サイズ：約１３．８×径１．３㎝、細字
０．３mm＞

―

―

52 洗たくマグちゃん ブルー

・サイズ（約）／直径１２．５ｃｍ ・液性
／弱アルカリ性 ・正味量（約）／５０ｇ
・日本

内容物：金属マグネシウム（純度９９．９５％）
外側メッシュ・バイアス：ポリエステル１００％
内袋：ナイロン１００％

―

有効期間
（約）
／１年間

53 サックリオリボール

１８０ｇ／箱

小麦粉、還元水飴、植物油脂、オリゴ糖、砂糖、黒糖、メープル、糖蜜、鶏卵、
水あめ、膨張剤

小麦、卵

９０日

№

商

品

名

規

格

原材料名

アレルゲン
―

54 ブラックペッパーするめジャーキー

５０袋／箱

いか、砂糖、食塩、黒胡椒パウダー、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、香料、
酸味料、加工澱粉

55 有明産のり朝一番

全型８枚分(８切６４枚)／ポット

乾のり（佐賀有明海産）、砂糖、醤油(脱脂大豆・大豆・小麦)、風味だし(海老・昆
小麦、えび
布・鰹・鯖)、食塩、水あめ、調味料(アミノ酸等)、香辛料

賞味期限
１８０日
１１ヶ月

