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メーカー名

商品名

商品説明欄

本体価格（税込価格※）

内容量 　　入数 　　賞味 
JANコード

恒食商品コード

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原材料名

カタログ商品の見方

  20 個単位で販売  

マークの説明

季節商品マーク
季節限定で販売している商品です

有機ＪＡＳ認定マーク

休止中マーク

冷蔵品マーク

事前予約品マーク

直送品マーク

単位販売マーク

大豆かにえび落花生そば小麦卵乳

アレルゲンマーク
７大アレルゲン＋大豆を表記しています　該当品は黒で塗られます　

商品写真

※掲載内容は2021年2月1日現在のものです。

※予告なく、商品の仕様や価格、内容量等が変更したり、休止または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※掲載商品写真と実際の商品の色彩が異なる場合がございます。

ご注意

※消費税は軽減税率は8％、標準税率は10％の税込価格



原材料選定基準の比較と特徴

【有機ケチャップの特徴】

100％オーガニック製品（塩・水は除く）・有機JAS認定のオーガニックケチャップです。
世界各地から適地適作の原料を集め、トマト、砂糖はもちろん醸造酢から香辛料の一粒にいたるまで有機素材にこだわりました。
カリフォルニアに完熟した有機トマト本来の旨味・酸味を生かし、酸度・塩分を抑えて作りました。
もちろん、食品添加物不使用・100％　NON-GMO原料使用の逸品です。

原材料 〈恒食〉有機トマトケチャップ 市販のトマトケチャップ

トマト オーガニックトマトペースト 輸入トマトペースト

玉ねぎ オーガニックオニオンパウダー オニオンエキス

砂糖 オーガニック粗糖 上白糖及び異性化糖液糖

食塩 自然塩 並塩

酢 オーガニックビネガー 醸造酢

香辛料 オーガニックスパイス 香辛料抽出物

添加物 不使用 調味料（アミノ酸等）、増粘多糖類など

恒食取扱い商品と市販品の違い

株式会社 恒食は取り扱うすべての商品に対して、6つの基準を掲げお客様に
安心・安全な食品をご提供をするよう心がけております。

◆  食材へのこだわり ◆

恒食の商品基準

生産者が
心をこめて
作った商品

６.
伝統的製法を

優先

５.
遺伝子組換え
原料を使って

いない食品

４.

食品添加物・
合成保存料など

使用しない

３.
有機栽培・

農薬・化学肥料
不使用

２.
国内産原料を
使った商品を

最優先

１.

食はいのちをつなぐ基本

私たちは生きるために、動物や植物のいのちをいただいています。
食べることは大切な「いのち」をつなぐ手段です。

正しい食事をしよう！ 本物のものを食べよう！ を第一に考えながら
これからも恒食は

安心で安全な商品を提供してまいります。

皆さまの健康にお役に立てることが、私たちの願いです。
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チョーコー醤油

特選 純むらさき
厳選した原料にてしっかり

発酵 ・ 熟成させた本醸造

JAS 規格 ・ 特級 「特選」

こいくち醤油です。 丸大豆

もろみのほのかな甘味、芳

醇な香りが特長です。

620円（670）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4974507060033

120006

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米

チョーコー醤油

特選 純むらさき
厳選した原料にてしっかり

発酵 ・ 熟成させた本醸造

JAS 規格 ・ 特級 「特選」

こいくち醤油です。 丸大豆

もろみのほのかな甘味、芳

醇な香りが特長です。

620円（670）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507060026

120007

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米

チョーコー醤油

特選 純むらさき
厳選した原料にてしっかり

発酵 ・ 熟成させた本醸造

JAS 規格 ・ 特級 「特選」

こいくち醤油です。 丸大豆

もろみのほのかな甘味、芳

醇な香りが特長です。

1,060円（1,145）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507060019

120008

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米

恒食

丸大豆醤油
国産原料を使用し、丸大

豆醤油の特徴であるほの

かな甘みと上品でまろや

かな風味の濃口醤油 （本

醸造）です。

620円（670）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4951895000292

110001

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産、遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

恒食

丸大豆醤油
国産原料を使用し、丸大

豆醤油の特徴であるほの

かな甘みと上品でまろや

かな風味の濃口醤油 （本

醸造）。取手付。

1,030円（1,112）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4951895000308

110002

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産、遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

チョーコー醤油

超特選 有機醤油こいくち 密封ボトル
有機小麦、有機大豆、有機

米と天日塩で仕込んだ

JAS 規格・特級 「超特選」

のこいくち醤油です。 少量

から新鮮な状態で取り出

せる密封ボトル使用。

360円（389）
内容量 210ml　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507790275

120267

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機小麦（アメリカ）、有機大豆、食塩、有機米

チョーコー醤油

超特選 有機醤油こいくち
有機小麦、有機大豆、有機

米と天日塩で仕込んだ有

機醤油です。 素材の旨味

と甘味がたっぷり溶け込

んだ JAS 規格・特級 「超

特選」のこいくち醤油です。

800円（864）
内容量 500ml　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4974507790046

120002

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機小麦（アメリカ）、有機大豆、食塩、有機米

チョーコー醤油

超特選 有機醤油うすくち
有機小麦、有機大豆、有機

米と天日塩で仕込んだ有

機醤油です。 素材の旨味

と甘味がたっぷり溶け込

んだ JAS 規格・特級 「超

特選」のうすくち醤油です。

800円（864）
内容量 500ml　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4974507792040

120003

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機小麦（アメリカ）、有機大豆、食塩、有機米

チョーコー醤油

超特選 むらさき
丸大豆もろみのほのかな

甘み、冴えた色あい ・ 芳醇

な香り、まろやかな味を兼

ね備えた拘りの逸品。 本

醸造 JAS 規格・特級 「超

特選」こいくち醤油です。

720円（778）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507020020

120004

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米
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チョーコー醤油

超特選 うすむらさき「生」
本醸造 JAS 規格 ・ 特級

「超特選」うすくち醤油で

す。 色がうすく非熱処理の

生 （なま）醤油ですので、

丸大豆もろみの風味をそ

のままお楽しみいただけ

けます。

720円（778）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4974507011028

120309

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米

丸島醤油

純正醤油（濃口）
醤油造りに最適な気候 ・

風土に恵まれ、醤油醸造

400 年の歴史ある小豆島

にて伝承された技術で丸

大豆、小麦を原料にじっくり

と熟成させた JAS 規格本

醸造 ・ 特級醤油です。

700円（756）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 49491005

411201

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

丸島醤油

純正醤油（濃口）
醤油造りに最適な気候 ・

風土に恵まれ、醤油醸造

400 年の歴史ある小豆島

にて伝承された技術で丸

大豆、小麦を原料にじっくり

と熟成させた JAS 規格本

醸造 ・ 特級醤油です。

1,170円（1,264）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4978326200731

411200

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

丸島醤油

純正醤油（淡口）
気候 ・ 風土に恵まれ、醤

油醸造 400 年の歴史ある

小豆島にて伝承された技

術で丸大豆、小麦を原料

にじっくりと熟成させた本

醸造醤油です。 料理の色

や味を一層引き立てる淡

色に仕上げました。

670円（724）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 49491012

411206

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

丸島醤油

純正醤油（淡口）
気候 ・ 風土に恵まれ、醤

油醸造 400 年の歴史ある

小豆島にて伝承された技

術で丸大豆、小麦を原料

にじっくりと熟成させた本

醸造醤油です。 料理の色

や味を一層引き立てる淡

色に仕上げました。

1,080円（1,166）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4978326200748

411205

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩

チョーコー醤油

超特選 減塩醤油 密封ボトル
同種の標準的な醤油と比

較して食塩分を 50％カット

した JAS 規格 ・ 特級 「超

特選」のこいくち醤油です。

少量から新鮮な状態で取

り出せる密封ボトル使用。

350円（378）
内容量 210ml　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507143262

120261

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（カナダ）、小麦、食塩、醸造酢／アルコール

チョーコー醤油

超特選 減塩醤油
独自の製法 「追い麹仕込

み」で醤油本来の風味を

損なわずうまさそのまま

に、食塩分を 50％カットし

た JAS 規格 ・ 特 級 「超

特選」のこいくち醤油です。

440円（475）
内容量 500ml　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4974507141046

120011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（カナダ）、小麦、食塩

チョーコー醤油

超特選 減塩醤油
独自の製法 「追い麹仕込

み」で醤油本来の風味を

損なわずうまさそのまま

に、食塩分を 50％カットし

た JAS 規格 ・ 特 級 「超

特選」のこいくち醤油です。

680円（734）
内容量 900ml　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4974507141039

120012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（カナダ）、小麦、食塩

笛木醤油

金笛減塩醤油
本醸造醤油から独自の方

法により旨味成分はその

ままで、食塩のみを 50％

カットした風味豊かな減塩

醤油です。

630円（680）
内容量 600ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4977229200022

31110126

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆、小麦、食塩 /アルコール
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超特選 むらさき生しょうゆ 密封ボトル
厳選した原料を使い、しっ

かり発酵 ・ 熟成させた本

醸造の JAS 規格 ・ 特級

「超特選」こいくち生醤油。

少量から新鮮な状態で取

り出せる密封ボトル使用。

350円（378）
内容量 210ml　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507023274

120246

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（カナダ）、大豆、食塩、米／アルコール

丸島醤油

純正生しょうゆ（濃口）
醤油醸造 400 年の歴史

ある小豆島で丸大豆、小

麦を原料に、じっくりと熟成

させた生醤油です。 食養

効果を最大限に生かすた

めに火入れはせず、まろや

かな味と麹の香りが特徴

です。

720円（778）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 49491029

411210

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、アルコール

丸島醤油

純正生しょうゆ（濃口）
醤油醸造 400 年の歴史

ある小豆島で丸大豆、小

麦を原料に、じっくりと熟成

させた生醤油です。食養

効果を最大限に生かすた

めに火入れはせず、まろや

かな味と麹の香りが特徴

です。

1,210円（1,307）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4978326200762

411209

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、小麦、食塩、アルコール

チョーコー醤油

だし入りかけ醤油
本醸造丸大豆しょうゆを

ベースに、かつお・ こんぶ

風味に仕上げた甘口タイ

プのかけ・ つけ専用醤油。

食塩分は通常の濃口醤油

の半分以下（8％）です。

430円（464）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507740096

120015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆含む）（国内製造）、みりん、砂糖、かつお節、醸

造酢、魚貝エキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス

チョーコー醤油

長崎みそ
国内産はだか麦をふんだ

んに使用した、豊かな風味

の麦みそです。 熟成後に

熱を加えていない 「生 （な

ま）」みそですので風味と

香りが引き立つ逸品です。

360円（389）
内容量 500g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507680521

120026

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はだか麦（国産）、大豆、食塩／酒精

チョーコー醤油

長崎みそ
国内産はだか麦をふんだ

んに使用した、豊かな風味

の麦みそです。 熟成後に

熱を加えていない 「生 （な

ま）」みそですので風味と

香りが引き立つ逸品です。

700円（756）
内容量 1kg　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507680514

120027

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はだか麦（国産）、大豆、食塩／酒精

チョーコー醤油

無添加長崎麦みそ カップ
まろやかさとうまみを大切

に熟成させた無添加の麦

みそです。 熟成後に熱を

加えていない「生（なま）」

みそですので、風味と香り

が引き立つ逸品です。

620円（670）
内容量 750g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507530628

120028

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はだか麦、大豆（遺伝子組換えでない）、食塩

チョーコー醤油

有機味噌 麦（無添加）

有機 JAS 規格の大豆・大

麦と塩は天日塩を使用し

た麦みそ。有機大麦を有

機大豆の2倍以上使用し、

生みそならではの爽やか

な香りをお楽しみいただけ

けます。

800円（864）
内容量 500g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507512631

120024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大麦、有機大豆、食塩

チョーコー醤油

有機味噌 麦米あわせ（無添加）

有機 JAS 規格の大豆・大

麦 ・ 米と塩は天日塩を使

用した麦米あわせみそ。

麹原料（有機大麦 ・ 有機

米）を有機大豆の 2 倍以

上使用したこだわりの生み

そです。

800円（864）
内容量 500g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507513638

120030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大麦、有機大豆、有機米、食塩
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長崎麦米合わせみそ
まろやかさとうまみを大切

に熟成させた、はだか麦と

米の合わせみそ。 熟成後

に熱を加えていない 「生

（なま）」みそタイプです。

640円（691）
内容量 750g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507620626

120031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はだか麦、大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩／酒精

チョーコー醤油

輝麦（てるむぎ）
長崎産のはだか麦、筑後 ・

佐賀平野産の大豆を使い、

塩も九州産にこだわり、甘

味と旨みを充分に引き出し

作りあげた麦みそです。 　

600円（648）
内容量 500g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507515632

120025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はだか麦（国内産）、大豆（国内産）（遺伝子組換えでない）、食塩（国

内産）

天塩

天塩味噌
信州上田の味噌蔵で、良質

な白目大豆と米を使用。赤

穂の天塩で熟成させた昔

ながらの田舎味噌です。

505円（545）
内容量 750g　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4950788152186

120020

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、米、食塩、酒精

辻田

おふくろ自慢
無添加・天然醸造で昔な

がらのおふくろの味。くせが

無くさっぱりとした中辛の

赤味噌です。

859円（928）
内容量 850g　　入数 18　　賞味 6ヶ月
JAN 4968776001019

120016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米、大豆、食塩

辻田

おふくろ自慢 こし
無添加・天然醸造で昔な

がらのおふくろの味。くせが

無くさっぱりとした中辛の

赤味噌です。（こしタイプ）

876円（946）
内容量 850g　　入数 18　　賞味 6ヶ月
JAN 4968776002016

120017

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米、大豆、食塩

辻田

おふくろ自慢 減塩甘口
無添加 ・天然醸造で減塩

にこだわった甘口の淡色

味噌です。

859円（928）
内容量 850g　　入数 18　　賞味 6ヶ月
JAN 4968776003013

120018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米、大豆、食塩

三崎屋醸造

無添加玄米みそ
こしひかり玄米を使用。低

塩で仕込んだ味噌です。

605円（653）
内容量 500g　　入数 8　　賞味 6ヶ月
JAN 4961719000780

120023

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆、米、食塩

まるや八丁味噌

有機八丁味噌
有機大豆を 100％使用し、

約 2m の木桶に仕込み、

約 3 トンの重石を積上げ、

2 年以上天然醸造した有

機 JAS 認定の八丁味噌

です。

760円（821）
内容量 400g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4970216111714

120034

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大豆、食塩

まるや八丁味噌

有機赤だし
有機八丁味噌に有機の米

みそを合せ、風味豊かに

仕上げた有機 JAS 認定

の赤だし味噌です。

855円（923）
内容量 500g　　入数 4　　賞味 1年
JAN 4970216111882

120035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機豆みそ(有機大豆、食塩 )（国内製造）、有機米みそ(有機大豆、

有機米、食塩 )、有機たまりしょうゆ(有機大豆、食塩 )
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マルサンアイ

田楽みそ
国産の大豆と米を使用し

たみそにあんず果実を加

えたさわやかな風味の田

楽みそです。

140円（151）
内容量 110g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4901033320362

120036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

マルサンアイ

酢みそ
ほんのり甘い京風白みそ

と信州系米みそをブレンド

し、米黒酢とすだち果汁を

加えたさわやかな風味の

酢みそです。

140円（151）
内容量 110g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4901033320379

120037

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米みそ（米・大豆:遺伝子組換えでない・食塩）、果糖ぶどう糖液糖、醸

造酢［米黒酢、米酢］、すだち果汁、からし、かつお節エキスパウダー、昆布

エキスパウダー

調合みそ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、水あめ、あんず、醸造調味料、カ

ツオエキスパウダー、昆布エキスパウダー、酒精

※みその原料大豆は遺伝子組換えでない

辻田

雪の花（こうじ）

塩麹・甘酒作りに。国産米

100％の白米で作った糀を

低温乾燥しました。

446円（482）
内容量 200g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4968776227686

120207

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米、こうじ菌

三崎屋醸造

つけ上手（塩こうじ）

塩こうじは万能発酵調味

料。野菜の一夜漬けや肉・

魚などいろんなレシピをお

楽しみください。

450円（486）
内容量 600g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4961719000087

120212

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

糀、うるち米、食塩、酒精

海の精

国産有機塩麹
有機玄米と伝統海塩海の

精のみで作ったうま味あ

ふれる塩麹です。ペースト

状で使い易く、便利な注ぎ

口タイプです。

560円（605）
内容量 170g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4931915001522

120211

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米、塩

恒食

有機純米酢（酸度４．３）

国産有機栽培のうるち米

だけを原料に使用。昔な

がらの醸造にこだわり、じ

っくりと熟成させた純米酢

です。米酢独特の香りと旨

みをご賞味ください。

800円（864）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4951895000100

110003

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米（国産）

村山造酢

千鳥酢
米と熟成された酒かすから

醸造したまろやかな味と香

りの米酢です。

450円（486）
内容量 360ml　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4580459430031

120039

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（国内産）、酒かす、アルコール

村山造酢

千鳥酢
米と熟成された酒かすから

醸造したまろやかな味と香

りの米酢です。

650円（702）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4580459430024

120040

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（国内産）、酒かす、アルコール

村山造酢

千鳥酢
米と熟成された酒かすから

醸造したまろやかな味と香

りの米酢です。

1,020円（1,102）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4580459430048

120041

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（国内産）、酒かす、アルコール
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飯尾醸造

純米富士酢
濃厚なコクと旨みたっぷり

の純米酢。 京都 ・ 丹後産

の栽培期間中農薬不使用

の米のみを一般米酢の 5

倍使い、古式静置醗酵、熟

成しています。

700円（756）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 49204513

120042

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（京都府）

飯尾醸造

純米富士酢
濃厚なコクと旨みたっぷり

の純米酢。 京都 ・ 丹後産

の栽培期間中農薬不使用

の米のみを一般米酢の 5

倍使い、古式静置醗酵、熟

成しています。

1,100円（1,188）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 49204520

120043

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（京都府）

飯尾醸造

純米富士酢
濃厚なコクと旨みたっぷり

の純米酢。 京都 ・ 丹後産

の栽培期間中農薬不使用

の米のみを一般米酢の 5

倍使い、古式静置醗酵、熟

成しています。

1,800円（1,944）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 2年
JAN 49204537

120044

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（京都府）

福山酢醸造

玄米酢
厳選された国産の丸玄米

と良質な地下水、自家製糀

のみを使い昔ながらの露

天壺の中で約 1年半じっく

りと醸造熟成させて作られ

た玄米黒酢です。

2,310円（2,495）
内容量 700ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4976756251521

120049

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国産）

横井醸造

純りんご酢 丸ビン
国産のりんご果汁だけで

造った芳醇な香りとやさし

い酸味が特徴の純りんご

酢です。

550円（594）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4979435050255

120051

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご果汁

マルシマ

国産有機純米酢
国産有機栽培のうるち米

だけを原料に、昔ながらの

製法にこだわり、醸造した

お酢です。 広島県尾道で

代々受け継がれた技を活

かしじっくりと醸造しまし

た。純米酢の芳醇な香りと

旨みをご賞味ください。

500円（540）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4906657165306

411653

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米（国産）

マルシマ

国産有機純米酢
国産有機栽培のうるち米

だけを原料に、昔ながらの

製法にこだわり、醸造した

お酢です。 広島県尾道で

代々受け継がれた技を活

かしじっくりと醸造しまし

た。純米酢の芳醇な香りと

旨みをご賞味ください。

800円（864）
内容量 900ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4906657160004

411600

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米（国産）

恒食

黒泉（玄米黒酢）

昔ながらの伝統ある黒泉

は、酢がめ壺で良質の玄

米と糀と地下水だけで春

と秋の年二回醸造され、そ

の豊醇な香りとまろやかな

酸味は美酢として愛用さ

れています。

2,800円（3,024）
内容量 700ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4951895001190

110004

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国内産）
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チョーコー醤油

すし飯名人 すし酢
静置発酵の純米酢を、すし

飯用に調味した合わせ酢

です。 小袋に入った使い

切りタイプとなっており、す

し飯用やその他酢のもの

にもご利用いただけます。

220円（238）
内容量 30ml×4　　入数 28　　賞味 1年
JAN 4974507786100

120218

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米酢（国内製造）、砂糖、食塩、こんぶエキス

飯尾醸造

富士すし酢
炊きたてのご飯に合わせ

るだけで、簡単に美味しい

すし飯の出来上がり。粗糖

とハチミツによる甘みが酢

飯にコクと旨みを与え、し

かも酢飯は翌日までしっと

り柔らかです。

600円（648）
内容量 360ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 49204681

120217

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米酢（京都府製造）、砂糖（粗糖）、蜂蜜、食塩

飯尾醸造

富士ピクル酢
生野菜を切って漬けるだ

け。ドライトマトの旨味を効

かせたやさしい味のピクル

スが、翌日には食べ頃に。

化学調味料、保存料等添

加物は一切不使用です。

600円（648）
内容量 360ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4963186017018

120220

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米酢（京都府製造）、砂糖（粗糖）、食塩、ドライトマト、香辛料

チョーコー醤油

長崎南蛮酢
唐辛子の辛みと醸造酢の

酸味が程よく利いた甘口

の調味酢です。揚げた魚

や肉に漬ける、またはかけ

るだけで南蛮漬けが出来

ます。他サラダや酢豚等に

もどうぞ。

450円（486）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507752174

120221

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、醸造酢、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、みりん、か

つおエキス、でん粉、食塩、昆布エキス、香辛料

テルヴィス

有機レモン果汁
レモンの特産地、シチリア

で収穫された濃縮還元し

ていない、有機レモンから

絞った 100％ストレート果

汁です。国内充填。

480円（518）
内容量 150ml　　入数 12　　賞味 9ヶ月
JAN 4571375730060

120310

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機レモン

竹本油脂

マルホン 太香胡麻油 ペット
胡麻を軽く焙煎し、圧搾の

みで作った100％純正のご

ま油です。やわらかい胡麻

風味が特徴です。和・洋・

中とジャンルを問わず幅広

くお使いいただけます。

瓶からペットボトルに変

更しました。

830円（896）
内容量 450g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4904688523072

120327

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（国内製造）

恒食

胡麻油
胡麻を軽く焙煎し、圧搾の

みでじっくり搾りました。や

わらかい胡麻の風味が特

徴です。特有の香味 ・ 風

味を損なわずにマイルドな

味です。

850円（918）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4904688526349

110153

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（国内製造）

海の精

紅玉梅酢
原料は国産青梅と国産有

機シソ、伝統海塩海の精

のみ。 着色料、保存料添

加物不使用の天然梅酢

100％の赤梅酢です。

490円（529）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4931915000105

510407

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、有機シソ、食塩

飯尾醸造

紅芋酢
抗酸化物質・ ポリフェノー

ルの一種アントシアニンを

豊富に含む、体にとても良

いお酢です。お水や炭酸

水で薄めて毎日の健康ド

リンクとしてどうぞ。

2,400円（2,592）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4963186026041

120254

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅芋（国産）、米
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竹本油脂

太香胡麻油
胡麻を軽く焙煎し、圧搾の

みで作った100％純正のご

ま油です。やわらかい胡麻

風味が特徴です。和・洋・

中とジャンルを問わず幅広

くお使いいただけます。

2,350円（2,538）
内容量 1,400g　　入数 10　　賞味 30ヶ月
JAN 4904688526158

120058

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（ナイジェリア・タンザニア・ブルキナファソ等）

竹本油脂

マルホン 太白胡麻油 ペット
胡麻を生のまま圧搾して

作った 100％純正のごま

油。焙煎していないので、

香りや色はありませんが、

ほのかな旨み、甘味があり

ます。瓶からペットボトルに

変更しました。

830円（896）
内容量 450g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4904688533095

120328

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（国内製造）

竹本油脂

太白胡麻油
胡麻を生のまま圧搾して

作った 100％純正のごま

油。焙煎していないので、

香りや色はありませんが、

ほのかな旨み、甘味があり

ます。

2,350円（2,538）
内容量 1,400g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4904688522020

120060

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（ナイジェリア・タンザニア・ブルキナファソ等）

自然食ニュース社

玉締め絞り胡麻油 胡香の光
玉締（じめ）しぼりは日本の

伝統的な搾油法で、低圧

力かつ常温で搾れるため、

油が摩擦熱により焦げる

ことがなく透明な琥珀色で

す。 まろやかな、香りがそ

のまま残っています。伝統

を受け継ぐ本物の味をご

賞味ください。

2,000円（2,160）
内容量 450g　　入数 12　　賞味 2年
JAN -

120337

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用胡麻油

米澤製油

圧搾一番しぼり なたねサラダ油 丸缶
自然の圧搾法で搾油し、独

自の湯洗い洗浄製法( 製

法特許取得) 及び脱臭に

より、なたねの持つ自然の

風味とコクのある美味しい

サラダ油になりました。

770円（832）
内容量 600g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4964820100042

120065

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（非遺伝子組み換え菜種・国内製造）

米澤製油

圧搾一番しぼり なたねサラダ油 角缶
自然の圧搾法で搾油し、独

自の湯洗い洗浄製法( 製

法特許取得) 及び脱臭に

より、なたねの持つ自然の

風味とコクのある美味しい

サラダ油になりました。

1,350円（1,458）
内容量 1,400g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4964820100035

120066

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（非遺伝子組み換え菜種・国内製造）

肥後製油

一番搾り菜種さらだ油
遺伝子組み換えでない原

料を薬品を使用せず、圧

搾法（一番搾り）の油を使

用し、独特の製法（湯洗い）

により仕上げたピュアなオ

イルです。

1,880円（2,030）
内容量 1,650g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4968140547549

120068

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（遺伝子組換えでない）

米澤製油

国産１００％なたね油
国産のなたね種子を 100

％使用。機械で圧搾し、化

学合成薬品を使わない

「湯洗い洗浄 ( 製法特許

取得 )」で精製及び脱臭に

より製造した油は、サラダ

などの生食にも、揚げもの

にも使えます。

1,060円（1,145）
内容量 600g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4964820100110

120315

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（なたね（遺伝子組み換えでないものを分別）（国産））

竹本油脂

マルホン かけ旨ごま油 マイルド
食卓で仕上げるごま油。

やさしくおだやかな香りで

す。 あっさりめで、繊細な

味付けに。容器は液だれ

しにくい細口ノズルを採用。

350円（378）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4904688523058

120329

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（国内製造）
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築野食品工業

国産こめ胚芽油
素材の風味を引き立て、毎

日の炒め物や揚げ物も軽

い仕上がりに。こめ油特有

の栄養成分が豊富で、酸化

しにくく、食事のコレステロー

ルが気になる方におすすめ

です。

880円（950）
内容量 750g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4932313037212

120073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用こめ油(国内製造 )

三育フーズ

エキストラバージンオリーブオイル
スペイン現地 CAECVより

環境適合品と認定（日本の

有機 JAS に相当）。ノンフィ

ルター、コールドプレスの香

り高いオリーブオイルです。

1,250円（1,350）
内容量 275g　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4974434900464

120071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用オリーブ油（オリーブ（スペイン産））

ニップン

アマニ習慣
希少なゴールデン種の中

でもαリノレン酸が高含有

な品種を使用したアマニ

オイル。使いやすい個包

装。1 袋（3.7 ｇ）にαリノレン

酸 2.2 ｇ含有。

【機能性表示食品】

1,500円（1,620）
内容量 3.7g×30　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4902170702219

120340

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用アマニ油（国内製造）

スギヤマ薬品

しそ油
今、話題のオメガ 3 系脂肪

酸であるα - リノレン酸を

豊富に含んでいます。一日

に小さじ 1 を目安にお好み

の食材にかけてお召し上

がりください。

1,500円（1,620）
内容量 280g　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4962311222013

120069

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用えごま油、酸化防止剤（ビタミンＣ・ビタミン E）

ニップン

アマニ油
カナダで栽培された希少

なゴールデン種のアマニ

から、化学溶剤を使わない

コールドプレス製法で丁寧

に搾油しました。

1,300円（1,404）
内容量 186g　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4902170701519

120070

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用アマニ油（国内製造）

恒食

一番絞りえごま油
焙煎したえごまから油を搾

り国内で沈殿濾過しまし

た。えごま独特の香りがし

ます。α- リノレン酸が含ま

れておりドレッシングやマヨ

ネーズに合わせる他その

ままでも召し上がれます。

1,200円（1,296）
内容量 105g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4951189500248

110007

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用えごま油

桜井食品

有機オリーブ油
シシリー島で、200 年近く

農薬や化学肥料を使わず

昔ながらの方法で栽培し

たオリーブの実を、低温圧

搾しました。濃密な香りと

まろやかでフルーティな味

わいです。

2,300円（2,484）
内容量 430g　　入数 12　　賞味 22ヶ月
JAN 8020353400311

370405

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機食用オリーブ油

アルコイリス

インカインチオイル
コールドプレス製法による

抽出。オメガ 3 脂肪酸、γー

トコフェロールが豊富です。

無添加、未精製なので、ナ

ッツの風味を感じることが

できます。加熱しても使え

ます。

1,650円（1,782）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4562393000013

120297

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

サチャインチ種子油

アルコイリス

オーガニックインカインチオイル
コールドプレス製法による

抽出。オメガ 3 脂肪酸、γー

トコフェロールが豊富です。

無添加、未精製なので、ナ

ッツの風味を感じることが

できます。加熱しても使え

ます。

1,720円（1,858）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4562393000150

120296

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機サチャインチ種子油
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チヨダ

ラー油
玉締め一番絞りの胡麻油

（浅煎り）と圧搾一番絞りの

胡麻油（深煎り）をブレンド

し、国産鷹の爪を使った着

色料無添加で香り高くまろ

やかなラー油です。

380円（410）
内容量 45g　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4902012306087

120076

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油（国内製造）、唐辛子

竹本油脂

マルホン 純正ごまラー油
良質のごまを強く煎ってか

ら搾った純正胡麻油に唐

辛子を漬け込み、熱を加

えじっくりと辛みを引き出し

た無添加ラー油。豊かな

風味とすっきりとした強い

辛みが特徴です。

430円（464）
内容量 90g　　入数 6×4　　賞味 18ヶ月
JAN 4904688413069

120330

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用ごま油、とうがらし

青い海

沖縄の海水塩 美ら海育ち
沖縄県糸満沖合 2,000m

の海水を原料に、薪焚き

でじっくり煮詰めて仕上げ

た平釜塩です。

220円（238）
内容量 80g　　入数 36　　賞味 -
JAN 4905135000740

120077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水(沖縄県）

青い海

沖縄の海水塩 美ら海育ち
沖縄県糸満沖合 2,000m

の海水を原料に、薪焚き

でじっくり煮詰めて仕上げ

た平釜塩です。

1,000円（1,080）
内容量 500g　　入数 10　　賞味 -
JAN 4905135000726

120079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水(沖縄県）

青い海

沖縄の海水塩 青い海
沖縄県糸満沖合 2,000m

の海水を原料に、薪焚き

でじっくり煮詰めて仕上げ

た海水塩です。

530円（572）
内容量 500g　　入数 12　　賞味 -
JAN 4905135000542

120080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水(沖縄県）

青い海

沖縄の海水塩 青い海 焼塩
沖縄の海水塩青い海を

焼き、サラサラと使いやす

く仕上げました。固結防止

剤などの添加物不使用の

お塩です。

310円（335）
内容量 50g　　入数 24　　賞味 -
JAN 4905135000672

120081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水(沖縄県）

青い海

シママース
天日塩田塩（メキシコまた

はオーストラリア産）を沖

縄の海水で溶かし、伝統

的平釜製法でじっくりと煮

詰めてつくったおいしいお

塩です。

370円（400）
内容量 1kg　　入数 15　　賞味 -
JAN 4905135414042

120082

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日塩（メキシコまたはオーストラリア)、海水（沖縄県）

青い海

海の華（やきしお）

沖縄の塩シママースを焼

き、サラサラと使いやすく仕

上げました。固結防止剤

などの添加物不使用のお

塩です。

280円（302）
内容量 300g　　入数 30　　賞味 -
JAN 4905135410402

120083

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日塩（メキシコまたはオーストラリア)、海水（沖縄県）

あらしお

あらしお
平釜で丹念に炊き上げた

「あらしお」はまろやかで繊

細な味わいが特徴です。

まるみのある、すっきりとし

た塩味は、調理する素材の

味を引き立てます。

180円（194）
内容量 600g　　入数 24　　賞味 -
JAN 4970168106011

120097

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日海塩
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海の精

海の精 やきしお 食卓ビン
海の精あらしおを伊勢神

宮に伝わる古式壺焼製法

を参考に高温焼成しまし

た。コクのあるマイルドな伝

統焼塩、すぐに使える食卓

ビン入りです。

420円（454）
内容量 60g　　入数 30　　賞味 -
JAN 4931915000549

120090

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）

海の精

海の精 やきしお 詰替用
海の精やきしお（食卓ビン）

の詰替え用パック。小さくて

手軽な上、ビンと同じ60g

で価格は半分とお得です。

240円（259）
内容量 60g　　入数 60　　賞味 -
JAN 4931915000556

120091

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）

海の精

海の精 やきしお
海の精あらしおを伊勢神

宮に伝わる古式壺焼製法

を参考に、高温焼成しまし

た。コクのあるマイルドな伝

統焼塩スタンドパックです。

560円（605）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4931915000617

120092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）

伯方塩業

伯方の塩
にがりを程よく残したしっと

りタイプの粗塩です。素材

の持ち味を十分に引き出

します。化学薬品や加工助

剤、添加物を一切使用して

いません。

390円（421）
内容量 1kg　　入数 10　　賞味 -
JAN 4902566004019

120093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日海塩（93％メキシコ又はオーストラリア）、海水（7％日本）

伯方塩業

伯方の塩・焼塩
伯方の塩を適温で焼いた

小粒の塩です。サラサラし

て使いやすく、まろやかな

味。スタンドパック。

190円（205）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4902566007034

120094

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日海塩（93％メキシコ又はオーストラリア）、海水（7％日本）

天塩

赤穂の天塩
海水中に含まれるにがり

（主成分マグネシウム）を

大切にした粗塩です。食材

のうまみ成分を引き出し、

よく浸透するお塩に仕上

げました。　　

380円（410）
内容量 1kg　　入数 15　　賞味 -
JAN 4901291402107

120095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天日塩（オーストラリア・シャークベイ）、粗製海水塩化マグネシウム

（にがり）

天塩

天海の塩 ポリ袋チャック付
高知県室戸沖に湧き上が

る、きれいな海洋深層水を

濃縮した天海の塩。食材

になじみやすいしっとりし

たあら塩です。

480円（518）
内容量 500g　　入数 15　　賞味 -
JAN 4901291980032

120294

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（室戸沖）

海の精

海の精 あらしお（赤ラベル）
伊豆大島の清麗な海水だ

けを原料に、太陽と風と火

の力を利用する天日･平釜

製法による国産の伝統海

塩です。

600円（648）
内容量 240g　　入数 36　　賞味 -
JAN 4931915000020

120085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）

海の精

海の精 あらしお（赤ラベル）
伊豆大島の清麗な海水だ

けを原料に、太陽と風と火

の力を利用する天日･平釜

製法による国産の伝統海

塩です。

1,200円（1,296）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4931915000013

120086

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）



基
礎
調
味
料

012

ワタナベ

天日熟成塩 塩田
陶器を敷き詰めた塩田に、

満潮時の深層湧昇海水を

引き込み、太陽と風だけで

自然結晶。1年間じっくりと

熟成させた本格天然熟成

塩です。

830円（896）
内容量 800g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4560133860019

120099

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水

ジュゲン

イヤシロソルト
還元力‐ 250mv 超、国産

原料100％の竹塩です。通

常の焼塩と違い、高温焼

成することにより、優れた

還元力を有します。調味料

として、洗顔やお風呂など

美容にもお勧めします。

1,500円（1,620）
内容量 240g　　入数 30　　賞味 -
JAN 4900801000406

120103

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海塩（佐賀県）、竹炭（福岡県）

ジュゲン

ポケットイヤシロソルト
持ち運びに便利なポケット

サイズ。いつでもどこでも

お使いください。

300円（324）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4900801000420

120104

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海塩（佐賀県）、竹炭（福岡県）

ジュゲン

超還元弥盛塩
スポーツ時、外食など日常

で便利なポケットサイズ。

日々の健康維持・美容に。

1,000円（1,080）
内容量 20g　　入数 6　　賞味 -
JAN 4900801000475

120105

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海塩（佐賀県）、竹炭（福岡県）

アクセスエージェンシー

アンデスソルトロサ 卓上容器
アンデスの標高 3,700m に

あるウユニ塩湖周辺から

切り出した結晶岩塩を粉

砕しただけの全くの自然塩

です。味がまろやかで豊富

なミネラルがあらゆる食品

素材の味を更に美味しく引

き出します。

660円（713）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 -
JAN 4580120001041

120100

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

岩塩100％無精製塩

アクセスエージェンシー

アンデスソルトロサ 粉末
アンデスの標高 3,700m に

あるウユニ塩湖周辺から

切り出した結晶岩塩を粉

砕しただけの全くの自然塩

です。味がまろやかで豊富

なミネラルがあらゆる食品

素材の味を更に美味しく引

き出します。

400円（432）
内容量 150g　　入数 50　　賞味 -
JAN 4571253880023

120101

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

岩塩100％無精製塩

海の精

カルマグ 1000
“溶かして飲む”だけで血

液中の塩類を補給。1g 個

包装で、水やスポーツドリ

ンクに溶かして手軽に利

用できます。

286円（309）
内容量 1g×10　　入数 60　　賞味 2年
JAN 4931915001508

510287

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）、乳酸発酵液（大豆を含む）

海の精

濃厚にがり液 海の調べ
塩づくりから生まれる伝統

苦汁（にがり）をベースに、

無機成分バランスを整えま

した。調味補助や栄養補

助として数滴ずつご使用く

ださい。

390円（421）
内容量 50ml　　入数 30　　賞味 5年
JAN 4931915000747

120106

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海水（伊豆大島）
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恒食

粗精糖
さとうきびの風味、ミネラル

がたっぷり丁寧に焚き上

げたやさしい甘さのお砂

糖です。あらゆる用途に使

用できます。

490円（529）※4月1日より値上

内容量 800g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4951895000650

110008

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原料糖

恒食

ミネラルブラウンシュガー
良質な国産さとうきびを使

って、精製度が少なく蜜分

や太陽のめぐみをたくさん

浴びて育ったさとうきびの

風味を生かしています。き

れいな結晶状で、味に癖

がなくどんな用途にもお使

いいただけます。

500円（540）
内容量 800g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4951895000735

110009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さとうきび（国産）

恒食

白三温糖
濃厚な甘味、特有の風味

がある黄褐色の砂糖で

す。クセが少なくお料理や

お砂糖本来の味を生かし

たいパン類、煮物、佃煮、お

菓子作り、お飲み物などに

使用すると、甘みやコクが

引き立ちます。

490円（529）
内容量 800g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4951895000728

110010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原料糖（国内製造）

アラバン

黒三温糖
さとうきび由来の自然の美

味しさを大切にしたお砂

糖。カラメル等による着色

もいっさい行っておりませ

ん。豊かな風味とコクのあ

る甘さが特徴です。

524円（566）
内容量 800g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4970696300011

120107

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原料糖

垣乃花

粉末黒糖
沖縄で育ったサトウキビか

ら取れた原料を使用した加

工粉末黒糖。お料理やお

菓子作りなどに最適です。

300円（324）
内容量 250g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4957426000557

120108

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖(さとうきび(沖縄産））、糖蜜(さとうきび(沖縄産））、黒糖(さ

とうきび(沖縄産））／水酸化カルシウム

風と光

杉俣紘二朗作 喜界島黒糖（かち割り）

喜界島産の特別栽培サト

ウキビで作った黒糖。淡白

で上品なコクがあり、色も

白いことから和三盆に似

ていると言われています。

380円（410）
内容量 110g　　入数 20　　賞味 -
JAN 4560342330266

120110

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

特別栽培さとうきび

恒食

種子島産三温糖
沖縄のサトウキビを圧搾し

煮詰めて出来た原料糖と

黒糖を原料にして直火窯

で丹念に煮詰め、黒糖独

特の苦みやアクを取り除い

た和三盆タイプの上品な

風味と円やかな甘さが特

徴のお砂糖です。

500円（540）
内容量 500g　　入数 30　　賞味 -
JAN 4951895003149

110137

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原料糖〔サトウキビ（鹿児島県産）〕

恒食

てんさい含蜜糖粉末
北海道産てん菜を原料と

して、黒糖とほぼ同じ成分

でありながら、まろやかな

風味と控えめ甘さで、どん

な料理にもお使い頂けま

す。コクや照りをだし、料理

の素材そのものの味を引

き立てます。

400円（432）
内容量 500g　　入数 25　　賞味 -
JAN 4951895003415

110163

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

原料糖（てんさい（北海道産））、糖蜜（てんさい（北海道産））

恒食

沖縄の一温糖
沖縄のサトウキビを圧搾し

煮詰めて出来た原料糖と

黒糖を原料にして直火窯

で丹念に煮詰め、黒糖独

特の苦みやアクを取り除い

た和三盆タイプの上品な

風味と円やかな甘さが特

徴のお砂糖です。

440円（475）
内容量 450g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4951895003460

110164

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖（さとうきび（沖縄県産））、黒糖（さとうきび（沖縄県産））
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マザーズブランド

洗双糖
さとうきびの栄養分をなる

べく残して精製している洗

双糖には、ミネラルが豊富

に含まれています。 天然

成分が残っているため、一

般の精製された砂糖に比

べてコクと風味があります。

620円（670）
内容量 1kg　　入数 20　　賞味 -
JAN 4942102071716

120312

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さとうきび（種子島産）

環境科学研究センター

羅漢果顆粒ゴールド
厳選した羅漢果果実を煎

じたエキスを更に高濃縮し、

使いやすい顆粒にしまし

た。溶けやすく、軽く爽やか

な甘みの甘味料です。ショ

糖は使用しておりません。

2,838円（3,065）
内容量 500g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4582321340516

120342

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果糖（国内製造）、羅漢果抽出物

環境科学研究センター

生羅漢果顆粒
厳選した生の羅漢果果実

をそのまま絞り、特殊製法

によりできた生エキスを顆

粒状にしました。クセが少

なく料理の味を損ないま

せん。ショ糖は使用してお

りません。

2,838円（3,065）
内容量 500g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4582321340523

120343

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果糖（国内製造）、羅漢果抽出物

垣乃花

沖縄黒糖蜜
水飴やハチミツなどの添加

物は一切使用せず沖縄で

育ったサトウキビから取れ

た原材料だけを使用したシ

ロップにしました。100％沖

縄県産の加工黒糖蜜です。

600円（648）
内容量 280g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4957426000410

120121

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖（さとうきび（沖縄県産））、糖蜜（さとうきび（沖縄県産））、黒糖

(さとうきび(沖縄産））

高橋ソース

カントリーハーヴェスト オーガニック黒糖
有機さとうきびを 100％使

用したミネラル分たっぷり

の有機シュガーです。旨味

と程よいコクと渋みに仕上

がっています。

440円（475）
内容量 400g　　入数 12　　賞味 -
JAN 4906967022207

120114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機さとうきび（コスタリカ産）

高橋ソース

カントリーハーヴェスト オーガニック純糖
有機さとうきびを 100％使

用しシンプルな精製工程

からなるミネラル分たっぷ

りの有機シュガー。甘味 ・

旨味と伸びのある味わい

で、煮物から菓子作り、コー

ヒーなど幅広くご使用いた

だけます。

440円（475）
内容量 400g　　入数 12　　賞味 -
JAN 4906967021200

120113

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機さとうきび

高橋ソース

カントリーハーヴェスト 有機黒みつ
有機黒糖を煮詰め、ほど良

い甘みと風味、深いコクを

引き出しています。濃厚で

上品な甘味でありながら、

すっきりしています。

450円（486）
内容量 270g　　入数 10　　賞味 3年
JAN 4906967026304

120120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機さとうきび（コスタリカ産、コロンビア産）

テルヴィス

有機ブルーアガベシロップ
メキシコ産の有機ブルーア

ガベを原料とした100％天

然甘味料。砂糖に近い自

然な甘さを持ち、スッキリと

した後味が特徴です。甘

味が砂糖の 1.3 倍！GI 値

17 と低いので使用量を抑

えられます。

570円（616）
内容量 330g　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4997243100375

120321

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ブルーアガベ

リブテクノ

レアシュガー Ｄ-プシコース 希少糖含有シロップ
希少糖は砂糖の約 7 割

程度の甘味がありながら、

カロリーはほぼゼロ。砂糖

と同じようにお使いいただ

ける希少糖とイソマルトオ

リゴ糖等を含有のシロップ

です。

1,800円（1,944）
内容量 700g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4571271220061

120249

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

希少糖含有シロップ（レアシュガースウィート®）（国内製造）、イソマ

ルトオリゴ糖シロップ、フラクトオリゴ糖シロップ
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ハーバー研究所

マービー液状低カロリー甘味料６２０
デンプンからつくられた還

元麦芽糖水飴を使用した

低カロリー甘味料です。カ

ロリー45％カットです。

850円（918）
内容量 620g　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4534551012015

120353

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

還元麦芽糖水飴

正栄

スッキリ オリゴ糖
ビフィズス菌を増やして腸

内環境の改善に役立ちま

す。 お砂糖の約半分の甘

さです。熱に強いので、温

かい飲み物やお料理の時

などに最適です。

580円（626）
内容量 1kg　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4952413610177

120127

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

イソマルトオリゴ糖（国内製造）

恒食

アカシヤとんがり蜂蜜
あっさりとした味の純粋ア

カシア蜂蜜です。便利なチ

ューブタイプ。ヨーグルトや

飲み物などに入れたり、お

料理のかくし味など様々に

お使いください。

740円（799）
内容量 330g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4951895003279

110013

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アカシア蜂蜜（中国産）

恒食

アカシヤとんがり蜂蜜
あっさりとした味の純粋ア

カシア蜂蜜です。便利なチ

ューブタイプ。ヨーグルトや

飲み物などに入れたり、お

料理のかくし味など様々に

お使いください。

950円（1,026）
内容量 500g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4951895003286

110014

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アカシア蜂蜜（中国産）

恒食

アカシヤ蜂蜜
くせのない上品な甘さが特

徴の純粋アカシア蜂蜜で

す。そのまま食べても、コー

ヒー、紅茶、ヨーグルト、お

料理のかくし味にお使いく

ださい。

2,200円（2,376）
内容量 1.2kg　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4951895003293

110015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アカシア蜂蜜（中国産）

恒食

アカシヤ蜂蜜
くせのない上品な甘さが特

徴の純粋アカシア蜂蜜で

す。大量使いに。

3,600円（3,888）
内容量 2kg　　入数 4　　賞味 2年
JAN 4951895003309

110016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アカシア蜂蜜（中国産）

五十川

国産はちみつ 混花
北海道を代表するシコロや

アザミなどが主です。年に

よって色・ 香り・ 風味がさ

まざまで、大自然でとれた

そのままの風味豊かな味

わいが最大の魅力です。

3,000円（3,240）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4907886050012

120128

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（国内産）

五十川

国産はちみつ 混花
北海道を代表するシコロ

やアザミなどが主です。年

によって色・ 香り・ 風味が

さまざまで大自然でとれた

そのままの風味豊かな味

わいが最大の魅力です。

5,900円（6,372）
内容量 1.2kg　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4907886030014

120129

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（国内産）

五十川

国産はちみつ レンゲ
レンゲ蜜は味が優しく上品

で色調も淡く、最高位にラ

ンクされています。近年、レ

ンゲ畑の減少により貴重

な存在です。

4,900円（5,292）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4907886010023

120130

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（国内産）
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五十川

国産はちみつ アカシヤ
はちみつの女王の呼び名

がピッタリの、上品で優雅

な風味を持っています。果

糖が多いため、しっかりした

甘味と共に、結晶が遅い

のが特徴。料理全般に向

きます。

3,580円（3,866）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4907886020022

120131

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（国内産）

スリーエイト

国産りんご純粋はちみつ
みつばちが林檎畑で集め

ました。深い甘みと爽やか

な余韻が特徴の希少な国

産純粋蜂蜜です。

1,030円（1,112）
内容量 180g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904266110175

120132

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんごはちみつ（国産）

スリーエイト

国産さくら純粋はちみつ
口の中でほんのり桜の香

りが広がる、優雅な蜂蜜で

す。花期が短いので、量的

には採れなく貴重な蜂蜜

です。

960円（1,037）
内容量 180g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904266110250

120133

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さくらはちみつ（国産）

スリーエイト

国産百花純粋はちみつ
みつばちが四季折々の花

から集めた、味わい豊かな

百花蜜です。その年その年

の味をお楽しみください。

890円（961）
内容量 180g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904266710931

120135

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（国産）

スリーエイト

国産信州あかしあ純粋はちみつ
あかしあの白い花同様、上

品な香りと芳醇な味が特

徴の、希少な国産純粋蜂

蜜です。

1,990円（2,149）
内容量 180g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904266221604

120136

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アカシアはちみつ（国産）

正栄

純粋はちみつ（瓶）
多くの花から集めた豊か

な風味の純粋なはちみつ

(百花蜜)です。国内で詰め

ています。

1,400円（1,512）
内容量 1kg　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4952413112107

120143

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ（中国産）

スリーエイト

グリーンラベル結晶はちみつ
クリーミーでなめらかな食

感の結晶蜂蜜です。上品

な香りとくせのない味が特

徴的なカナダ産はちみつ

と国産アカシア蜂蜜をブレ

ンドしました。

2,230円（2,408）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904266240605

120141

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

蜂蜜（カナダ）　あかしあ蜂蜜（国産）

コサナ

マヌカハニーＭＧＯ １００＋
ニュージーランドだけに自

生する低木ハーブ「マヌカ」。

他のハチミツには無い独

特の香りとコク、そして群を

抜いて多い MGO が魅力

の特別なはちみつです。濃

厚な色合いとクリーミーな

甘さが特徴です。

3,100円（3,348）
内容量 250g　　入数 12×6　　賞味 4年
JAN 9421905718028

120338

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ニュージーランド産はちみつ

コサナ

マヌカハニーＭＧＯ １００＋
マヌカハニーをお手軽に

毎日続けたい方に。500g

のお得サイズです。

5,600円（6,048）
内容量 500g　　入数 12×6　　賞味 4年
JAN 9421905718035

120339

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ニュージーランド産はちみつ
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チョーコー醤油

だしの素 こいいろ
本醸造丸大豆こいくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きた「だし入り

しょうゆ」です。 和 ・洋・中

あらゆる料理に幅広くご使

用いただけます。

400円（432）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507170176

120151

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、かつお

節、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

だしの素 こいいろ
本醸造丸大豆こいくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きた「だし入り

しょうゆ」です。 和 ・洋・中

あらゆる料理に幅広くご使

用いただけます。

600円（648）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507170145

120152

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、かつお

節、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

だしの素 こいいろ
本醸造丸大豆こいくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きた「だし入り

しょうゆ」です。 和 ・洋・中

あらゆる料理に幅広くご使

用いただけます。

1,050円（1,134）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507170022

120153

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、かつお

節、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

京風だしの素 うすいろ
本醸造丸大豆うすくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きたうすいろ

「だし入りしょうゆ」です。 素

材の彩りを大切に仕上げ

るうすいろタイプです。

400円（432）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507490175

120154

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、かつお節、食

塩、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

京風だしの素 うすいろ
本醸造丸大豆うすくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きたうすいろ

「だし入りしょうゆ」です。 素

材の彩りを大切に仕上げ

るうすいろタイプです。

600円（648）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507490144

120155

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、かつお節、食

塩、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

京風だしの素 うすいろ
本醸造丸大豆うすくち醤

油をもとに、かつお・ 昆布

の風味が生きたうすいろ

「だし入りしょうゆ」です。 素

材の彩りを大切に仕上げ

るうすいろタイプです。

1,050円（1,134）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507490021

120156

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、かつお節、食

塩、こんぶエキス、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

京風仕立て白だし
本醸造丸大豆うすくち醤

油を使用した、鰹節と昆布

の風味豊かな白だしです。

色がうすくすっきり上品な

味わいで料理の彩りをよく

仕上げます。

480円（518）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507491097

120159

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、清酒、食塩、みりん、砂糖、

かつお節、酵母エキス、醸造酢、魚貝エキス、こんぶ

チョーコー醤油

焼きあごだし うすいろ
長崎県産焼き飛魚(あご )

の上品なだしを利かせた、

本醸造丸大豆醤油使用・

うすいろタイプのだし醤油。

うすい色合いが素材の色

合いを損ないません。

440円（475）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507582177

120160

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、食塩、焼き飛魚（あ

ご）、酵母エキス、魚醤／アルコール

笛木醤油

金笛 春夏秋冬のだしの素
丸大豆、小麦、天日塩のみ

を原料とした金笛しょうゆ

をベースに、かつお節、昆

布、しいたけのだしを活か

したつゆです。

1,050円（1,134）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4977229600037

31110443

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、国内製造）、砂糖、食塩、かつおぶし、酵

母エキス、昆布、しいたけ／アルコール
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チョーコー醤油

すき焼わりした
JAS規格・特級「特選」の

本醸造丸大豆こいくち醤

油と本みりんを贅沢に使

い、清酒・昆布エキスで味

を調えたストレートタイプの

すき焼用のわりしたです。

380円（410）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507471174

120162

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

みりん、しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、

砂糖、清酒、食塩、こんぶエキス

瑞雲

和然 素材を生かす昆布つゆ
有機特選醤油を使用。 北

海道南産の真昆布のうま

みを生かし、植物性素材

のみで仕上げた、素材を

生かすだしつゆです。

620円（670）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4997995822983

120291

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機しょうゆ（大豆・小麦を含む、国内製造）、粗糖、食塩、昆布エキス、

椎茸エキス、酵母エキス、昆布粉末、みりん、米酢

瑞雲

和然 本格風味鰹だしつゆ
有機特選醤油に、国内で

水揚げ加工されたかつお

節のエキス、道南真昆布、

椎茸エキスが入った本格

鰹だしつゆ。色々な料理を

美味しく仕上げる便利な調

味料です。

600円（648）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4997995822976

120316

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機しょうゆ（大豆・小麦を含む、国内製造）、粗糖、かつお節エキス、

食塩、昆布エキス、みりん、しいたけエキス、酵母エキス

マルシマ

かつおだしの素
良質の風味原料（枕崎産

かつお節・北海道産真昆

布）を多く使用し、調味料、

粉末醤油をほどよくブレン

ドしたかつお風味のだしの

素です。

280円（302）
内容量 10g×10　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4978326300172

412001

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう糖、食塩、風味原料（かつおぶし粉末・こんぶ粉末）、粉末醤油

／調味料（アミノ酸等）

マルシマ

かつおだしの素
良質の風味原料（枕崎産かつお節・ 北海道産真

昆布）を多く使用し、調味料、粉末醤油をほどよくブレ

ンドしたかつお風味のだしの素です。

1,350円（1,458）
内容量 10g×50　　入数 15　　賞味 18ヶ月
JAN 4978326300202

412002

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう糖、食塩、風味原料（かつおぶし粉末・こんぶ粉末）、粉末醤油

／調味料（アミノ酸等）

マルシマ

焼あごだし
国産の風味豊かな素材を

使用し、バランスよく配合し

た香り豊かで旨みたっぷり

のだしです。色々な料理の

だしとしてご使用ください。

1,250円（1,350）
内容量 8g×20　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4906657216503

412165

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食塩、砂糖（てんさい）、飛魚粉末、鰹節粉末、鯖節粉末、酵母エキス、

椎茸粉末、昆布、たまねぎ粉末

日本食品工業

だしの素
かつおの香りと昆布のコクを独自の配合でブレンド

しました。毎日のお味噌汁用のだしとして、また各種

料理の味付けに幅広くご使用いただけます。

310円（335）
内容量 10g×10　　入数 80　　賞味 18ヶ月
JAN 4975668101023

120147

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう糖、食塩、風味原料（かつおぶし粉末、こんぶ粉末）／調味料

（アミノ酸等）

日本食品工業

だしの素
かつおの香りと昆布のコクを独自の配合でブレンド

しました。50 包のお徳用です。

1,480円（1,598）
内容量 10g×50　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4975668101016

120149

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう糖（国内製造）、食塩、風味原料（かつおぶし粉末、こんぶ粉末）

／調味料（アミノ酸等）
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チョーコー醤油

ストレートつゆ三昧
本醸造丸大豆こいくちしょ

うゆをベースに、かつお・

こんぶの風味豊かに仕上

げたストレートタイプのめ

んつゆ。

[ 開栓後要冷蔵 3 日以内

に使用ください ]

400円（432）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4974507592091

120165

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、かつお節、食

塩、酵母エキス、こんぶ、魚貝エキス

チョーコー醤油

あごつゆ
長崎名産焼き飛魚（あご）

の上品な風味と、しいたけ・

こんぶの旨味がおいしく調

和したうすいろのめんつゆ

です。 濃縮 2 倍タイプ。

430円（464）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507560090

120166

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、焼き飛魚（あご）、食

塩、みりん、酵母エキス、醸造酢、魚貝エキス、乾しいたけ、こんぶ

チョーコー醤油

えびつゆ
九州産干しえびの香ばし

い風味とこんぶ・ しいたけ

の旨味がおいしく調和した

うすいろのめんつゆです。

濃縮 2 倍タイプ。

430円（464）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507590097

120167

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、干しえ

び、醸造酢、酵母エキス、魚貝エキス、こんぶエキス、乾しいたけ

チョーコー醤油

かつおつゆ
鹿児島県産の三種類のか

つお節(本枯節、一本釣り

鰹節、荒節) をこだわりの

バランスで使用した味わ

い豊かなめんつゆです。

2 倍濃縮タイプ。

430円（464）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4974507180052

120168

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、かつお

枯れ節、かつお節、酵母エキス、魚貝エキス、醸造酢、こんぶエキス

マルシマ

かつおめんつゆ
丸大豆仕込みでじっくりと

熟成させた純正醤油に、

かつおぶしエキスとこんぶ

エキスを使用した濃縮タイ

プのつゆです。

430円（464）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4978326018428

412142

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ、みりん、砂糖、米発酵調味料、かつおぶしエキス、食塩、こん

ぶエキス、酵母エキス

チョーコー醤油

九州だし寄せ鍋つゆ
長崎県産焼きあご、対馬産

原木しいたけ、鹿児島県産

かつお節、大分県産干しえ

びを使用した、本醸造丸大

豆醤油使用・ 化学調味料

無添加の鍋つゆです。

350円（378）
内容量 30ml×4　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507739298

130356

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、みりん、砂糖、焼き飛魚（あ

ご）、かつお節、魚介エキス、食塩、干しえび、乾しいたけ／アルコール

チョーコー醤油
まぜるめんつゆ 
さっぱりゆずサラダ風
丸大豆しょうゆと高知県産

ゆず果汁を使用した、冷や

し麺をさっぱり美味しく頂け

る化学調味料無添加のま

ぜるめんつゆです。

250円（270）
内容量 30g×3　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4974507723297

120323

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む)(国内製造）、砂糖、たまねぎ、ゆず果汁、

醸造酢、食塩、でん粉、酵母エキス、魚介エキス

チョーコー醤油
まぜるめんつゆ 
こってりしょうゆ 焼きあご風味
丸大豆しょうゆをベースに

長崎県産焼き飛魚（あご）

の風味を効かせたこってり

しょうゆ味、化学調味料無

添加のまぜるめんつゆで

す。

250円（270）
内容量 30g×3　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 497450772290

120324

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む)(国内製造）、水あめ、砂糖、食塩、チキ

ンエキス、でん粉、醸造酢、こんぶエキス、しょうが汁、焼き飛魚（あ

ご）粉末、オニオンパウダー、酵母エキス、ガーリックパウダー、香辛

料／アルコール

チョーコー醤油
まぜるめんつゆ 
本場長崎仕込み冷やしちゃんぽん風
長崎本場仕込みのちゃん

ぽん風白湯めんつゆ。 チ

キンとポークのコクとうま

味を涼味で頂く新感覚の

化学調味料無添加のまぜ

るめんつゆです。

250円（270）
内容量 30g×3　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4974507724294

120345

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水あめ（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、畜肉エキス（ポ

ーク、チキン）、砂糖、食塩、ポークオイル、でん粉、酵母エキス、香味

油、魚貝エキス、醸造酢、しょうが汁、野菜エキス、ガーリックパウダ

ー、香辛料／アルコール
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チョーコー醤油

香り立つゆず鍋つゆ
長崎県壱岐産ゆずと鹿児

島県産「南国元気鶏」を使

用した、本醸造丸大豆醤

油使用・ 化学調味料無添

加の柑橘風味の香り高い

鍋つゆです。

350円（378）
内容量 30ml×4　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507741291

130357

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ゆず果汁、チ

キンスープ、醸造酢、魚介エキス

チョーコー醤油

鶏だしコク鍋つゆ
鹿児島県産「南国元気鶏」

のスープを贅沢に使用し

た、本醸造丸大豆醤油使

用・ 化学調味料無添加の

鶏だし鍋つゆです。

350円（378）
内容量 30ml×4　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507734286

130240

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

チキンスープ、しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆:遺伝子組換えで

ない）、砂糖、食塩、でん粉、かつおエキス、酵母エキス、昆布エキス、オ

ニオンパウダー、生姜汁、ガーリックパウダー／アルコール

チョーコー醤油

本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ
”本場仕込み”の濃厚な味

わいの、長崎ちゃんぽん ・

白湯（パイタン）ベース、本

醸造丸大豆醤油使用・ 化

学調味料無添加の鍋つ

ゆです。

350円（378）
内容量 30ml×4　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507735283

130241

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、ポークエ

キス、食塩、砂糖、ポークオイル、酵母エキス、でん粉、還元水あめ、チ

キンエキス、チキンブイヨン、オニオンパウダー、野菜エキス（ニンニ

ク、玉ねぎ、白菜、生姜）、香辛料、ガーリックパウダー／アルコール

チョーコー醤油

しょうがみそ鍋つゆ
長崎県産のしょうがを使用

し、長崎麦みそ、鹿児島県

産「南国元気鶏」のチキン

スープを加えた、本醸造丸

大豆醤油使用・ 化学調味

料無添加の鍋つゆです。

350円（378）
内容量 30ml×4　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507738291

130326

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

みそ（大豆を含む）（国内製造）、チキンスープ、水あめ、しょうが、食塩、

砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、オニオンパウダー、酵母エキス、

でん粉／アルコール

マルサンアイ

あっさり醤油味の寄せ鍋スープ
小豆島産本醸造醤油をベ

ースに、昆布、かつおなどの

風味豊かなだしで仕上げ

たストレートタイプの寄せ

鍋スープです。

300円（324）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4901033331306

130052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

液体だし（さば節・いわし煮干・かつお節・宗田かつお節）、しょうゆ

（小麦・大豆:遺伝子組換えでないを含む）、食塩、かつお節エキス、

昆布エキス、酵母エキスパウダー、チキンエキス

マルサンアイ

ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ
豆板醤の辛みと味噌の旨

みをほどよい酸味の玄米黒

酢で仕上げたストレートタイ

プのキムチ鍋スープです。

300円（324）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4901033331320

130053

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米みそ、水あめ、魚醤、米黒酢、豆板醤（大豆を含む）、食塩、おろしに

んにく、昆布エキス、煮干いわし粉、唐辛子/パプリカ色素

※みその原料大豆は遺伝子組換えでない

マルサンアイ

香り高いごま豆乳鍋スープ
有機大豆を使用した豆乳、

有機栽培ごまを使用した

鍋スープです。

300円（324）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4901033733087

130355

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆乳、砂糖、食塩、有機ごま、かつお節エキス、昆布エキス、煮干いわし

粉／重曹

マルサンアイ

コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ
国産素材で作ったみそに、

風味豊かな鰹、昆布、煮干

のだしがきいたコクとうま

味のストレートタイプのみ

そちゃんこ鍋スープです。

300円（324）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4901033331047

130055

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米みそ（大豆を含む）、みりん、豆みそ、砂糖、食塩、かつお節粉、昆布

エキス、唐辛子、酵母エキスパウダー、煮干いわし粉

※みその原料大豆は遺伝子組換えでない

マルサンアイ

野菜がおいしいとり塩鍋スープ
風味豊かな国産鶏がらス

ープをベースに沖縄海水

塩「青い海」を加え、玄米

黒酢を隠し味に仕上げた

とり塩鍋スープです。

300円（324）
内容量 600g　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4901033733032

130298

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

チキンエキス（国内製造）、食塩、白だし（小麦、かつお節、食塩、みり

ん、その他）、砂糖、米黒酢、かつお節エキス、昆布エキス
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恒食

国産豆乳マヨ
卵の代わりに国産豆乳を

使用し、動物性原料不使

用で作りました。菜種油、り

んご酢を使用。コクがあり、

舌触り滑らか、コレステロー

ルゼロ。ドレッシングなど

の味のアクセントにも。

490円（529）
内容量 200g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895002760

110018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

菜種油（国内製造）、豆乳、りんご酢、スイートコーンパウダー、香辛

料、食塩、砂糖、粉末味噌、（一部に大豆・りんごを含む）

ななくさの郷

松田のマヨネーズ・辛口
自然なもの、伝統製法に

厳選し、完全無添加でとこ

とんこだわりました。辛口

はマスタードの量が多く、

サンドウィッチ等によく合い

ます。

480円（518）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4931725779338

120349

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（国内製造）（遺伝子組換えでない）、卵、りんご酢、食

塩、蜂蜜、マスタード、ニンニク、コショウ、ショウガ

ななくさの郷

松田のマヨネーズ・甘口
自然なもの、伝統製法に

厳選し、完全無添加でとこ

とんこだわりました。甘口

はマスタードの量が少な

めです。

480円（518）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4931725779345

120348

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用なたね油（国内製造）（遺伝子組換えでない）、卵、りんご酢、食

塩、蜂蜜、マスタード、ニンニク、コショウ、ショウガ

チョーコー醤油

プレミアムドレッシング ゆず
高知県産ゆず果汁と丸大

豆醤油、国産玉ねぎ、醸造

酢をほどよくブレンドし、す

りごまをアクセントに添え

たマイルドな化学調味料

無添加のドレッシング。

450円（486）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507553238

120299

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）、菜種油、砂糖、醸造酢、たまねぎ、ゆず

果汁、ごま、食塩、でん粉、酵母エキス、魚介エキス

恒食

ごまドレッシング
酸味を抑えた甘みのあるマ

イルドな和風ごまドレッシ

ングです。厳選した上質の

有機ごまを使い、野菜から

肉まで幅広い料理に使え

るこだわりの逸品です。

900円（972）
内容量 390ml　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4951895002111

110021

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用植物油脂（国内製造）、有機醤油、醸造酢、三温糖、有機胡麻、卵

黄、でん粉、（一部に小麦・大豆・胡麻・卵を含む）

おおた食品

おおたのマヨネーズ
浜名湖たまごを使った辛

子の効いたマヨネーズ。サ

ンドウィッチやサラダにピ

ッタリの味です。保存料、乳

化剤、着色料無添加です。

360円（389）
内容量 220g　　入数 48　　賞味 45日
JAN 4582173181299

120169

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用植物油脂、卵、りんご酢、醸造酢、食塩、香辛料/香辛料抽出物

創健社

べに花マヨネーズ
圧搾製法のべに花一番

（高オレイン酸）を使用。醸

造酢など自然な素材のみ

使用した軽い風味のマヨ

ネーズです。

410円（443）
内容量 300g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4901735105502

31110562

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用植物油脂（なたね油、べに花油）（国内製造）、卵黄、醸造酢、砂

糖、食塩、香辛料

高橋ソース

カントリーハーヴェスト 有機和風ドレッシング
有機醤油と味噌をベース

に、生の玉葱とスパイスブ

レンドで素材感を生かしシ

ンプルに仕上げました。豆

腐サラダや和風サラダに

ぴったりです。

480円（518）
内容量 200ml　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4906967037300

120192

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機醤油（国内製造）、有機食用植物油脂、有機醸造酢、有機砂糖、

有機たまねぎ、有機味噌、食塩、有機酵母エキス、有機マスタード、有

機にんにく、有機唐辛子、(一部に小麦・大豆を含む）

高橋ソース

カントリーハーヴェスト 有機イタリアンドレッシング
有機たまねぎとマスタード

をベースに、すっきりとした

白グレープビネガーの酸味

が特徴のドレッシングです。

480円（518）
内容量 200ml　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4906967038307

120193

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機醸造酢（ドイツ製造、日本製造）、有機食用植物油脂、有機たま

ねぎ、有機砂糖、食塩、有機マスタード、有機香辛料、有機酵母エキス
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チョーコー醤油

プレミアムドレッシング オリーブオイル
イタリア産エキストラバージ

ンオリーブオイルを使用

し、白ワイン、バルサミコ酢、

本醸造うすくち醤油をブレ

ンドした化学調味料無添

加のドレッシング。

450円（486）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 9ヶ月
JAN 4974507554235

120298

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）、オリーブ油、ワイン、醸造酢、砂糖、食塩、

ぶどう酢、たまねぎ、でん粉、酵母エキス、香辛料

チョーコー醤油
長崎素材ドレッシング　長崎県産
焼きあご使用和風だししょうゆ
丸大豆醤油、長崎県で漁

獲 ・ 加工された焼き飛魚

（あご）、対馬産の原木しい

たけ、長崎県産の野菜（玉

ねぎ、しょうが）を使った和

風ドレッシングです。

530円（572）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507565231

120350

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、なたね油、砂糖、醸造酢、た

まねぎ、しょうが、乾しいたけ、でん粉、食塩、酵母エキス、焼き飛魚（あ

ご）粉末

チョーコー醤油

プレミアムドレッシング シーザーサラダ
イタリア産パルミジャーノ・

レッジャーノ 100％を使用

したチーズ風味豊かなド

レッシング。化学調味料は

一切使用していません。

500円（540）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507558233

120318

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

なたね油（国内製造）、醸造酢、チーズ（乳成分を含む）、砂糖、食塩、

でん粉、卵黄（卵を含む）、おろしにんにく、香辛料

チョーコー醤油

国産たまねぎのノンオイルドレッシング
国産玉葱と丸大豆しょうゆ

を合わせた、化学調味料無

添加のノンオイルドレッシン

グ。 食後の血中中性脂肪、

血糖値が気になる方へ。

【機能性表示食品】

500円（540）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507563237

120347

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、イソマルトデキスト

リン（食物繊維）、砂糖、醸造酢、食塩、でん粉、酵母エキス、魚介エキス

チョーコー醤油

プレミアムドレッシング 九州産野菜
九州産のたまねぎ、にんじ

ん、かぼちゃを使用し、野

菜のおいしさをぎゅっと詰

め込んだ、野菜の苦手な

方でも食べやすくマイルド

な野菜ドレッシング。

450円（486）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974507559230

120317

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

なたね油（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、りんごピューレ、

砂糖、たまねぎ、にんじん、醸造酢、かぼちゃ、食塩、でん粉、酵母エキス

チョーコー醤油
長崎素材ドレッシング　大村産
黒田五寸にんじん使用スウィートベジタブル
本場イタリア産エキストラ

バージンオリーブオイルと

白ワイン、バルサミコ酢、本

醸造うすくち醤油で仕上げ

た地中海の香り＋和の味

わいのドレッシングです。

530円（572）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 497450756238

120351

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

なたね油（国内製造）、にんじん、たまねぎ、水あめ、砂糖、しょうゆ（小

麦・大豆を含む）、醸造酢、食塩、にんにく、酵母エキス、でん粉、魚介

エキス

高橋ソース

カントリーハーヴェスト 有機トマトケチャップ
カリフォルニア産の完熟し

た有機トマトをはじめ、粗

糖、果実、穀物酢、香辛料

まで100％有機素材を使

用。今までにない芳醇な

味わいのトマトケチャップ

です。

360円（389）
内容量 300g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4906967131282

120171

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト（米国産、スペイン産）、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機

たまねぎ、有機香辛料

高橋ソース

カントリーハーヴェスト 有機フルーティーケチャップ 
有機栽培の原材料を使用

して、食塩を加えず、砂糖の

代わりに濃縮ぶどう果汁

で仕上げたフルーティーな

ケチャップです。

500円（540）
内容量 300g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4906967032282

120172

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト（米国産）、有機濃縮ぶどう果汁、有機醸造酢、有機たまねぎ、

有機香辛料

恒食

有機トマトケチャップ
カリフォルニア産の完熟し

た有機トマトをはじめ、粗

糖、果実、穀物酢、香辛料

まで100％有機素材を使

用しました。トマト本来の旨

味たっぷりのトマトケチャッ

プです。

500円（540）
内容量 500g　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4951895001329

110020

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト（米国産、スペイン産）、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機

たまねぎ、有機香辛料
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パパヤ

中濃ソース
野菜を生のまま酵素の働

きで溶かして加え、食塩量

を通常中濃ソースの約半

分に減量して作った中濃ソ

ースです。

310円（335）
内容量 300ml　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4907067303111

120178

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（トマト（スペイン）、たまねぎ、セロリ、その他）、醸造酢（り

んごを含む）、砂糖、食塩、でん粉、チャツネ（りんごを含む）、香辛料

パパヤ

ウスタースペシャル
新鮮な野菜と香辛料を生

のまま酵素の働きで溶か

し込んだものを加えて作っ

たウスターソースです。

300円（324）
内容量 300ml　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4907067101427

120182

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醸造酢、砂糖、食塩、野菜（たまねぎ、セロリ、にんじん、その他）、香辛料

パパヤ

濃厚ソース
新鮮な野菜と香辛料を生

のまま酵素の働きで溶か

し込んだものを加えて作っ

た濃厚ソースです。

300円（324）
内容量 300ml　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4907067202223

120189

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（トマト、デーツ、プルーン、その他）、砂糖、醸造酢、食塩、

でん粉（小麦を含む）、香辛料

パパヤ

有機ウスターソース
有機栽培のたまねぎ・ セ

ロリ・ にんじん等を生のま

ま酵素の働きで溶かし込

み、有機砂糖、天日塩、有機

醸造酢等をブレンドしたウ

スターソースです。

370円（400）
内容量 200ml　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4907067102011

120272

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機醤油（小麦・大豆を含む）、有機砂糖、有機醸造酢（有機米酢、

有機りんご酢（りんごを含む））、野菜・果実（有機トマト、有機たまね

ぎ、プルーン、その他）、食塩、香辛料

パパヤ

有機とんかつソース
有機栽培のたまねぎ・ セ

ロリ・ にんじん等を生のま

ま酵素の働きで溶かし込

み、生野菜の旨味、香り、成

分を引き出した濃厚ソース

です。

370円（400）
内容量 200ml　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4907067200014

120273

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（有機トマト、有機たまねぎ、プルーン、その他）、有機砂糖、

有機醸造酢（有機米酢、有機りんご酢（りんごを含む））、有機醤油（小

麦・大豆を含む）、食塩、有機小麦粉、でん粉、香辛料

ヒカリ

トマトケチャップ
真っ赤に完熟した有機トマ

トが持つ自然の甘みを生

かして甘口に仕上げたトマ

トケチャップ。保存料、着色

料、化学調味料は使用し

ていません。

460円（497）
内容量 400g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4952399410037

120175

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト、糖類（砂糖、麦芽水飴）、醸造酢（米酢）、食塩、有機たま

ねぎ、有機にんにく、香辛料

パパヤ

有機トマトケチャップ
有機栽培のトマト、有機たま

ねぎを豊富に使用し、有機

砂糖、有機醸造酢をブレン

ドいたしました。トマトの芳

醇な味をお楽しみください。

440円（475）
内容量 290g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4907067501241

120263

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト、有機砂糖、有機醸造酢（有機米酢・有機りんご酢（りん

ごを含む））、有機たまねぎ、食塩、香辛料、にんにく

パパヤ

有機中濃ソース
有機栽培のたまねぎ・ セ

ロリ・ にんじん等を生のま

ま酵素の働きで溶かし込

み、有機砂糖、有機醸造酢

等をブレンドし、うす塩タイ

プに仕上げました。

370円（400）
内容量 200ml　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4907067300011

120271

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（有機トマト、有機たまねぎ、有機セロリ、その他）、有機醸

造酢（有機りんご酢（りんごを含む）、有機米酢）、有機砂糖、有機醤

油（小麦・大豆を含む）、食塩、でん粉、香辛料

高橋ソース

カントリーハーヴェスト オーガニックトマトソース
イタリア産 100％完熟有機

トマトをじっくり煮込み、素

材本来の旨味をきかせた

コク深い味わいのトマトソ

ースです。

430円（464）
内容量 280g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4906967133408

120352

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機野菜（有機トマト（イタリア産）、有機にんにく）、有機砂糖、有機

食用植物油脂、有機レモン果汁、食塩、有機澱粉、有機醸造酢、有機

香辛料、（一部に小麦を含む）



024

加
工
調
味
料

パパヤ

本格ソース甘口
野菜を生のまま酵素の働

きで溶かし込んだものを加

えて作ったウスターソースで

す。 コクがありますのでカレ

ーなどの隠し味としてもご

使用ください。

310円（335）
内容量 300ml　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4907067101137

120187

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醸造酢、砂糖、野菜（たまねぎ、セロリー、にんじん、その他）、食塩、香

辛料

高橋ソース

特別栽培の野菜使用 中濃ソース
完熟したリンゴ、特別栽培

トマトをはじめ、沖縄黒糖、

奄美粗糖、有機酢、食塩な

ど、安心のこだわり素材で

作りました甘口のオールマ

イティーソースです。

430円（464）
内容量 300ml　　入数 10　　賞味 3年
JAN 4906967102336

120179

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（りんご（チリ産、国産）、トマト、たまねぎ、その他）、砂糖、

醸造酢、食塩、醤油、澱粉、香辛料、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

高橋ソース

特別栽培の野菜使用 ウスターソース
完熟したリンゴ、特別栽培

トマトをはじめ、沖縄黒糖、

奄美粗糖、有機酢、食塩な

ど、安心のこだわり素材の

エキスが溶け込んだ、大人

のスパイシーソースです。

430円（464）
内容量 300ml　　入数 10　　賞味 3年
JAN 4906967103333

120183

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（りんご、トマト、たまねぎ、その他）、砂糖（国内製造）、醸

造酢、食塩、醤油、香辛料、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

高橋ソース

特別栽培の野菜使用 とんかつソース
完熟したリンゴ、特別栽培

トマトをはじめ、沖縄黒糖、

奄美粗糖、有機酢、食塩

など、安心のこだわり素材

で作りました濃厚な旨味 ・

甘味のフルーティーソース

です。

430円（464）
内容量 300ml　　入数 10　　賞味 3年
JAN 4906967101339

120186

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（りんご（チリ産、国産）、トマト、たまねぎ、その他）、砂糖、

醸造酢、食塩、醤油、澱粉、香辛料、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

ヒカリ

ウスターソ－ス
国産有機野菜、果実が持

つ本来の甘みを生かした

ウスターソースです。保存

料、化学調味料、カラメル

色素、酵母エキスは使用し

ていません。

350円（378）
内容量 360ml　　入数 15　　賞味 2年
JAN 4952399110012

120184

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、トマト、みかん、にんにく、にんじん）、醸

造酢（米酢）、糖類（砂糖、有機糖みつ）、食塩、香辛料

ヒカリ

濃厚ソース
国産有機野菜、果実が持

つ本来の甘みを生かした

濃厚ソースです。保存料、

化学調味料、カラメル色

素、酵母エキスは使用して

おりません。

350円（378）
内容量 360ml　　入数 15　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399310016

120190

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、にんじん、みかん、トマト、にんにく、レモン）、

米酢（米（国産））、糖類（砂糖、有機糖みつ）、食塩、でん粉、香辛料

高橋ソース
カントリーハーヴェスト 
中濃ソースミニパック（お弁当用）
こだわりの野菜、果実と世

界各地から厳選したスパ

イスを配合し、フルーティー

な香り高いソースに仕上げ

ました。分包タイプ。

170円（184）
内容量 10g×10　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4906967102114

120180

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜・果実（りんご（国産）、トマト、たまねぎ、その他）、砂糖、醸造酢、

食塩、醤油、澱粉、香辛料、（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

高橋ソース
カントリーハーヴェスト 
有機トマトケチャップミニパック（お弁当用）
有機トマトケチャップの分

包タイプです。

170円（184）
内容量 10g×10　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4906967131114

120173

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト（米国産、スペイン産）、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機

たまねぎ、有機香辛料

ジャフマック

味酵母
味に深みが加わり、素材の

持味を充分に引き出し、肉

や魚の臭みをなくす効果

があります。 化学調味料、

保存料・ 着色料・ 香料等

は使用しておりません。

750円（810）
内容量 1L　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4971969626357

120206

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水あめ(国内製造 )、発酵調味料(米、米麹、食塩 )、オリゴ糖、酒粕

調味料(アルコール、酒粕、食塩、米麹 )、アルコール、植物エキス醗

酵物（甜菜糖、りんご、みかん、その他）、食塩、りんご濃縮果汁
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味の一

味の母
米、米麹を原料に日本酒の

基となるもろみを醸造し、

塩を加えた醗酵調味料で

す。みりんの旨みとお酒の

風味を合わせ持ち、料理

の味をまろやかにします。

430円（464）
内容量 300ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4970828033015

120201

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米(国産）、米麹、食塩

味の一

味の母
米、米麹を原料に日本酒の

基となるもろみを醸造し、

塩を加えた醗酵調味料で

す。みりんの旨みとお酒の

風味を合わせ持ち、料理

の味をまろやかにします。

810円（875）
内容量 720ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4970828037211

120202

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米(国産）、米麹、食塩

味の一

味の母
米、米麹を原料に日本酒の

基となるもろみを醸造し、

塩を加えた醗酵調味料で

す。みりんの旨みとお酒の

風味を合わせ持ち、料理

の味をまろやかにします。

1,730円（1,868）
内容量 1.8L　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4970828031813

120203

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米(国産）、米麹、食塩

チョーコー醤油

ゆず醤油かけぽん
本醸造超特選・ 丸大豆う

すくち醤油をベースに、高

知県産のゆず果汁を使用

した、かけ・ つけ専用ゆず

風味のぽん酢しょうゆです。

マイルドなうすいろタイプ。

265円（286）
内容量 170ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4974507400075

120225

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、醸造酢、砂糖、ゆず果汁、

みりん、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

有機ぽん酢 うすいろ
有機 JAS 認証を受けた工

場で生産した有機ぽん酢

です。味はマイルド、かつう

すいろタイプですので、お

料理の彩りを損なうことなく

美味しくいただけます。

1,020円（1,102）
内容量 500ml　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4974507791043

120223

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、有機砂糖、有機米酢、

有機ゆず果汁、かつおエキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス

チョーコー醤油

有機ぽん酢 うすいろ
有機 JAS 認証を受けた工

場で生産した有機ぽん酢

です。味はマイルド、かつう

すいろタイプですので、お

料理の彩りを損なうことなく

美味しくいただけます。

660円（713）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507791173

120222

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機しょうゆ（小麦・大豆を含む）、有機砂糖、有機米酢、有機ゆず果

汁、かつおエキス、食塩、こんぶエキス、酵母エキス

チョーコー醤油

ゆず醤油かけぽん
本醸造超特選・ 丸大豆う

すくち醤油をベースに、高

知県産のゆず果汁を使用

した、かけ・ つけ専用ゆず

風味のぽん酢しょうゆです。

マイルドなうすいろタイプ。

430円（464）
内容量 400ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974507400099

120226

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、醸造酢、砂糖、ゆず果汁、

みりん、魚貝エキス、酵母エキス

チョーコー醤油

実生ゆずかけぽん 密封ボトル
超特選・本醸造丸大豆醤

油をベースに、香り高い

「実生ゆず」の果汁を使用

したマイルドなぽん酢醤油

です。少量から新鮮な状

態で取り出せる密封ボトル

使用。

360円（389）
内容量 210ml　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974507405278

120283

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、醸造酢、砂糖、ゆず果汁、

みりん、魚貝エキス、酵母エキス、食塩

マルシマ

ゆずぽん酢
純正醤油に国産柑橘果汁

とみりん、かつおだしなど

を美味しくブレンドしまし

た。風味良くお料理を引き

立てます。

520円（562）
内容量 300ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4978326018367

411761

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ、醸造酢、橙果汁、粗糖、みりん、ゆず果汁、酵母エキス、かつお

だし
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ベストアメニティ

にんにくペースト
農薬や化学肥料不使用の

九州産のにんにくを使った、

にんにくペーストです。 にん

にくの風味が引き立ち、様々

な料理にアクセントを加え

ることができます。

570円（616）
内容量 70g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4994790306762

120336

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にんにく、食塩、発酵調味料（魚しょう、焼酎、穀物発酵液）

チョーコー醤油

焼肉のたれ
超特選 ・本醸造丸大豆し

ょうゆ、みりん、味噌の三味

を生かした焼肉のたれで

す。甘口に仕上げています

ので、幅広い年齢の方々に

ご賞味いただけます。

350円（378）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 9ヶ月
JAN 4974507541235

120215

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

みりん（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、たまねぎ、砂糖、

醸造酢、りんご、みそ（大豆を含む）、でん粉、食塩、生姜、トマト、ごま、

ごま油、にんにく、香辛料

ニシキランバー

オーガニックスイートチリソース
ソースをからめて炒めるだ

けで、本場の味が再現で

きます。春巻きやガパオラ

イス、タイ風焼きそばなど

のエスニック料理に。

ヴィーガン食品

480円（518）
内容量 200g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 8859200500641

120334

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機唐辛子、有機砂糖、有機にんにく、有機パイナップル酢、食塩／糊

料（キサンタンガム）

ニシキランバー

オーガニックココナッツミルク
タイ産の有機ココナッツミ

ルクを使用し、乳製品アレ

ルギーや牛乳嫌いの方に

もおすすめです。便利な使

いきりサイズ。

220円（238）
内容量 160ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 8859200500580

120335

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ココナッツ、糊料（有機グアーガム）

海の精

有機ハーブソルト
伝統海塩「海の精やきし

お」と香り高くまろやかな有

機JAS 認証の 4 種ハーブ

（バジル・オレガノ・パセリ・

タイム）をブレンドした香草

塩です。料理の幅が広が

ります。

480円（518）
内容量 55g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4931915000754

120234

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

焼塩、有機バジル、有機オレガノ、有機パセリ、有機タイム

青い海

粗びき塩胡椒
沖縄の海水塩と香味豊か

な粗びき黒胡椒と白胡椒を

絶妙なバランスでブレンド

しました。とても便利な万能

調味料です。

450円（486）
内容量 75g　　入数 12　　賞味 18ヶ月
JAN 4905135000153

120231

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食塩（沖縄県製造）、胡椒

青い海

スパイス塩
沖縄の海水塩と香り高い

数種類のスパイスをブレン

ド、肉料理やチーズ料理に

は特におすすめの調味料

です。

450円（486）
内容量 70g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4905135000474

120233

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食塩（沖縄県製造）、胡椒、パセリ、オレガノ、オニオン、マジョラム、ロ

ーレル、ガーリック、セロリ、チンピ

チョーコー醤油

国産野菜のおろしぽん酢
国産の大根、玉葱、人参、高

知県産ゆず果汁と丸大豆

しょうゆを合わせたおろし

ぽん酢。食後の血中中性

脂肪、血糖値が気になる方

へ。【機能性表示食品】

500円（540）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 9ヶ月
JAN 4974507564234

120346

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大根（国産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、イソマルトデキストリン

（食物繊維）、醸造酢、砂糖、たまねぎ、みりん、にんじん、食塩、でん

粉、ゆず果汁、魚介エキス、酵母エキス

海の精

なんでもソルト 詰替用
伝統海塩 「海の精やきし

お」と香り豊かな風味や旨

味あふれる10 種の自然

素材をブレンドしたなんでも

ソルトの詰替え用。風味が

長持ちするアルミパック入り

です。

360円（389）
内容量 58g　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4931915001713

120262

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

焼塩、昆布粉末、有機バジル、しいたけ粉末、有機黒コショウ、有機白

コショウ、にんにく粉末、しょうが粉末、有機オレガノ、有機パセリ、有

機タイム
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向井珍味堂

白コショー
完熟したコショーの果皮を

取り除き粉末にしました。

刺激が少なく、独特の香味

や風味をお楽しみいただ

けます。

320円（346）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400354

120306

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白コショー（マレーシア）

向井珍味堂

黒コショー（粗挽き）

独特の香りをそこなうこと

なく粗挽きし、微粉を除い

て粒を揃えました。強い香

りとぴりっとスパイシーな

黒コショーです。

340円（367）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400408

120307

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒コショー（マレーシア）

向井珍味堂

和七味
七種の国産こだわり素材

を独自に配合。辛みをおさ

え、料理を引き立てる香り

と風味があります。

410円（443）
内容量 10g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400705

120301

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

金胡麻、唐辛子、山椒、チンピ、すじ青のり、黒胡麻、生姜

※原料原産地名：国産

向井珍味堂

七味
七種の和風料理に合う香

辛料を配合。辛みをおさ

え、各素材の香りと風味が、

料理の味を引き立てます。

410円（443）
内容量 15g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400156

120300

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

唐辛子（国産）、金胡麻、山椒、すじ青のり、チンピ、おの実、けしの実

向井珍味堂

一味
国産唐辛子の深煎り・ 浅

煎りの W ブレンド製法で

辛みと香ばしさを強めるた

め弱火でじっくり煎り上げ

ました。

360円（389）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400200

120302

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

唐辛子（国産）

向井珍味堂

山椒
国内産で少量しか収穫で

きない、特に大粒のぶどう

山椒の果肉だけを粗挽き

にし、豊かな芳香を大切に

保っています。

480円（518）
内容量 5g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400101

120303

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

山椒（和歌山県産）

向井珍味堂

わさび
西洋わさび 100％を粉末

にしたもの。シャープな強

い辛みと旨みがあります。

食べる直前に練ってお使

いください。

250円（270）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400255

120304

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

西洋わさび（国内製造）

向井珍味堂

からし
カナダ産からし種（マスタ

ード）100％を加工したも

の。強い辛みの中にも、な

めらかな舌ざわりと風味

があります。食べる直前に

練ってお使いください。

250円（270）
内容量 20g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400309

120305

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

からし粉（カナダ製造）

向井珍味堂

軸付タカノ爪
希少な国産タカノ爪の中か

ら小粒で形の良いものを選

び、軸付のまま仕上げまし

た。風味豊かで、つやのある

緑と赤の色合いが料理に

美しい彩りを添えます。

300円（324）
内容量 5g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400606

120308

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さや唐辛子（国産）
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デイリーフーズ

有機いちごジャム
有機JAS認定のジャム。

すっきりとした甘さの超糖

度25 度で、有機いちごを

64％配合しています。 フレ

ッシュ感を残す為、短時間

殺菌・ ＤＦＣジュール製法

採用。

620円（670）
内容量 135g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974636007732

130305

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機苺、有機砂糖、有機レモン濃縮果汁／安定剤（ペクチン）

加
工
食
品

デイリーフーズ

有機ブルーベリージャム
有機 JAS認定のジャム。

すっきりとした甘さの超糖

度25 度で、有機ブルーベ

リーを67％配合していま

す。フレッシュ感を残す為、

短時間殺菌・ ＤＦＣジュー

ル製法採用。

630円（680）
内容量 135g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974636007749

130303

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ブルーベリー、有機砂糖、有機レモン濃縮果汁／安定剤（ペクチン）

ハーバー研究所

マービー低カロリー ストロベリージャム
粒よりの苺をふんだんに

使用、ジャム本来のおいし

さを感じる味です。

（糖度 60 度）

520円（562）
内容量 230g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4534551012350

130358

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

還元麦芽糖水飴、いちご、デンプン、食用植物油脂／酸味料、ゲル化

剤（増粘多糖類）、香料、クエン酸 Ca

ハーバー研究所

マービー低カロリー マーマレード
太陽の恵みをふんだんに

受けた柑橘類を使用した

砂糖不使用マーマレード

です。（糖度 60 度）

540円（583）
内容量 230g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4534551012367

130359

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

還元麦芽糖水飴、果実（オレンジ、夏みかん、うんしゅうみかん）、濃

縮オレンジ果汁、デンプン／酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、

クエン酸 Ca

ハーバー研究所

マービー低カロリー ブルーベリージャム
皮の柔らかな、カナダ産の

ブルーベリーを使用した

砂糖不使用ジャムです。

（糖度 60 度）

680円（734）
内容量 230g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4534551012374

130360

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

還元麦芽糖水飴、ブルーベリー、デンプン／酸味料、ゲル化剤（増粘

多糖類）、クエン酸 Ca

向井珍味堂

煎りごま金
粒選りした金胡麻を少しず

つふっくら丁寧に焙煎しま

した。金胡麻の深い香りと

旨みをお楽しみいただけ

ます。

220円（238）
内容量 40g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4975812400552

140146

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

金胡麻（トルコ）

デイリーフーズ

国産有機ゆずマーマレード
有機JAS 認定のマーマレ

ード。国産原料使用。すっ

きりとした甘さの超糖度35

度です。

630円（680）
内容量 140g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974636007695

510288

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖、有機ゆず／安定剤（ペクチン）、酸化防止剤（V.C)

向井珍味堂

すじ青のり
国産のすじ青のりを乾燥

し、風味豊かに仕上げまし

た。風味の良い香りが料

理の味を引き立てます。

340円（367）
内容量 4g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4975812400453

160081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

すじ青のり（国産）

デイリーフーズ

オーガニック ワイルドブルーベリーペースト
オーガニックワイルドブル

ーベリーだけを2.5倍に濃

縮し、ペースト状に仕上げ

ました。ブルーベリー本来

の美味しさがギュッと詰ま

っています。砂糖不使用、

無添加。

933円（1,008）
内容量 145g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974636009057

130021

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ブルーベリー
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ジャフマック

ソフティーピーナッツクリーム
ピーナッツのコクと香りが豊

かな無香料無着色防腐剤

不使用のスプレッド。パン

に塗りやすく、カルシウム加

えた健康志向の高い商品

です。

410円（443）
内容量 150g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4971969000454

130238

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ピーナッツ(米国産 )、植物油脂、三温糖、デキストリン、脱脂粉乳／

貝殻カルシウム

千葉豆乃華

ピーナッツペースト（砂糖不使用）

芳醇な風味を有する千葉

産落花生を香ばしく焙煎

し、滑らかなペーストにしま

した。パンに塗ったり、ドレ

ッシングや和え物に料理

の隠し味や風味付けに。

910円（983）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 10ヶ月
JAN 4560396810400

130207

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

落花生（千葉県産）

三育フーズ

ピーナッツバター
ピーナッツを100％使った

無添加のペーストです。

自然にピーナッツ油が分

離しますので、時々かき混

ぜてご使用ください。

450円（486）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434600043

130012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

落花生（アメリカ産）

三育フーズ

ピーナッツクリーム
ピーナッツを香り高く焙煎

し、ペースト状にしてさとう

きびの風味を残した砂糖

と塩で味をつけました。

450円（486）
内容量 210g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900587

130014

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

落花生（アメリカ産）、植物油脂（起原原料：なたね・パーム）、砂糖、塩

三育フーズ

アーモンドクリーム
皮付きアーモンドを香り高

く焙煎し、ペースト状にして

さとうきびの風味を残した

砂糖と蜂蜜等で味をつけ

ました。

530円（572）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434600036

130015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、植物油脂（起原原料：なたね・パーム）、

はちみつ、塩

三育フーズ

アーモンドチョコクリーム
香り高く焙煎した皮付きア

ーモンドペーストとチョコペ

ーストをブレンドし、砂糖と

蜂蜜等で味をつけました。

530円（572）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900327

130274

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アーモンド（アメリカ産）、植物油脂（大豆を含む）、砂糖、ココアパウ

ダー、バターオイル（乳成分を含む）、はちみつ、塩／乳化剤、香料

三育フーズ

黒ゴマクリーム
黒ゴマを皮付きで香り高く

焙煎し、ペースト状にして、

さとうきびの風味を残した

砂糖と蜂蜜等で味をつけ

ました。

380円（410）
内容量 135g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900358

130017

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

炒り黒ゴマ（国内製造）、砂糖、植物油脂（起原原料：なたね・パーム）、

はちみつ、塩

三育フーズ

白ゴマクリーム
白ゴマを皮付きで香り高く

焙煎し、ペースト状にして、

さとうきびの風味を残した

砂糖と蜂蜜等で味をつけ

ました。

510円（551）
内容量 190g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900334

130016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

炒り白ゴマ（国内製造）、砂糖、植物油脂（起原原料：なたね・パーム）、

はちみつ、塩

ジャフマック

醗酵カシスの魅力（ジャム）

醗酵して食べやすくしたカ

シスにハチミツを加え、美

味しく仕上げました。パン

に塗ったり、ヨーグルトやア

イスクリームにかけてご使

用ください。

500円（540）
内容量 130g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4971969000331

130011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醗酵カシス（カシス(ニュージーランド産 )、甜菜糖、甜菜糖液糖）、

蜂蜜、オリゴ糖／糊料（ペクチン）、クエン酸
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三育フーズ

黒ゴマクリーム
黒ゴマを皮付きで香り高く

焙煎し、ペースト状にして、

さとうきびの風味を残した

砂糖と蜂蜜等で味をつけ

ました。

510円（551）
内容量 190g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900341

130018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

炒り黒ゴマ（国内製造）、砂糖、植物油脂（起原原料：なたね・パーム）、

はちみつ、塩

恒食

おいしいスパイスカレー 中辛／ガラムマサラ付

酵母エキス・動物性原材

料を使用せず、食用油脂

（パーム油）を使用してい

ます。スパイシーでコクも

あり、体にやさしく美味し

い中辛カレールウ（フレー

クタイプ）です。

460円（497）
内容量 135g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4951895003347

110150

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道産））、パーム油、食塩、カレー粉、粗糖、オニオンパ

ウダー、トマトペースト、昆布パウダー、チャツネ、うこんペースト、にんに

くペースト、しいたけパウダー、ガラムマサラ、生姜パウダー、セロリーパ

ウダー、唐辛子、黒胡椒、（一部に小麦・バナナ・りんごを含む）　

風と光

奄美カレー 甘口
奄美大島のうこんを「生」

のまますり潰し、その他 20

種類の香辛料を使ったカ

レールウです。甘口タイプ。

牛脂 ・ 牛エキス、合成食品

添加物不使用。

410円（443）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4560342330044

130022

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、食用植物油脂（パーム油、米油、菜種油）、食塩、

粗糖、オニオンパウダー、トマトペースト、カレー粉、うこんペースト、

ポークエキス、にんにくペースト、ジンジャーパウダー、酵母エキス、

ガラムマサラ、はちみつ、セロリーパウダー

風と光

奄美カレー 中辛
奄美大島のうこんを「生」

のまますり潰し、その他 20

種類の香辛料を使ったカ

レールウです。中辛タイプ。

牛脂 ・ 牛エキス、合成食品

添加物不使用。

410円（443）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4560342330051

130023

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、食用植物油脂（パーム油、米油、菜種油）、食塩、

カレー粉、粗糖、オニオンパウダー、トマトペースト、うこんペースト、

ポークエキス、酵母エキス、にんにくペースト、ガラムマサラ、ジンジャ

ーパウダー、唐辛子、黒胡椒、セロリーパウダー

創健社

植物素材の本格カレーフレーク 中辛
25種類以上のオリジナル

ブレンドスパイスと直火焙

煎した国内産小麦粉など、

植物性素材のみで香り高

くコクのある味に仕上げ

た、フレークタイプのカレー

ルウです。 6 皿分。

400円（432）
内容量 135g　　入数 40　　賞味 8ヶ月
JAN 4901735020355

31111133

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（有機べに花油、パーム油）、砂糖、

調味料（酵母エキス、粉末醤油、麦芽エキス）、カレー粉、食塩、香辛料

（オニオンパウダー、ガーリックパウダー、唐辛子）、りんご果汁、トマト

パウダー

創健社

植物素材の本格カレーフレーク 辛口
25種類以上のオリジナル

ブレンドスパイスと直火焙

煎した国内産小麦粉など、

植物性素材のみで香り高

くコクのある味に仕上げ

た、フレークタイプのカレー

ルウです。 6 皿分。

400円（432）
内容量 135g　　入数 40　　賞味 8ヶ月
JAN 4901735020362

31111134

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（有機べに花油、パーム油）、砂糖、

カレー粉、調味料（酵母エキス、麦芽エキス）、食塩、香辛料（オニオ

ンパウダー、唐辛子）、りんご果汁、トマトパウダー

桜井食品

ベジタリアンのためのカレー
動物性原料を使用せず、

厳選されたスパイスを使

用したカレールウ。粉末で

すので、お好みの量でドラ

イカレーなどにも使いやす

いです。

1袋で約 8 人分です。

385円（416）
内容量 160g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813412475

130028

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（国産）]、パーム油、砂糖、ピーナッツペースト、食塩、

カレー粉、発酵調味料、酵母エキス、オニオンパウダー、ココアパウダ

ー、ガーリックパウダー、（一部に落花生・小麦・大豆を含む）

井上スパイス

オーガニックハヤシルゥ
植物性素材のみを使用。

有機豆味噌と有機赤ワイ

ン、有機ココアが味の決め

手でお子さまからご高齢

の方まで安心して召し上

がれる味のハヤシルゥで

す。しっかりしたコクと、まろ

やかで優しい味わい。

550円（594）
内容量 115g　　入数 15×4　　賞味 1年
JAN 4935203300458

510425

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機小麦粉、有機パーム油、有機トマトペースト、有機砂糖、有機オニ

オンパウダー、有機豆味噌、食塩、赤ワイン、有機ココアパウダー、有

機ウスターソース、有機香辛料、有機ガーリック、（一部に小麦・大豆・

りんごを含む）

創健社

コーンクリームシチューフレーク
肉エキス類やラードなどの

動物性油脂を使用せず、

北海道産ミルクを使用し、

Non-GMOコーンの本来の

甘みをプラスした、まろや

かなフレークタイプのシチ

ュールウです。

420円（454）
内容量 180g　　入数 40　　賞味 8ヶ月
JAN 4901735018147

31111120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（有機べに花油、パーム油）、粉乳（脱

脂・全脂）、食塩、コーンパウダー、酵母エキス、オニオンパウダー、砂糖
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ファイン

玄米スープ
玄米胚芽にはオクタコサノ

ールやＧＡＢＡが含まれて

います。緑黄色野菜、コー

ン、根昆布エキス、カツオエ

キスなどを配合し、まろや

かでコクのある栄養バラン

スのとれたスープです。

1,300円（1,404）
内容量 15g×12　　入数 30　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652008380

130037

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米胚芽エキスパウダー、スイートコーンパウダー（遺伝子組換えでない）、ホタテエキスパウダ

ー、全粉乳、乳糖、カツオエキスパウダー、根昆布エキスパウダー、かぼちゃパウダー、にんじん

パウダー、ほうれん草パウダー、チキンエキスパウダー、うきみ・具（コーン:遺伝子組換えで

ない・クルトン・ほうれん草:国内産・にんじん:国内産・パセリ）／トレハロース、ビタミンE

ファイン

野菜スープ
にんじん、じゃがいも、たま

ねぎ、キャベツなど、新鮮な

国産野菜を使ったヘルシ

ースープ。野菜のうまみを

活かしてあっさり味に仕上

げました。

1,300円（1,404）
内容量 13g×12　　入数 30　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652008403

130038

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜エキスパウダー［にんじん（国内産）、じゃがいも（国内産:遺伝子組換えではありません）、たまねぎ（国内産）、キ

ャベツ（国内産）］、デキストリン、ホタテエキス、酵母エキス、水溶性食物繊維（難消化性デキストリン）、根昆布エキス、有

機玄米エキスパウダー（国内産）、食塩、ネギ（国内産）、カツオエキス、ユズ（国内産）、うめ（国内産）、かぼちゃ（国内産）、

うきみ（ほうれん草:国内産・にんじん:国内産・パセリ）、ビタミンE（大豆由来）、ヘム鉄（豚由来）、βカロテン

ファイン

しじみスープ
しじみエキスをメインにカ

キ抽出物を加え、貝のうま

みを活かした健康スープ。

1 袋あたり、しじみ約 80 個

分のオルニチンが摂れま

す。お酒の好きな方にオス

スメです。

1,300円（1,404）
内容量 13g×12　　入数 30　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652008397

130039

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しじみエキスパウダー、デキストリン、ホタテエキスパウダー、有機玄米エキスパウダー（国内産）、

根昆布エキスパウダー、みそ粉末（遺伝子組換えではありません）、チキンエキスパウダー、乳清ミ

ネラル、ネギパウダー（国内産）、酵母エキスパウダー、ユズ陳皮粉末（国内産）、カツオエキスパウ

ダー、Lオルニチン、カキ抽出物、うきみ・具（ほうれん草（国内産）・乾燥ワカメ）／ビタミンE

ファイン

カルシウムスープ
現代人に不足しがちなカ

ルシウムを手軽に摂取す

ることができるコーン風味

の美味しいスープです。1

食当たり不足しがちなカル

シウムを600mg摂取でき

ます。

1,300円（1,404）
内容量 15g×12　　入数 30　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652000773

130040

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機とうもろこし（国内産:遺伝子組換えではありません）、乳清カルシ

ウム、チキンコンソメパウダー、全粉乳、酵母エキスパウダー、有機玄米

エキスパウダー（国内産）、植物性粉末油脂、うきみ（クルトン）、貝カルシ

ウム、炭酸マグネシウム、ビタミンE、加工デンプン、香料、ビタミンD3

マルサンアイ

豆乳仕立てのにんじんスープ
にんじんと有機大豆を使

用した豆乳で、まろやかに

仕上げた優しい風味のス

ープ。酵母エキス不使用

です。

160円（173）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4901033690519

130316

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆乳（大豆を含む）、スープベース（小麦粉、デキストリン、オニオンパ

ウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香辛料）、にんじん濃縮

汁、砂糖、食塩／重曹、パプリカ色素

マルサンアイ

豆乳仕立てのじゃがいもスープ
じゃがいもと有機大豆を

使用した豆乳で、まろやか

な口当たりと自然な風味に

仕上げたスープです。酵母

エキス不使用。

160円（173）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4901033690540

130317

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆乳（大豆を含む）、じゃがいもペースト、スープベース（小麦粉、デキ

ストリン、オニオンパウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香

辛料）、砂糖、食塩／重曹

プレスオールターナティブ

カレーの壺 マイルド
18種類以上のスパイス、ハ

ーブ、香味野菜を使ったカ

レーペースト。マイルドはお

野菜本来のうまみや甘み

を引き出すやさしい辛さで

す。1 瓶でカレー約22 皿

分。レシピ付。

580円（626）
内容量 220g　　入数 12　　賞味 25ヶ月
JAN 4948831001062

130270

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醸造酢、食塩、コリアンダー、粗糖、米、にんにく、ターメリック、クミン、た

まねぎ、タマリンド、ココナッツオイル、乾燥ココナッツ、しょうが、その他

香辛料

プレスオールターナティブ

カレーの壺 ミディアム
18種類以上のスパイス、ハ

ーブ、香味野菜を使ったカ

レーペースト。トマトとレモン

グラスの風味が爽やかな

中辛です。1 瓶 で カ レ ー

約22皿分。レシピ付。

580円（626）
内容量 220g　　入数 12　　賞味 25ヶ月
JAN 4948831001499

130267

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマトペースト、醸造酢、レモングラス、食塩、たまねぎ、米、にんにく、し

ょうが、ココナッツオイル、乾燥ココナッツ、ガランガル、その他香辛料

プレスオールターナティブ

カレーの壺 スパイシー
ローストスパイスの香ばし

い風味とパンチの効いた

辛味が肉料理と相性抜群

です。カレー以外にも炒め

ものなどのお料理にも使え

ます。1瓶でカ レ ー 約22

皿分。レシピ付。

580円（626）
内容量 220g　　入数 12　　賞味 25ヶ月
JAN 4948831001079

130261

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醸造酢、食塩、タマリンド、しょうが、たまねぎ、とうがらし、にんにく、米、

コリアンダー、乾燥ココナッツ、ココナッツオイル、その他香辛料
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マルサンアイ

毎日かんたんおみそ汁
具材、だし、味噌、それぞれ

の香りと旨みをいかした

別々仕立ての即席お味噌

汁です。お椀に入れてすぐ

飲める、たっぷり具材の本

格味噌汁です。

260円（281）
内容量 3食入　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4901033185817

130251

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乾燥米みそ、和風だしの素（食塩、乳糖、酵母エキスパウダー、かつ

お節粉、ぶどう糖、でん粉）、乾燥ねぎ、乾燥ほうれん草、わかめ

マルサンアイ

もずくスープ
風味豊かな沖縄産もずくと

根昆布を使った、あっさりと

した醤油味のスープです。

お湯を注ぐだけで出来上

がります。フリーズドライ。

130円（140）
内容量 1人前　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4901033711504

130035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

デキストリン、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦・食塩）、食塩、

澱粉、ホタテエキス、酵母エキスパウダー、砂糖、香辛料、具（もずく・ゆず・

ごま・しいたけ・ねぎ・昆布）

マルサンアイ

豆乳仕立てのとうもろこしスープ
とうもろこしと有機大豆を

使用した豆乳で、自然な風

味に仕上げたスープです。

160円（173）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4901033690526

130318

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スイートコーンペースト、豆乳（大豆を含む）、スイートコーン、スープ

ベース（小麦粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキンオイル、チキ

ンエキスパウダー、香辛料）、砂糖、食塩、ローストオニオンパウダー

／重曹

マルサンアイ

豆乳仕立てのかぼちゃスープ
かぼちゃと有機大豆を使

用した豆乳で仕上げた、ほ

んのりとした甘みの優しい

風味のスープです。

160円（173）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4901033690533

130319

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆乳（大豆を含む）、かぼちゃペースト、スープベース（小麦粉、デキス

トリン、オニオンパウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香

辛料）、砂糖、食塩／重曹、カロチン色素

日本食品工業

わかめみそ汁
フリーズドライの白味噌に

肉厚のワカメをたっぷり加

えた化学調味料不使用の

即席お味噌汁です。軽食

やお弁当用に常備すると

便利です。

210円（227）
内容量 9g×3　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4975668402113

130031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白みそ（大豆を含む、国内製造）、オリゴ糖、わかめ、食塩、かつおぶし

粉末、酵母エキス、ねぎ

日本食品工業

わかめ赤だし
フリーズドライの豆味噌と

白味噌に肉厚のワカメを

たっぷり加えた化学調味

料不使用の香ばしい赤だ

しです。

210円（227）
内容量 9g×3　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4975668402120

130032

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆みそ（大豆を含む、国内製造）、白みそ、オリゴ糖、わかめ、食塩、か

つおぶし粉末、酵母エキス、ねぎ

マルカワ味噌

木桶で熟成味噌汁 あおさ海苔
木桶で約10ヶ月熟成させ

た天然醸造の味噌使用。

原材料はすべて国産。 お

湯を注ぐだけで簡単にで

きる即席みそ汁です。

210円（227）
内容量 8g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4902854053552

130323

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機調合みそ（国内製造）、山芋（国産）、あおさ（国産）、青ねぎ（国

産）、ブロッコリー粉末（国内製造）、アスパラガス粉末（国内製造）

マルカワ味噌

木桶で熟成味噌汁 わかめ
木桶で約10ヶ月熟成させ

た天然醸造の味噌使用。

原材料はすべて国産。 お

湯を注ぐだけで簡単にで

きる即席みそ汁です。

210円（227）
内容量 8g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4902854053514

130324

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機調合みそ（国内製造）、山芋（国産）、わかめ（国産）、青ねぎ（国

産）、ブロッコリー粉末（国内製造）、アスパラガス粉末（国内製造）

マルカワ味噌

木桶で熟成味噌汁 ほうれん草
木桶で約10ヶ月熟成させ

た天然醸造の味噌使用。

原材料はすべて国産。 お

湯を注ぐだけで簡単にで

きる即席みそ汁です。

210円（227）
内容量 8g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4902854053521

130325

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機調合みそ（国内製造）、ほうれん草（国産）、山芋（国産）、青ねぎ

（国産）、わかめ（国産）、ブロッコリー粉末（国内製造）、アスパラガス

粉末（国内製造）
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恒食

芝田さんの梅干し（低塩・紀州南高梅）

紀州産の南高梅を昔なが

らの製法でつくった紀州梅

干です。梅干本来の酸味

が生きていますので、お茶

請けやおにぎりの具に最

適です。 塩度8％

580円（626）
内容量 130g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895000766

110025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅（紀州）、漬け原材料（還元水飴、食塩、梅酢、りんご酢）／ V.B1

宇戸平

手もみ梅干
自然の大地で育った（無化学肥料栽培）南高梅です。

原材料もシンプルに、シママースで漬けています。

塩分17～18％

530円（572）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4951895000605

130101

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、しそ、塩

宇戸平

手もみ梅干
自然の大地で育った（無化学肥料栽培）南高梅です。

原材料もシンプルにシママースで漬けています。塩分

17～18％、1kgの樽入りです。

3,000円（3,240）
内容量 1kg　　入数 12　　賞味 1年
JAN -

130102

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、しそ、塩

芝田商店

紀州の梅（塩分８％）

紀州産の南高梅を昔ながらの製法でつくった紀州

梅干です。梅干本来の酸味が生きていますので、お

茶請けやおにぎりの具に最適です。 塩度8％

1,050円（1,134）
内容量 310g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4582119351274

130104

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅（紀州）、漬け原材料［食塩、梅酢、りんご酢］／ V.B1

愛須食品

紀州南高梅
和歌山県は紀中にみなべ

がございます。みなべの紀

州梅品種は南高梅が有名

です。梅には果肉が沢山付

いて柔らかい食べ応えのあ

る美味しい梅に仕上がりま

した。

260円（281）
内容量 100g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4970669214680

130107

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、漬け原料［食塩］

芝田商店

素朴なしそ漬小梅干
紀州産の小梅を漬け、 1粒

づつ丁寧に干して国産のし

そと共に漬け込みました。

塩分約18％のしその香り

豊かな、素朴な味わいの

小梅干です。

540円（583）
内容量 100g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4582119351144

130103

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小梅（紀州）、しそ（国産）、漬け原材料（食塩、しそ酢、濃縮梅酢）／し

そ色素

愛須食品

梅干
和歌山県は紀中にみなべ

がございます。みなべの紀

州梅品種は南高梅が有名

です。梅には果肉が沢山付

いて柔らかい食べ応えのあ

る美味しい梅に仕上がりま

した。

380円（410）
内容量 150g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4970669214710

130105

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、漬け原料［食塩］

宇戸平

ねりうめ
紀州産の梅干の梅肉を使

用し、梅の風味はそのま

ま、しそをふんだんに使っ

たねり梅です。

400円（432）
内容量 250g　　入数 24　　賞味 1年
JAN -

130108

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅、しそ、塩

海の精

天日干したくあん
原料は国産の契約農家で

特別栽培した大根、米ぬ

か、とうがらし、伝統海塩「海

の精」のみ。いまや稀少な

天日干し・ 天然発酵法の

本格たくあんです。

435円（470）
内容量 1個　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4931915000462

510390

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

だいこん（宮崎県）、漬け原材料［米ぬか、食塩、とうがらし］
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マルアイ食品

ぬか風味スライスたくあん
宮崎特産の干したくあん

を粗糖、紀州南高の梅酢、

麦芽水飴などで漬け込

み、食べやすくスライスした

たくあんです。

285円（308）
内容量 60g　　入数 10　　賞味 4ヶ月
JAN 4580153372972

130313

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

干し大根（宮崎産）、漬け原材料［粗糖、梅酢、食塩、麦芽水飴、昆布だ

し、みりん、米ぬか］

マルアイ食品

あとひきぱりぱり大根
国産大根の皮のついた部

分だけを割干しにし、丸大

豆しょうゆ、三温糖、紀州南

高の梅酢などで風味豊か

に漬け上げました。あとを

引く美味しさです。

350円（378）
内容量 150g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371166

130076

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

割干し大根（国産）、にんじん（国産）、昆布（国産）、ごま、唐辛子、漬

け原材料［しょうゆ、砂糖、梅酢、米発酵調味料、米酢、酵母エキス、か

つおエキス］、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

ジャフマック

砂丘らっきょう 甘酢漬
多くの方に愛好されており、

繊維質が柔らかく、快い歯

触りが自慢の鳥取砂丘ら

っきょうを特製の甘酢に漬

込みました。

440円（475）
内容量 110g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4971969897269

130084

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

らっきょう、漬け原材料[糖類（三温糖・水あめ）、醸造酢、食塩、は

ちみつ、酵母液（りんごを含む）]

ジャフマック

砂丘らっきょう ピリ辛
多くの方に愛好されており、

繊維質が柔らかく、快い歯

触りが自慢の鳥取砂丘らっ

きょうを国産の唐辛子を使

い、程よいピリ辛味に仕上

げました。

440円（475）
内容量 110g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4971969000195

130085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

らっきょう、とうがらし、漬け原材料[糖類（三温糖・水あめ）、醸造酢、

食塩、はちみつ、酵母液（りんごを含む）]

マルアイ食品

和の膳 国産きゅうり漬
じっくりと乳酸発酵した国

産のきゅうりを生姜ととも

に丸大豆しょうゆ、三温糖

などで漬け上げた、歯切れ

の良いきゅうり漬です。

280円（302）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371265

130218

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

きゅうり（国産）、しょうが（国産）、漬け原材料［丸大豆醤油、砂糖、

麦芽水飴、発酵調味液、りんご酢、米酢、かつおエキス、酵母エキス］、

（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

マルアイ食品

和の膳 国産しば漬
じっくりと乳酸発酵した国

産きゅうりを国産しょうが、

国産しそ葉とともに漬け上

げた、しば漬です。ごはん

のお供やお茶うけに。

280円（302）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371272

130219

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

きゅうり（国産）、しょうが（国産）、しそ（国産）、漬け原材料［梅酢、

発酵調味液、丸大豆醤油、米酢、麦芽水飴、砂糖、昆布エキス、酵母エ

キス］、（一部に小麦・大豆を含む）

マルアイ食品

和の膳 国産さわやからっきょう
国産（九州他）で栽培され

たらっきょうを漬け込み、国

産の粗糖と米酢で仕上げ

た、風味豊かならっきょう

漬です。

400円（432）
内容量 80g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371180

130273

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

らっきょう（国産）、漬け原材料［粗糖、米酢、食塩］

マルアイ食品

和の膳 国産福神漬
じっくりと乳酸発酵した国

産干し大根に国産のきゅう

りやなすなど国産野菜の

みを使用した、風味豊かな

福神漬です。

280円（302）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371289

130220

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

干し大根（国産）、きゅうり（国産）、なす（国産）、れんこん（国産）、生

姜（国産）、しそ（国産）、なた豆（国産）、ごま、唐辛子、漬け原材料［砂

糖、オリゴ糖、醤油、発酵調味液、米酢、食塩、酵母エキス］、（一部に

小麦・大豆・ごまを含む）

マルアイ食品

和の膳 国産がりしょうが
国産生姜を国産粗糖、米

酢で漬け込んだ、甘さを控

えたやわらかい酸味のが

りしょうが。お寿司に添えて

お召し上がりください。

275円（297）
内容量 50g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4580153372170

130348

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうが（国産）、漬け原材料［米酢、粗糖、食塩］
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マルアイ食品

和の膳 国産梅酢しょうが
国産の有機栽培しょうが

を漬け込み、有機赤しそ及

び有機梅酢、有機米酢で

風味豊かに仕上げた千切

りしょうがです。

275円（297）
内容量 50g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4580153372125

130197

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機しょうが（国産）、有機しそ葉（国産）、漬け原材料［有機梅酢、有

機米酢、食塩］

マルアイ食品

麹屋甚平 浅漬の素
米ぬかの旨味が酵母菌、

乳酸菌による発酵で生み

出された、調味料無添加

の浅漬けの素です。刻ん

だ野菜をもむように漬け

込むだけで、浅漬けが簡

単に出来上がります。

380円（410）
内容量 500ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4580153372026

130095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米ぬか糀（国産）、米糀（国産）、食塩、酵母菌、乳酸菌

マルアイ食品

和の膳 国産味ざーさい
国内で栽培されたザーサ

イをなたね油とごま油で軽

く炒め、風味豊に仕上げた

味ざーさいです。ザーサイ

特有のこりこりとした食感

をお試しください。

350円（378）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153372095

130196

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ざーさい（国産）、粗糖、食用なたね油、酵母エキス、しょうゆ、梅酢、

食用ごま油、食塩、唐辛子（国産）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

マルアイ食品

和の膳 国産味付メンマ
国産の筍をメンマの食感

をだすよう乾燥してから時

間をかけて戻し、化学調味

料 ・漂白剤を使用せず、粗

糖、米発酵調味料、ごま油

などで風味豊かに歯ごた

え良く仕上げました。

400円（432）
内容量 95g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4580153372767

510426

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

筍(国産）、粗糖、米発酵調味料、醤油、食用ごま油、米酢、酵母エキ

ス、食塩、かつおエキス、唐辛子（国産）、（一部に小麦・大豆・ごま

を含む）

マルアイ食品

梅にんにく
においを抑えたにんにく

を、紀州南高梅の梅肉とか

つお節とともに漬け上げ

た、風味豊かな梅にんにく

漬です。

450円（486）
内容量 120g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4580153371111

130268

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にんにく（中国）、梅肉（紀州）、かつお節、漬け原材料［砂糖、発酵調

味液、梅酢、みりん、かつおエキス、酵母エキス、しょうゆ、寒天］、（一

部に小麦・大豆を含む）

マルアイ食品

麹屋甚平 熟成ぬか床（容器付）

米ぬかを麹化し、発酵熟成した化学調味料無添加

のぬか床です。冷蔵庫にも入りやすい容器付です。

800円（864）
内容量 1.2kg　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4580153372057

130092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米ぬか（国産）、食塩、唐辛子（国産）

マルワ食品

補充用熟成ぬか
低農薬栽培米の米ぬかを

使用し、発酵・ 熟成・ 乾燥

処理したぬかです。ぬか床

が減った時の補充用として

そのまま足してください。

250円（270）
内容量 500g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4978345278902

130093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米ぬか（国内産）、食塩、粉末糀（国内産）、唐辛子

マルアイ食品

煮込みメンマ
柔らかい台湾産メンマを国

産しょうゆや粗糖、ごま油

などで風味豊かに煮込ん

だ味付けメンマです。

270円（292）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4580153372774

130226

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

メンマ（台湾産）、しょうゆ、米発酵調味料、ごま油、粗糖、酵母エキス、

食塩、唐辛子（島根県）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）
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恒食

とろろ昆布入ひじき納豆ふりかけ
国内産のひじき、納豆、とろ

ろ昆布をブレンドし、風味豊

かなソフトタイプのふりかけ

に仕上げました。ひじき、納

豆、昆布とも栄養価が高く

皆さまにおすすめのふりか

けです。

320円（346）
内容量 30g　　入数 50　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895003163

110139

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

調味ひじき（ひじき（国内産）、砂糖、食塩、醗酵調味料、昆布粉末）、

乾燥納豆（納豆（国産大豆：遺伝子組換えでない、納豆菌）、植物油

脂）、乾燥とろろ昆布（昆布（国内産）、醸造酢、米酢）

恒食

刻み梅入しそひじきふりかけ
国内産のひじきや刻み梅、

赤しそを使用したソフトふり

かけです。化学調味料無添

加で仕上げました。梅の酸

味とひじきの甘みが食欲を

そそるふりかけです。

320円（346）
内容量 30g　　入数 50　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895003156

110138

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

調味ひじき（ひじき（国内産）、砂糖、食塩、醗酵調味料、昆布粉末）、

調味梅漬（有機梅（国内産）、漬け原材料（梅酢、食塩））、塩漬赤しそ

（赤しそ（国内産）、食塩、梅酢）

マルシマ

茶漬昆布
佃煮の本場・小豆島で昆

布本来の味と香りをそこな

うことなく仕上げた昆布佃

煮です。ぜひ一度ご賞味く

ださい。

350円（378）
内容量 40g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4978326060182

413067

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

昆布、しょうゆ、ぶどう糖、粗糖、食塩、麦芽水飴、みりん、醸造酢、生

姜、澱粉

恒食

わさび茶漬
わさびの辛みを存分に味

わえるわさび茶漬。そのお

いしさが食欲をそそります。

230円（248）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 8ヶ月
JAN 4976898074965

110030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野沢菜、ごま、あられ、のり、米胚芽（米を含む）、食塩、糖類（乳糖（乳

成分を含む）、砂糖、ブドウ糖）、昆布粉末、抹茶粉末、植物油脂／酸

化防止剤（V.E：大豆由来 )、香料（ワサビスパイス）、着色料（クチナ

シ、ベニバナ）

恒食

梅茶漬
梅の酸味が食欲をそそる

美味しい梅茶漬。紀州産の

梅肉を使用しております。

230円（248）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 8ヶ月
JAN 4976898075009

110031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅肉（国産）、しその葉、ごま、あられ、のり、米胚芽（米を含む）、食塩、

糖類（乳糖（乳成分を含む）、砂糖、ブドウ糖）、昆布粉末、抹茶粉末

／酸味料（梅エキス）、着色料（紅麹、ベニバナ、クチナシ）

恒食

鮭茶漬
北海道の鮭を使った鮭茶

漬です。お子さまからお年

寄りまでみんな大好きな

味です。

230円（248）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 8ヶ月
JAN 4976898074972

110032

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鮭（国産）、ごま、あられ、野沢菜、のり、米胚芽（米を含む）、食塩、糖類

（乳糖（乳成分を含む）、砂糖、ブドウ糖）、昆布粉末、抹茶粉末／酸化

防止剤（ビタミン E：大豆由来）、着色料（クチナシ、ベニバナ）

恒食

わかめ茶漬
磯の香りいっぱいのわか

め茶漬。磯の風味をお楽し

みいただけます。化学調味

料を使用せず、素材の持つ

旨みをお楽しみください。

270円（292）
内容量 50g　　入数 50　　賞味 8ヶ月
JAN 4976898074989

110029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

湯通し塩蔵わかめ、あられ、食塩、砂糖、昆布粉末、ホタテエキス、チキ

ンエキス（鶏肉を含む）

恒食

野沢菜茶漬
シャキシャキとした食感が

おいしい野沢菜茶漬です。

230円（248）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 8ヶ月
JAN 4976898074996

110033

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野沢菜、ごま、あられ、のり、米胚芽（米を含む）、食塩、糖類（乳糖（乳

成分を含む）、砂糖、ブドウ糖）、昆布粉末、抹茶粉末／酸化防止剤（ビ

タミン E）、着色料（クチナシ、ベニバナ）

恒食

山椒入わかめちりめんふりかけ
山椒をピリッと効かせた、お

となのソフトふりかけ。 しっと

りやわらかな食感で温かい

ごはんにふりかけがなじみ

ます。 いろいろなお料理に

もアレンジができます。

320円（346）
内容量 30g　　入数 50　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895003484

110167

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

調味わかめ（若芽（国産）、砂糖、食塩、米醗酵調味料（米を含む）、赤

しそ）、片口いわし（国産）、山椒粉末（国産）、白ごま
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海の精

しそもみじ
国内の契約農家で農薬や

化学肥料を使用せずに栽

培した赤しそのふりかけで

す。しその風味と旨味が口

の中に広がります。

350円（378）
内容量 30g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4931915002277

130346

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

赤しそ（国産）、梅酢、塩（海の精）

マルシマ

手ほぐし天然紅鮭
北の海で育った新鮮な天

然紅鮭を、ミネラル豊富な

宗谷の塩のみで仕上げま

した。紅鮭を丁寧に山漬け

し、熟成させることで旨みを

閉じ込めてから蒸し上げ

「手ほぐし」して瓶に詰めま

した。

550円（594）
内容量 60g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4906657306303

413063

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅鮭（ロシア産）、食塩

小林農園

元祖の本辛なめ茸
新鮮な信州産えのき茸に

良質の甘口唐辛子をたっ

ぷり加えました。上品でま

ろやかな辛味が自慢です。

350円（378）
内容量 200g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4971998318407

130331

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

榎茸（長野県）、本醸造醤油、麦芽水飴、本みりん、唐辛子、昆布だし、

酵母エキス、玄米黒酢、食塩

小林農園

元祖の本造りなめ茸
長野県産えのき茸を無添

加 ・ 国産調味料で味付け

しました。ご飯のお供や納

豆和え、うどん、そばなど幅

広くお召し上がりいただけ

ます。

350円（378）
内容量 200g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4971998330737

130330

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

榎茸（長野県）、本醸造醤油、麦芽水飴、本みりん、昆布だし、酵母エ

キス、玄米黒酢、食塩

マルシマ

岩のリ入り のり佃煮
荒磯の香り豊かな岩のり

をじっくり熟成させた丸大

豆醤油で炊き込みました。

お弁当や温かいご飯の上

に乗せて、磯の香りと醤油

の風味をご賞味ください。

570円（616）
内容量 150g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4906657401602

414016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

醤油、粗糖、麦芽水飴、のり（岩のり50％・あまのり25％・ひとえぐ

さ25％）、みりん、鰹節エキス

マルシマ

生姜でごはん
国産の生姜を食べやすい

ように千切りにし、おかかと

一緒においしく炊いた佃

煮です。シャキシャキとした

生姜の歯応えと後に来る

生姜の辛さが食欲を増進

させます。

470円（508）
内容量 70g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4906657415005

414150

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

生姜（国産）、醤油、粗糖、水飴、かつお削りぶし、みりん、醸造酢、食

塩、酵母エキス

マルアイ食品

生姜ごはんの友
国産しょうがにかつお節を

合わせ、丸大豆しょうゆや

麦芽水飴、しょうゆもろみ

などで漬け込み、しょうが

の風味を引き出した、辛み

の効いたご飯の友です。

380円（410）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153371616

130071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうが（国産）、かつお節、漬け原材料［しょうゆ、麦芽水飴、米酢、

食塩、砂糖、しょうゆもろみ、米発酵調味料、酵母エキス、梅酢］、（一

部に小麦・大豆を含む）

ベストアメニティ

鶏ごぼう飯の素
国内産の柔らかな鶏肉と、

だしをたっぷり吸収したご

ぼうを使った鶏ごぼう飯の

素。鶏肉とごぼうは相性抜

群、飽きのこない味付けは

お弁当にも最適です。

298円（322）
内容量 150g　　入数 28　　賞味 2年
JAN 4994790312886

130320

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ごぼう（国産）、しょうゆ(小麦・大豆を含む）、鶏肉、砂糖、みりん、魚しょ

う、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす焼酎）、穀物発酵液(玄米、食塩、はだ

か麦、もちあわ、もちきび、ひえ、ハト麦、赤米、黒米)、かつおだし、食塩、

昆布エキス、昆布だし、酵母エキス、かつおぶし、醸造酢、魚介エキス

いんやん倶楽部

菜彩ふりかけ 大根葉
カロテン、ビタミンＡ、カルシ

ウム、鉄分など多く含む大

根の葉のふりかけです。大

根葉は熊本県産、お子さま

に大人気です。

300円（324）
内容量 30g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4522412070717

130171

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乾燥大根葉(国内製造 )、醤油（本醸造）、砂糖、食塩、発酵調味料、

魚醤
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ベストアメニティ

生姜ひじきごはんの素
生姜とひじきのシンプルな

がらも味わい深い炊き込

みごはんの素です。生姜

のピリッとした辛さと食感

が味のアクセントになり、だ

しを使用して素材の旨みを

引き出します。

350円（378）
内容量 150g　　入数 28　　賞味 2年
JAN 4994790312909

130321

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（ひじき（国産）、しょうが）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、みりん、

食塩、魚しょう、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす焼酎）、穀物発酵液（玄米、食

塩、はだか麦、もちあわ、もちきび、ひえ、ハト麦、赤米、黒米）、鶏肉、かつおだ

し、昆布だし、昆布エキス、酵母エキス、かつおぶし、醸造酢、魚介エキス

ベストアメニティ

たけのこごはんの素
九州産のたけのこを使用。

季節もので、下処理が大変

なたけのこごはんを簡単

に食べることができます。

炊き上がりのごはんの色

を薄くし、上品なごはんの

素に仕上げました。

430円（464）
内容量 150g　　入数 28　　賞味 2年
JAN 4994790312923

130322

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たけのこ（国産）、砂糖、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、発酵調味料、

かつおだし、食塩、昆布だし、魚しょう、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす

焼酎）、穀物発酵液（玄米、食塩、はだか麦、もちあわ、もちきび、ひえ、

ハト麦、赤米、黒米）

ドリームズファーム

美味かめし 無農薬コシヒカリ
山形県庄内の美味しい水

で炊き上げたパックご飯で

す。栽培期間中、農薬及び

化学肥料不使用。特別栽

培米コシヒカリ100％。

220円（238）
内容量 180g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4519257911114

140151

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（山形県産米100％）

コジマフーズ

玄米五目ごはん
国内産有機栽培玄米を使

用し、国内産野菜（ごぼう・

人参・椎茸・切り干し大根）

を本醸造醤油で煮込んだ

シンプルな具材の五目ごは

んです。

240円（259）
内容量 160g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000545

140096

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、ごぼう、人参、醤油（大豆、小麦を含む）、切干大

根、椎茸

コジマフーズ

有機玄米ごはん
国内産有機栽培玄米100

％でじっくり炊きあげた玄米

ごはんです。圧力釜で炊くこ

とにより、もっちりとした食感

で美味しく召し上がれます。

220円（238）
内容量 160g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000026

140094

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）

コジマフーズ

有機玄米粥
国内産有機玄米を圧力釜

でじっくり炊きあげたトロリ

とした食感の玄米粥です。

土鍋でコトコトと煮込んだ

ような味わいをお楽しみい

ただけます。

180円（194）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000569

140101

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、食塩

コジマフーズ

有機玄米小豆ごはん
国内産有機栽培玄米に国

内産有機小豆を混ぜて炊

いた小豆のほのかな甘み

を感じる玄米ごはんです。

圧力釜で炊くことによりもっ

ちりとした食感です。

230円（248）
内容量 160g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000538

140095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、有機小豆

コジマフーズ

有機玄米小豆粥
国内産有機玄米に国内産

有機小豆を加え圧力釜で

じっくり炊きあげたトロリとし

た食感の玄米粥です。小

豆のほのかな甘みがおい

しさを引き立てます。

180円（194）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000552

140102

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、有機小豆、食塩

コジマフーズ

有機十割粥（白粥）

国内産有機米を独自の精

米で胚芽を残した白米に

し圧力釜でじっくり炊きあ

げたトロリとした食感の白

粥です。土鍋でコトコトと煮

込んだような味わいをお

楽しみいただけます。

180円（194）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903001351

140105

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機白米（国内産）、食塩
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コジマフーズ

玄米かぼちゃ粥
国内産有機玄米に国内産

かぼちゃを加え、圧力釜で

じっくり炊きあげた、トロリと

した食感の玄米粥です。玄

米粥をかぼちゃのほのか

な甘みが引き立てる人気

の一品です。

200円（216）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000620

140103

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、かぼちゃ、食塩

コジマフーズ

玄米いも粥
国内産有機玄米に国内産

さつまいもを加え、圧力釜

でじっくり炊きあげた、トロリ

とした食感の玄米粥です。

ほくほくのお芋が自然な甘

さとともにおいしさを引きた

てます。

200円（216）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000637

140104

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、さつまいも、食塩

コジマフーズ

有機玄米クリーム
国内産有機玄米を圧力釜

でじっくり炊きあげ、裏ごしし

たクリーム状のお粥です。

調理が大変な玄米クリー

ムを長期保存できる便利

なレトルトパックにしました。

230円（248）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000576

140110

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、食塩

コジマフーズ

有機玄米もち
有機栽培玄米100％のおもちです。杵で丁寧につき

あげた玄米もちは、コシと粘りがあり、玄米の香ばし

さと滑らかな食感が特徴です。

440円（475）
内容量 300g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000903

140078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機水稲もち玄米（国内産）

コジマフーズ

有機玄米よもぎもち
有機栽培玄米100％のおもちによもぎ粉を混ぜた、

風味豊かなおもちです。杵で丁寧につきあげた玄米

もちは、コシと粘りがあり、玄米の香ばしさと滑らかな

食感が特徴です。

460円（497）
内容量 300g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000910

140082

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機水稲もち玄米（国内産）、よもぎ（国内産）

コジマフーズ

有機玄米黒豆もち
国産有機栽培もち玄米のおもちに、有機黒豆を混

ぜた黒豆入りの玄米もちです。噛むごとに黒豆の風

味が広がります。食べやすい大きさで、オーブンでも

手軽に焼けます。

500円（540）
内容量 300g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000941

140085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機水稲もち玄米（国内産）、有機黒豆、食塩

ベストアメニティ

国産真鯛の鯛だしがゆ
国産真鯛を使用した鯛の

上品な風味が特徴のだし

がゆです。九州産白米と国

産雑穀を使い、彩りと食感

にもこだわりました。

250円（270）
内容量 230g　　入数 8　　賞味 18ヶ月
JAN 4994790313319

140169

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

精米（国産）、昆布エキス、食塩、もち麦、はだか麦、昆布だし、丸麦、鯛、

醸造酢、胚芽押麦、魚しょう、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす焼酎）、穀

物発酵液（玄米、食塩、はだか麦、もちあわ、もちきび、ひえ、ハトムギ、

赤米、黒米）、ハトムギ、もちきび、もちあわ、ひえ

ベストアメニティ

長崎県平戸産焼きあごだしがゆ
長崎県平戸産の焼きあご

を使用。焼きあごの香ばし

く芳醇な風味が特徴のだ

しがゆです。九州産白米と

国産雑穀を使い、彩りと食

感にもこだわりました。

250円（270）
内容量 230g　　入数 8　　賞味 18ヶ月
JAN 4994790313326

140170

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

精米（国産）、昆布エキス、食塩、もち麦、はだか麦、昆布だし、丸麦、焼

きあご、醸造酢、胚芽押麦、魚しょう、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす焼

酎）、穀物発酵液（玄米、食塩、はだか麦、もちあわ、もちきび、ひえ、ハ

トムギ、赤米、黒米）、ハトムギ、もちきび、もちあわ、ひえ

ベストアメニティ

北海道産昆布だしがゆ
昆布の濃厚な風味が特

徴のだしがゆです。 九州

産白米と国産雑穀を使い、

彩りと食感にもこだわりま

した。北海道産昆布を使

用しています。

250円（270）
内容量 230g　　入数 8　　賞味 18ヶ月
JAN 4994790313333

140171

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

精米（国産）、昆布エキス、昆布だし、食塩、もち麦、はだか麦、丸麦、醸

造酢、胚芽押麦、魚しょう、焼酎（米焼酎、麦焼酎、酒かす焼酎）、穀物

発酵液（玄米、食塩、はだか麦、もちあわ、もちきび、ひえ、ハトムギ、赤

米、黒米）、ハトムギ、もちきび、もちあわ、ひえ
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コジマフーズ

有機白もち
国産有機栽培のもち米を原料とした、コシのあるお

いしいおもちです。長期間保存可能な真空パック包

装。添加物は一切使っておりません。

500円（540）
内容量 300g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000514

140089

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機水稲もち米（国内産）

コジマフーズ

玄米黄金もち
国産玄米100％のおもちです。杵で丁寧につきあげ

た玄米もちは、コシと粘りがあり、玄米の香ばしさと

滑らかな食感が特徴です。

350円（378）
内容量 250g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000705

140079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち玄米（国内産）

コジマフーズ

玄米きびもち
玄米のおもちに、古くより滋養強壮食に用いられて

いたもちきびを混ぜました。杵で丁寧につきあげた、

コシと粘りのあるなめらかな食感の玄米もちです。

500円（540）
内容量 300g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000668

140086

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち米（国内産）、もちきび（国内産）

秋田白玉

玄米よもぎもち
秋田県産の厳選された水稲もち玄米によもぎを加

えて、丁寧に杵でつきました。よもぎには不足しがち

な種々の栄養素が含まれています。

480円（518）
内容量 270g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4970623110270

140084

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち玄米（国内産）、よもぎ

秋田白玉

十穀入り玄米餅
秋田県産の厳選された水稲もち玄米に10種類の

雑穀を加えて、丁寧に杵でつきました。

480円（518）
内容量 270g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4970623110614

140088

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち玄米（国内産）、黒米（国内産）、赤米（国内産）、アマランサ

ス、胚芽押麦、もちきび、丸麦、ひえ、もち粟、キヌア、はと麦

三和農産

いずも美人 有機白米丸餅
原材料の有機栽培から加

工、製品まで一貫製造して

います。お米の特徴を十

分に知って加工をしていま

す。白米はきめが細かく、

柔らかい食感は格別です。

504円（544）
内容量 35g×6　　入数 50　　賞味 5ヶ月
JAN 4543928000463

140090

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機もち米（島根県産）

秋田白玉

玄米もち
秋田県産の厳選された水稲もち玄米を、丁寧に杵で

つきました。米粒が多少残るように仕上げています。

460円（497）
内容量 270g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4970623110195

140081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち玄米（国内産）

三和農産

いずも美人 有機玄米丸餅
原材料の有機栽培から加

工、製品まで一貫製造して

います。お米の特徴を十

分に知って加工をしていま

すので、玄米の旨みをお楽

しみいただける逸品です。

514円（555）
内容量 35g×6　　入数 50　　賞味 5ヶ月
JAN 4543928000470

140080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機もち米（島根県産）

コジマフーズ

玄米よもぎもち
国産もち玄米によもぎ粉を混ぜた玄米もちです。よ

もぎの風味がおいしさを引き立てます。杵で丁寧に

つきあげた玄米もちは、コシと粘りがあり、玄米の香

ばしさと滑らかな食感が特徴です。

370円（400）
内容量 250g/6切　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4905903000712

140083

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水稲もち玄米（国内産）、よもぎ（国内産）
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だいずデイズ

スーパー発芽大豆
大豆のおいしさと栄養を発

芽で引き出して、袋のまま

やわらかく蒸しあげました。

水洗いは不要。そのままつ

まんでおやつや、サラダや

スープ、カレーにもトッピン

グできます。

200円（216）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 3ヶ月
JAN 4560438830311

130185

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（北海道産:遺伝子組換えでない）、食塩、米酢

だいずデイズ

スーパー発芽黒豆
黒豆のおいしさと栄養を発

芽で引き出して、やわらかく

蒸しあげました。水洗いは

不要。蒸すことで黒豆本来

の栄養価やうまみがぎゅっ

と凝縮されています。

200円（216）
内容量 70g　　入数 10　　賞味 3ヶ月
JAN 4560438830335

130192

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒大豆（北海道産:遺伝子組換えでない）、食塩、黒米酢、米酢

だいずデイズ

有機蒸しミックスビーンズ
5種(ひよこ豆・大豆・青え

んどう・赤いんげん・黒い

んげん ) の有機豆をミック

スしました。彩り鮮やかに

料理のアレンジもしやすい

蒸し豆です。

250円（270）
内容量 85g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830298

130255

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ひよこ豆（アメリカ）、有機大豆（遺伝子組換えでない）、有機青

えんどう、有機赤いんげん、有機黒いんげん、食塩、有機米酢

だいずデイズ

有機蒸し大豆
北海道産大粒の有機大

豆のおいしさと栄養を蒸し

てぎゅっと閉じ込めました。

水洗い不要。 お好きなお

料理にトッピングして、また

節分豆としてもおすすめい

たします。

250円（270）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830236

130302

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩、有機米酢

だいずデイズ

有機蒸しひよこ豆
有機のひよこ豆を、おいしさ

と栄養を閉じ込めた蒸し製

法でふっくら仕上げました。

サラダやスープ、カレー等

にトッピングの他、そのまま

つぶしてフムスにしても。

250円（270）
内容量 85g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830410

130279

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ひよこ豆（アメリカ）、食塩、有機米酢

だいずデイズ

国産１０種の蒸し雑穀
もち麦・大豆・小豆・黒大豆・

赤米・黒米・緑米・たかき

び・ 発芽玄米・はと麦の国

産10種類の穀物をオリジ

ナルブレンドしました。ス

ープや炊き上がったご飯に

そのまままぜるだけ。

200円（216）
内容量 70g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830274

130352

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち麦、大豆（遺伝子組換えでない）、小豆、黒米、発芽玄米、たかき

び、黒大豆（遺伝子組換えでない）、赤米、はと麦、緑米、食塩、米酢（す

べて国産）

だいずデイズ

３色の蒸しキヌア
うまみと栄養がぎゅっと詰

まったキヌア。一般的な白

キヌア、フルーティーな赤キ

ヌア、ポリフェノールが豊富

で香ばしい黒キヌアの3 種

をミックスし、料理に彩りを

添えます。

250円（270）
内容量 60g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830427

130286

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機白キヌア（ペルー）、有機赤キヌア、有機黒キヌア

だいずデイズ

有機ほの甘あずき
北海道産小豆を有機きび

糖でほんのり甘く味付け

し、柔らかく蒸しあげた、ほ

の甘おやつです。スイーツ

のトッピングやお茶うけに

ぴったり。

220円（238）
内容量 55g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4560438830281

130256

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機小豆（北海道産）、有機きび糖

秋田白玉

即席白玉もち
つるっとした食感がおいし

い白玉もち。おしるこ、ぜん

ざい、お雑煮へカットして直

接入れるだけで、とても簡

単！便利です。

280円（302）
内容量 100g×3　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4970623789018

140093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち粉（もち米（タイ産））、うるち米（国産）、もちとうもろこし澱粉
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コジマフーズ

大豆の水煮
国産の良質大豆を水だけ

でふっくらと炊きました。そ

のまま食べれば、大豆の

自然な甘みを楽しめます。

五目豆やコロッケの具とし

ても手軽にお使いいただ

けます。添加物等は一切

使用していません。

240円（259）
内容量 230g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4905903001504

130121

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国内産：遺伝子組換えでない）

コジマフーズ

小豆の水煮
国産小豆の風味を100％

生かした水煮です。餡を作

れば、小豆好きにはたまら

ない濃厚なコクと風味を味

わえます。もちろんぜんざ

いだって手軽に作れます。

240円（259）
内容量 230g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4905903001511

130125

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小豆（国内産）

コジマフーズ

小豆かぼちゃ
でんぷんの多いもの同士

の別名「いとこ煮」。ビタミン

A、C の豊富な国産かぼち

ゃと、ビタミンB に富む国産

小豆の組み合わせは身体

の抵抗力を高めます。

320円（346）
内容量 200g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4905903001627

130126

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小豆、かぼちゃ、食塩

マルシマ

有機生芋蒟蒻（板）

有機栽培で大切に育てた

「在来種」の生芋（収穫まで

3 年かかります）を100％使

用しています。 昔ながらの

「缶蒸し製法」で作っていま

すので、食味が非常によく

味のしみ、歯切れに優れた

こんにゃくです。

280円（302）
内容量 275g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4906657479007

414790

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機こんにゃく芋（広島県神石郡産）／水酸化カルシウム

マルシマ

有機生芋蒟蒻（糸）
有機栽培で大切に育てた

「在来種」の生芋（収穫まで

3 年かかります）を100％使

用しています。 昔ながらの

「缶蒸し製法」で作っていま

すので、食味が非常によく

味のしみ、歯切れに優れた

こんにゃくです。

280円（302）
内容量 225g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4906657479106

414791

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機こんにゃく芋（広島県神石郡産）／水酸化カルシウム

フルーツバスケット

もろこし畑（ホールカーネル）
北海道産の遺伝子組み換

えしていないスイートコーン

を使用しています。 もぎた

ての鮮度と風味を大切に

するため、収穫後短時間で

缶詰にした水煮缶です。

220円（238）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4947812008083

130300

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スイートコーン（遺伝子組換えでない）、食塩

ジャフマック

島根県産たけのこ水煮
降雨量が多く、寒暖の差が

大きい島根は良質なたけ

のこの産地です。ＰＨ調整

剤等の食品添加物を使用

せず水のみで灰汁抜きし

ました。

580円（626）
内容量 220g　　入数 25　　賞味 6ヶ月
JAN 4971969000324

130246

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たけのこ（島根県産）

マルサンアイ

国産水煮大豆
国産大粒大豆をふっくらお

いしく炊きました。五目煮、

サラダなど手軽にさっと使

えます。加熱せずにお使い

いただけ、洗う必要もあり

ません。

120円（130）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4901033725297

130119

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産：遺伝子組換えでない）

マルサンアイ

ひじき大豆
大粒大豆と芽ひじきをブレ

ンドすることで、食物繊維

と鉄分がたっぷり摂れま

す。ご家庭で味付けできる

簡単水煮素材です。

150円（162）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4901033725105

130120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産：遺伝子組換えでない）、ひじき
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日本食品工業

さば味噌煮
国産さばを国産米と大豆

で作った天然醸造味噌、

有機砂糖、国産生姜で味

付けました。素材の良さを

活かすためにシンプルな

原料にこだわりました。

241円（260）
内容量 200g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4975668604029

130065

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さば（国産）みそ（大豆を含む）、砂糖、しょうが

伊藤食品

三陸鯖水煮
三陸沖で漁獲された、脂

の乗った身が柔らかな鯖

を沖縄の塩シママースだ

けで調味しました。鯖本来

の味をお楽しみいただけ

ます。

340円（367）
内容量 190g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4953009112433

130262

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さば、食塩

伊藤食品

鮪ライトツナフレーク・油漬
まぐろを国産米油と自家製

国産野菜スープで調味し

たツナ缶です。北海道産ロ

ーストオニオンも加えて、味

にコクをプラスしました。

シュリンク付。

600円（648）
内容量 70g×3　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4953009113188

130263

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

まぐろ、米油、野菜スープ、ローストオニオン、食塩

伊藤食品

鮪ライトツナフレーク・オイル無添加
まぐろを自家製国産野菜ス

ープで調味したノンオイル

タイプのツナ缶です。カロリ

ーは油漬の1/4 ですので、

ヘルシー志向の方にオス

スメです。シュリンク付。

600円（648）
内容量 70g×3　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4953009113201

130264

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

まぐろ、野菜スープ、ローストオニオン、食塩

伊藤食品

いわし味付 しょうゆ味
脂乗りの良い国産いわし

を国産丸大豆醤油と北海

道産ビートグラニュー糖で

柔らかく煮付けました。

360円（389）
内容量 190g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4953009112648

130064

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

いわし、砂糖、醤油

伊藤食品

三陸鯖味噌煮
三陸沖で漁獲された、脂

の乗った身が柔らかな鯖

を辛口の津軽味噌と北海

道産の甜菜糖（ビートグラ

ニュー糖）で煮込みました。

旬の鯖の味わいを生かす

ために、化学調味料は使

用していません。

340円（367）
内容量 190g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4953009112426

130334

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さば、砂糖、味噌、食塩

フルーツバスケット

もろこし畑（クリーム）
もぎたての鮮度と風味を大

切に収穫後短時間で缶詰

に加工。なめらかクリーム

の中につぶつぶの歯ごた

えが楽しい粒入りクリーム

タイプ。

630円（680）
内容量 190g×3　　入数 8　　賞味 3年
JAN 4947812008366

130312

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スイートコーン（遺伝子組換えでない）、食塩

アルマテラ

有機トマト缶 ホール
トマト農家が作ったトマト

缶。収穫後 24 時間以内に

加工。果肉は厚くジューシ

ーです。 クエン酸不使用。

完熟トマト本来の強い甘味

と程よい酸味があります。

200円（216）
内容量 400g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 8003716001288

130296

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト、有機トマトジュース

アルマテラ

有機トマト缶 カット
トマト農家が作ったトマト

缶。収穫後 24 時間以内に

加工。果肉は厚くジューシ

ーです。 クエン酸不使用。

完熟トマト本来の強い甘味

と程よい酸味があります。

200円（216）
内容量 400g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 8003716002292

130297

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト、有機トマトジュース
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志賀商店

国内産昆布豆煮豆 スタンドパック
北海産の大豆と国産の昆

布を使用。昆布は大胆に

カットし存在感があります。

毎日たくさん食べても飽き

の来ないおいしさです。

300円（324）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4974274200755

130109

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、昆布、砂糖、しょうゆ（大豆:

遺伝子組換えでない、小麦を含む）、本みりん、還元水飴

志賀商店

国内産丹波黒黒豆 スタンドパック
国産丹波黒豆のＬサイズ

を使用。今のニーズに合わ

せたあっさりとした味付け

です。

400円（432）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4974274200359

130111

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、砂糖、還元水飴、食塩、重曹、

硫酸第一鉄

志賀商店

国内産金時豆煮豆 スタンドパック
金時豆を手選別することに

より、安定した品質を保った

シンプルでやさしい甘さが

特徴の金時豆。毎日の食

卓やお弁当の一品に。

300円（324）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4974274200540

130114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

金時豆（北海道産）、砂糖、重曹

伊藤食品

美味しい鱒 味付け昆布仕込
富士山の伏流水で薬を一

切使用せずに育てたくぬ

ぎ鱒を使っており、川魚特

有の臭みはありません。

米醤油と国産昆布で奥行

きの深い味に仕上げた上

品な逸品です。化学調味料

不使用。

360円（389）
内容量 150g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4953009113522

510427

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にじます、米発酵調味料、砂糖、昆布

伊藤食品

美味しい帆立姿炊
うまみたっぷりの小ぶりの

帆立を丸ごと使用しまし

た。化学調味料、増粘多糖

類不使用です。素材として

便利なサイズなので、その

ままでも、サラダやカレー、

炊き込みご飯の具としてご

利用いただけます。

380円（410）
内容量 70g（固形量40g）　入数 48　賞味 3年
JAN 4953009113560

130347

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ほたて、醤油、砂糖、食塩、ホタテエキス

志賀商店

国内産金時豆と紅はるか甘煮
鹿児島産の紅はるかと北

海道産の金時豆をシンプ

ルな味付けで炊き上げま

した。上品な甘さで素材の

味が生き、おいしさをより一

層引きたてます。

350円（378）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4974274203565

130343

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

金時豆（国内産）、砂糖、さつまいも／重曹

ワールドヘイセイ

本物のいわしくん 醤油味付
脂の乗った大きな国産真いわしを化学調味料は使

用せず、極楽きび糖 ､丸大豆醤油等で品良く味付

けました ｡国産玉ねぎが風味をより一層引き立てて

います。

390円（421）
内容量 200g　　入数 24×2　　賞味 3年
JAN 4560157953216

130227

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

いわし、砂糖、醤油（大豆・小麦を含む）、食酢、玉葱、味醂、オリゴ糖、

食塩、生姜

※ラベル変更予定( DHA+EPA含有）

ワールドヘイセイ

本物のいわしくん ブツ切り味付
脂の乗った大きな国産真

いわしをぶつ切りにして化

学調味料は使用せず、極

楽きび糖､丸大豆醤油等で

品良く味付けました ｡

360円（389）
内容量 190g　　入数 24×2　　賞味 3年
JAN 4560157953230

130221

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

いわし、砂糖、醤油（大豆・小麦を含む）、食酢、玉葱、味醂、オリゴ糖、

食塩、生姜

※ラベル変更予定
( DHA+EPA含有）

ワールドヘイセイ

本物のいわしくん 水煮
脂の乗った大きな国産真いわしを米酢 ､生姜で味

付け、素材そのものを十分に引き立てながら、まろや

かに仕上げています｡

390円（421）
内容量 200g　　入数 24×2　　賞味 3年
JAN 4560157953223

130224

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

いわし、食酢、生姜、味醂、食塩

※ラベル変更予定( DHA+EPA含有）
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つの農産

きよちゃんの三池高菜油炒め
九州産の乳酸発酵した香

り高い三池高菜の古漬け

を、刻んで強火でサッと炒

めた辛味の少ない高菜油

炒めです。

330円（356）
内容量 130g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4970365412922

130134

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

高菜（九州産）、食用なたね油、砂糖、食塩、酵母エキス、醤油、ごま、

唐辛子、ウコン粉

マルアイ食品

九州産ザーサイ入り高菜油炒め
九州産ザーサイを九州産

古漬け高菜に加え、化学

調味料を使用せずになた

ね油で炒めました。唐辛

子のピリッとした辛みが食

欲をそそります。

350円（378）
内容量 110g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4580153372736

130135

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

高菜（九州産）、ザーサイ（九州産）、食用なたね油、粗糖、酵母エキス、

しょうゆ、梅酢、唐辛子、ウコン粉、（一部に小麦・大豆を含む）

三育フーズ

トマトソース野菜大豆バーグ
大豆にキャベツと玉ねぎを

たっぷり使い、つなぎに卵

白を使用した野菜大豆バ

ーグ。味わい深いトマトソー

スでおいしく仕上げました。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200434

130143

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物油脂、粉

末状大豆たん白、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉、卵白粉（卵を含む）、みりん、し

ょうゆ、香辛料、ココア、ソース（トマトピューレ、たまねぎ（国産）、トマトケチャップ、

ソース（りんごを含む）、なたね油、小麦粉、砂糖、植物たんぱく酵素分解物、香辛料）

三育フーズ

てり焼き野菜大豆バーグ
野菜大豆バーグに、マイル

ドな甘さのてり焼きソース

で味付けしました。ノンコレ

ステロールです。　

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200441

130144

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物油

脂、粉末状大豆たん白、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉、卵白粉（卵を含

む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ココア、ソース（たまねぎ（国産）、しょうゆ、砂

糖、小麦粉、植物油脂、植物たん白酵素分解物、香辛料／カカオ色素）

三育フーズ

デミグラスソース風野菜大豆バーグ
野菜大豆バーグをデミグ

ラスソース風のタレで煮込

みました。ノンコレステロー

ルです。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200472

130145

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物油脂、粉末状大豆たん白、

植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉、卵白粉（卵を含む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ココア、ソース（ト

マトケチャップ、中濃ソース（りんごを含む）、たまねぎ（国産）、トマトピューレ、にんじん、植物性粉

末ブイヨン、発酵調味料、りんご酢、なたね油、でん粉、野菜エキス、酵母エキス、にんにく、香辛料）

三育フーズ

中華風野菜大豆ボール
大豆にキャベツと玉ねぎを

たっぷり使い、つなぎに卵

白を使用した野菜大豆ボ

ール。甘酢あんかけソース

で中華風に仕上げました。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200465

130146

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白（遺伝子組換えでない）、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物

油脂、粉末状大豆たん白（遺伝子組換えでない）、でん粉（コーン（遺伝子組換えでない））、植物

性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉（卵を含む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ソース（砂糖、醸造酢、しょう

ゆ、トマトピューレ、発酵調味料、レモン果汁、塩、植物性粉末ブイヨン／増粘剤（加工でん粉））

ジャフマック

おでん（２人前）
鰹だしを使用し、風味豊か

に仕上げた化学調味料、

保存料、着色料不使用の

おでんです。 卵、海鮮ボー

ル、大根、黒はんぺん、こん

にゃく、各 2 個入。

950円（1,026）
内容量 600g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4971969000546

130311

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スープ（しょう油、発酵調味料、いわし昆布だし、鰹だし、宗田鰹節だ

し、ムロ節だし、昆布だし、食塩）、ゆで卵（卵（国産））、海鮮ボール、

黒はんぺん、大根、こんにゃく／水酸化カルシウム（蒟蒻凝固剤）、

（一部に卵・大豆・小麦・サバ・イカを含む）

大覚総本舗

高野山特産 ごま豆腐 箱入
胡麻をすり潰し、丹念に搾

って作られた滑らかでモッ

チリとした口当たりのごま

豆腐。 箱の中は袋に入っ

ているので、両端を切って

お取り出しください。

250円（270）
内容量 130g　　入数 30　　賞味 3ヶ月
JAN 4955649246615

140158

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

胡麻、澱粉、本葛粉

大覚総本舗

高野山特産 黒ごま豆腐 箱入
黒胡麻をペースト状に細

引きし丹念に練り上げ、な

めらかな口当たりに仕上げ

ました。 黒胡麻の風味に

深みがあります。

250円（270）
内容量 130g　　入数 30　　賞味 3ヶ月
JAN 4955649246646

140159

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

澱粉、胡麻、本葛粉
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ウチノ

サラダサバ プレーン
原材料は国産天然真鯖

のみ。 常温で 1 年 7 ヶ月

の賞味期限。食品添加物

不使用。 DHA、EPA 含有。

真鯖本来の味と食感をお

楽しみください。

268円（289）
内容量 1切　　入数 40　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772101130

130339

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さば（国産）、（一部にさばを含む）

ウチノ

国産鶏サラダチキン プレーン
国産の鶏胸肉を使用。 保

存料・ 着色料・ 増粘剤無

添加。常温で保存ができる

サラダチキンです。賞味期

限 1 年 7 ヶ月。 1 パックの

たんぱく質 30.1g

320円（346）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772100058

130335

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏肉（国産）、食塩

ウチノ

国産鶏サラダチキン 長ネギ＆生姜
国産の鶏胸肉を使用。 保

存料・着色料・増粘剤無添

加。常温で保存ができるサ

ラダチキンです。賞味期限

1 年7 ヶ月。蒸し鶏風の味。

320円（346）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772100348

130338

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏肉（国産）、長ネギ、生姜、食塩

ウチノ

国産鶏サラダチキン カレー
国産の鶏胸肉を使用。 保

存料・ 着色料・ 増粘剤無

添加。常温で保存ができる

サラダチキンです。賞味期

限1 年7 ヶ月。スパイシー

なカレー味。

320円（346）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772100072

130337

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏肉（国産）、カレー粉（ターメリック、コリアンダー、クミン、フェネグ

リーク、その他）、食塩

ウチノ

国産鶏サラダチキン ブラックペッパー＆ガーリック
国産の鶏胸肉を使用。 保

存料・ 着色料・ 増粘剤無

添加。常温で保存ができる

サラダチキンです。賞味期

限 1年 7ヶ月。国産生にん

にく使用。

320円（346）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772100331

130336

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏肉（国産）、ブラックペッパー、にんにく、食塩

ウチノ

ローストスモークサラダチキン
桜のチップで燻製し、芳醇

な香りをまとった味わい深

いスモークチキンです。 い

つもの食事に加えていた

だくことはもちろん、お酒の

お供にもおすすめです。

320円（346）
内容量 70g　　入数 40　　賞味 6ヶ月
JAN 4589772100881

130354

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏肉（国産）、食塩

三育フーズ

和風野菜大豆ボール
野菜大豆ボールに、国内産

大豆を杉樽の中で発酵、熟

成させたこだわりしょうゆ

だれで和風ソース味に仕

上げました。ノンコレステロ

ールです。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200618

130147

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植

物油脂、粉末状大豆たん白、でん粉、植物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉

（卵を含む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ソース（しょうゆ、リンゴ酢、砂糖、

たまねぎ（国産）、にんにく、でん粉、発酵調味料、塩）

三育フーズ

完熟トマトソース野菜大豆ボール
野菜大豆ボールに、完熟ト

マトをたっぷり使い、ハーブ

を加えたイタリアンソース

で味付けました。ノンコレス

テロールです。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200601

130148

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物油

脂、粉末状大豆たん白、でん粉、植物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉（卵を含

む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ソース（ダイストマト（イタリア製造）、リンゴ

酢、トマトピューレ、砂糖、たまねぎ、にんにく、塩、でん粉、植物油脂、香辛料）

三育フーズ

デミグラスソース風野菜大豆ボール
野菜大豆ボールに、野菜

をじっくり煮込んだコクのあ

るデミグラス風ソースを加

えておいしく仕上げました。

240円（259）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 1年　　　　
JAN 4974434200489

130344

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ（国産）、粒状大豆たん白、キャベツ、パン粉（小麦を含む）、植物油脂、粉末状大豆たん

白、でん粉、植物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉（卵を含む）、みりん、しょうゆ、香辛料、ソース（トマ

トケチャップ、中濃ソース（りんごを含む）、たまねぎ（国産）、トマトピューレ、にんじん、植物性粉

末ブイヨン、発酵調味料、りんご酢、なたね油、でん粉、野菜エキス、酵母エキス、にんにく、香辛料）
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桜井食品

ベジタリアンのための野菜カレー
国内産の野菜を使用。 玉

ねぎをじっくりと炒めてトマ

トピューレー、マンゴーチャ

ツネなどで酸味と深みの

ある味に仕上げました。

動物性原料、着色料不使

用のレトルトカレーです。

319円（345）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813412444

130149

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（国産）（玉ねぎ、じゃがいも、人参、にんにく）、植物油脂、トマトピ

ューレー、昆布だし、小麦粉、砂糖、マンゴーチャツネ、香辛料、しょう

ゆ、ピーナッツペースト、食塩、味噌、カレー粉、発酵調味料、酵母エキ

ス、ココアパウダー、（一部に小麦・落花生・大豆を含む）

桜井食品

ベジタリアンのための豆カレー
国内産の豆（手亡豆・ 大

福豆・ 青えんどう豆）を使

用。玉ねぎをじっくりと炒め

てトマトピューレー、マンゴ

ーチャツネ、スパイスなど

でコクと深みのある味に仕

上げました。

319円（345）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813412451

130150

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（国産）（玉ねぎ、にんにく）、豆類（国産）（手亡豆、大福豆、青えんどう

豆）、トマトピューレー、植物油脂、小麦粉、昆布だし、砂糖、マンゴーチャツ

ネ、香辛料、食塩、しょうゆ、ピーナッツペースト、カレー粉、味噌、発酵調味

料、酵母エキス、ココアパウダー、（一部に小麦・落花生・大豆を含む）

桜井食品

ベジタリアンのための根菜カレー
国内産の根野菜を使用。

玉ねぎをじっくりと炒めて、

トマトピューレーと数十種

類のスパイスでコクと深み

のある味に仕上げました。

319円（345）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813432459

130152

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（国産）（玉ねぎ、じゃがいも、人参、れんこん、ごぼう、にんにく）、トマ

トピューレー、植物油脂、還元水あめ、小麦粉、昆布だし、食塩、香辛料、

ピーナッツペースト、しょうゆ、カレー粉、味噌、オニオンエキス、発酵調

味料、酵母エキス、ココアパウダー、（一部に小麦・落花生・大豆を含む）

プレスオールターナティブ

カレーの壺 とろっとナスのポークカレー 中辛
スリランカのスパイスペー

スト「カレーの壺」の配合を

ベースに、豚肉にとろとろ

のナスとココナッツミルク

を合わせて、程よい辛さの

カレーに仕上げました。

390円（421）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 24ヶ月
JAN 4948831001628

130308

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（なす、たまねぎ）、豚肉、ココナッツミルク、トマトペースト、ココ

ナッツオイル、香辛料、乾燥ココナッツ、米、食塩、醸造酢

プレスオールターナティブ

カレーの壺 ピリッとスパイスチキンカレー 辛口
スリランカのスパイスペー

スト「カレーの壺」の配合を

ベースに、平飼い鶏に玉ね

ぎとココナッツミルクを合

わせて、パンチのあるスパ

イシーなカレーに仕上げ

ました。

390円（421）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 24ヶ月
JAN 4948831001635

130309

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

たまねぎ、鶏肉、ココナッツミルク、香辛料、ココナッツオイル、トマト

ペースト、食塩、醸造酢、米、乾燥ココナッツ

プレスオールターナティブ

カレーの壺 ほくっとひよこ豆カレー 辛さ控えめ
スリランカのスパイスペー

スト「カレーの壺」の配合を

ベースに、ほくほくしたひよ

こ豆とココナッツミルクを

合わせて、スパイス感はあ

りながらも辛さを抑えた優

しい味に仕上げました。

390円（421）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 24ヶ月
JAN 4948831002212

130327

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ココナッツミルク、ひよこまめ、ココナッツオイル、たまねぎ、香辛料、

トマトペースト、醸造酢、食塩、粗糖、米

ウチノ

サラダサバ ブラックペッパー＆ガーリック
原材料は国産天然真鯖

のみ。 常温で 1 年 7 ヶ月

の賞味期限。 食品添加物

不使用。 DHA、EPA 含有。

国産生にんにく使用。

268円（289）
内容量 1切　　入数 40　　賞味 19ヶ月
JAN 4589772101154

130340

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さば（国産）、にんにく、ブラックペッパー、（一部にさばを含む）

風と光

オーガニックヴィーガンレトルトカレー 野菜
風と光の有機ヴィーガンカ

レールウを基本に有機野

菜を使って煮込んだ本格

レトルトカレー。中辛タイプ。

動物性原料を使用せず、

低 GI 値甘味料の有機コ

コナッツシュガーを使用し

ました。

530円（572）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4560342331942

510432

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機野菜（有機玉ねぎ・有機じゃがいも・有機にんじん）（国産）、有

機ヴィーガンカレールゥ（国産）、有機かぼちゃペースト（国産）、有

機ココナッツシュガー（インドネシア）、有機ニンニク（国産）、有機生

姜（国産）、有機トマトペースト（イタリア）、（一部に小麦を含む）

風と光

オーガニックヴィーガンレトルトカレー 豆
3 種類の有機豆（ひよこ豆・

レンズ豆・ 金時豆）と有機

野菜を風と光の有機ヴィ

ーガンカレールウで煮込

んだ本格レトルトカレー。

動物性原料を使用せず、

低 GI 値甘味料の有機コ

コナッツシュガーを使用し

ました。

530円（572）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4560342331973

510437

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機豆（有機ひよこ豆（アメリカ）、有機レンズ豆（アメリカ）、有機金

時豆（国産））、有機ヴィーガンカレールゥ（国産）、有機玉ねぎ（国産）、

有機トマトペースト（イタリア）、有機ココナッツシュガー（インドネシ

ア）、有機にんにく（国産）、有機生姜（国産）、（一部に小麦を含む）
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風と光

奄美ベジタブルレトルトカレー 中辛
美味しさを追求し、奄美の

生ウコン、国産野菜、国産

大豆ミートを使ったオール

植物性のヴィーガン仕様

のレトルトカレーです。

330円（356）
内容量 200g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4560342331683

130342

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（玉ねぎ、にんじん、じゃがいも）（国産）、カレールゥ、粒状大豆た

んぱく、食用なたね油、トマトピューレー、昆布、マンゴチャツネ、しょ

うゆ、トマトケチャップ、おろしにんにく、カレー粉、砂糖、香辛料、（一

部に小麦・大豆を含む）

三育フーズ

ベジタブルミートソース
動物性原料不使用。たま

ねぎ、大豆たんぱく、人参、

マッシュルームをトマトケ

チャップなどでじっくり煮込

んだマイルドなのスパゲテ

ィーソースです。

300円（324）
内容量 180g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200373

130141

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマトケチャップ（国内製造）、たまねぎ、粒状大豆たんぱく、にんじ

ん、マッシュルーム、なたね油、しょう油（小麦を含む）、中濃ソース（り

んごを含む）、でん粉、麦芽水飴、植物性粉末ブイヨン、塩、香辛料

日本食品工業

ミートソース
農薬不使用で栽培された

国産玉ねぎ、人参と国産肉

をトマトソースに煮込みまし

た。スパゲッティやハンバ

ーグのソースとしてご使用

ください。

270円（292）
内容量 140g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4975668606313

130353

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（たまねぎ、にんじん）（国産）、食肉（牛肉、鶏肉、豚肉）（国産）、ト

マトペースト、小麦粉、砂糖、食塩、香辛料、牛脂、酵母エキス、（一部

に小麦・牛肉・鶏肉・豚肉を含む）

ヒカリ

有機青椒肉絲の素 (2 ～ 3 人前 )

化学調味料を使用せず、

有機醤油をベースに有機

砂糖と有機ぶどう果汁の

甘みを加え、広島産カキか

ら作ったオイスターエキス

などで旨みを出しました。

250円（270）
内容量 100g　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399810035

130236

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有機砂糖、野

菜（有機にんにく、有機しょうが）、有機コーンスターチ、有機米醗酵

調味料、食塩、有機ぶどう果汁、オイスターエキス

ヒカリ

有機麻婆の素 (2 ～ 3 人前 )

化学調味料を使用せず、

有機醤油と有機米味噌を

ベースに有機にんにくと有

機しょうがの香りと有機米

醗酵調味料や昆布の旨み

を加えました。

250円（270）
内容量 100g　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399810097

130292

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有機米味噌（大

豆を含む）、有機ばれいしょでんぷん、有機米醗酵調味料、有機砂

糖、有機にんにくピューレー、野菜（有機しょうが、有機たまねぎ）、有

機米酢、魚醤（いかを含む）、唐辛子、昆布、オイスターエキス、食塩

ヒカリ

有機回鍋肉の素 (2 ～ 3 人前 )

化学調味料を使用せず、

有機米味噌をベースに有

機砂糖の甘み、広島産カ

キから作ったオイスターエ

キスや有機醤油の旨みを

加えました。

250円（270）
内容量 100g　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399810042

130237

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米味噌（有機米（国産）、有機大豆（国産）、食塩）、有機砂糖、有

機コーンスターチ、有機米醗酵調味料、食塩、オイスターエキス、有機

にんにく、胡麻油、唐辛子、有機醤油（大豆・小麦を含む）

三育フーズ

麻婆豆腐の素
天然醸造の味噌と醤油な

どを使用し、コクのある風

味豊かな麻婆豆腐の素。

辛さ控えめな、ちょい辛で

す。化学調味料不使用。

250円（270）
内容量 180g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200656

130158

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しょうゆ（小麦を含む、国内製造）、ねぎ、砂糖、味噌（大豆を含む）、ト

マトケチャップ、粒状大豆たんぱく、植物油脂、生姜、にんにく、でん

ぷん、植物性粉末ブイヨン、豆板醤

三育フーズ

野菜と豆のカレー
たくさんの野菜に、ひよこ豆

とレンズ豆を加え、植物性

素材ならではのやさしい味

に仕上げたカレーです。

（中辛/ヴィーガン対応）

295円（319）
内容量 180g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200793

130222

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（にんじん（アメリカ産）、ズッキーニ）、揚げなす（ベトナム製造）、ソテードオニオン、

ひよこ豆、レンズ豆、植物油脂、小麦粉、繊維状植物性たん白（大豆を含む）、トマトピュー

レ、しょうが、植物性粉末ブイヨン、にんにく、砂糖、カレー粉、酵母エキス、塩、粉末野菜（オ

ニオン、トマト）、ロースト果汁（マンゴー、パイナップル、パパイヤ）、麦芽エキス、粉末醤油

ヒカリ

有機キーマカレー 中辛
北海道産有機牛肉と有機

野菜使用の有機キーマカ

レーです。 化学調味料不

使用でカレースパイスまで

有機にこだわりました。 程

よい辛さの中辛口です。

390円（421）
内容量 140g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4952399810103

130306

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜（有機たまねぎ（国産）、有機にんじん）、有機牛肉、有機ウスタ

ーソース（小麦・大豆・りんごを含む）、有機トマトペースト、有機トマ

トケチャップ、有機ばれいしょでんぷん、有機香辛料、有機砂糖、食

塩、有機にんにくピューレー
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自然農法で栽培したあきたこまちです。 籾付きのまま保管す

ることにより、お米の酸化や劣化を防ぎ、鮮度や美味しさを保つ

ことができます。「安心安全で美味しいお米を、ご年配の方から

小さなお子様まで食べて頂きたい」いう生産者・住澤香苗さん

の思いと優しさが込められたお米です。

単一原料米 青森県あきたこまち

商品コード 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

110140 自然農法　青森県産あきたこまち　玄米 2ｋg 1 オープン価格 - 4951895003200

110141 自然農法　青森県産あきたこまち　玄米 5ｋg 1 オープン価格 - 4951895003217

110144 自然農法　青森県産あきたこまち　白米 2ｋg 1 オープン価格 - 4951895003248

110145 自然農法　青森県産あきたこまち　白米 5ｋg 1 オープン価格 - 4951895003255

恒食

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

村山 正明さん

2kg

独特の粘り気と甘みで、数あるブランド米の中でも不動の地位を誇る

魚沼産コシヒカリ。日本一の豪雪地「新潟県中魚沼郡津南町」は豊富

な雪解け水と昼夜の寒暖差が美味しいお米を育みます。

農薬類だけでなく、家畜のふん尿、魚類カス等の動物由来の肥料も

一切使用せず、自然の営みに任せた自然農法米です。

「お米を食べた人が元気になってくれたら最高」と語る村山さんのお米

は、化学物質過敏症の方でも安心して食べられるお米です。

単一原料米 新潟県産コシヒカリ

商品コード 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

140161 有機ＪＡＳ認定 自然農法　魚沼産コシヒカリ　玄米 2ｋg 1 オープン価格 - -

140162 有機ＪＡＳ認定 自然農法　魚沼産コシヒカリ　玄米 5ｋg 1 オープン価格 - -

村山正明

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アジテックファインフーズ

特別栽培米 発芽玄米
発芽後水分を保った状態

で一合ずつの真空パック

にした発芽玄米です。白米

に混ぜて炊いても甘みが

あってやわらかくおいしい

です。

933円（1,008）
内容量 120g×5　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4964843150659

140153

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（秋田県産）

恒食

国内産１００%十穀ブレンド
良質な国内産雑穀を10 種

類使ってブレンドしました。

お好みにより白米 2 ～ 3

合に大さじ 2 杯を加え、お

水を少々多めにして普通に

炊飯してください。

680円（734）
内容量 200g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4951895002609

110052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦、黒米、米粒麦、発芽玄米、もち玄米、もちきび、もちあわ、赤米、は

と麦、うるちひえ

恒食

国内産１００%十穀ブレンド（業務用）

良質な国内産雑穀を10 種

類使ってブレンドした、たっ

ぷり使えるお徳用です。

3,250円（3,510）
内容量 1kg　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4951895002562

110051

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦、黒米、米粒麦、発芽玄米、もち玄米、もちきび、もちあわ、赤米、は

と麦、うるちひえ

2kg
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小谷穀粉

やく膳健康食品 黒米
黒米は古代米の 1つで、た

んぱく質、鉄、亜鉛、マグネ

シウム、ビタミン B1 を含ん

でいます。 本品は国産の

黒米を使用しています。

1,000円（1,080）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901027603907

140060

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒米（国産）

恒食

国内産１００%十五穀ブレンド
良質な国内産十穀ブレンド

にもち白米、黒大豆、アマラ

ンサス、白ごま、黒ごまをプ

ラスしました。ほんのり色づ

いたもちもち食感をお楽し

みください。

780円（842）
内容量 200g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4951895002586

110054

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦、黒米、米粒麦、もち玄米、もち白米、発芽玄米、もちきび、もちあ

わ、赤米、黒大豆、はと麦、うるちひえ、アマランサス、白ごま、黒ごま

恒食

国内産１００%十五穀ブレンド（業務用）

良質な国内産十穀ブレンド

にもち白米、黒大豆、アマラ

ンサス、白ごま、黒ごまをプ

ラスしました。たっぷり使

えるお徳用です。

3,450円（3,726）
内容量 1kg　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4951895002579

110053

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦、黒米、米粒麦、もち玄米、もち白米、発芽玄米、もちきび、もちあ

わ、赤米、黒大豆、はと麦、うるちひえ、アマランサス、白ごま、黒ごま

日本精麦

健康一番 十穀
雑穀ごはんで食生活改善！

人気のもち麦をはじめ、10

種類の穀類をバランス良く

ブレンドしました。雑穀ごは

んを始めてみたい方にも最

適です。

480円（518）
内容量 20g×12　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4902152020003

140062

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（もち種）（国産）、もちきび、発芽玄米、はとむぎ、もちあわ、白ご

ま、黒米、赤米、うるちひえ、アマランサス

恒食

岩手県産もちあわ
岩手県産のもちあわを使

用。雑穀の中でも食べや

すく、鉄分 ・ ビタミンＢ 1が

豊富。 もちもちとした食感

と適度な粘りがあります。

750円（810）
内容量 160g　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4951895003385

110157

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もちあわ（岩手県）

恒食

岩手県産もちきび
貴重なもちきびです。 全国

でも生産量の多い岩手県

産ですので、安心してお召

し上がりください。栽培期

間中、農薬・化学肥料は極

力使用しない栽培をしてお

ります。

680円（734）
内容量 160g　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4951895003361

110155

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もちきび（岩手県）

恒食

岩手県産白ひえ
岩手県内で栽培されたひ

えを100％使用。淡泊でふ

んわりとしたやさしい風味

の雑穀です。

620円（670）
内容量 160g　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4951895003378

110165

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しろひえ（岩手県）

恒食

もちあわ
もちもちとした食感と甘み

が特徴の雑穀です。お米

に 1～ 2 割混ぜて炊いて

ください。

830円（896）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4951895000971

110057

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

餅あわ（中国）

恒食

もちきび
もちもちとした食感が特徴

です。お米に混ぜて炊いた

り、お菓子、お粥、サラダなど

のお料理にお使いください。

800円（864）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4951895000964

110061

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もちきび（中国）
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桜井食品

オーガニックアマランサス
ペルーにて有機栽培され

たアマランサス。必須アミノ

酸のバランスが良く、女性に

人気の雑穀です。お米と一

緒に炊いたり、パンやスープ

等にご利用ください。

870円（940）
内容量 350g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4960813934021

373402

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機アマランサス

旭食品

贅沢穀類 キヌア
良質なペルー産のキヌア。

カルシウム、鉄分などのミ

ネラル、食物繊維が豊富

です。ご飯と一緒に炊いた

り、ボイルして各種調理の

素材としてお使いください。

480円（518）
内容量 150g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4970805010831

140111

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

キヌア（ペルー産）

恒食

健康田舎麦
βグルカンが注目されてい

る大麦。国内産大麦100％

で水溶性 ・ 不溶性食物繊

維が豊富な七分づきで食

べやすい押麦に加工しま

した。

410円（443）
内容量 850g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4951895000148

110063

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（国内産）

恒食

健康田舎丸麦
βグルカンが注目されてい

る大麦。国内産大麦100％

で栄養成分をそのままに

麦を精白度の少ない丸麦

に加工しました。大麦を感

じられる食味が魅力です。

390円（421）
内容量 850g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4951895000261

110064

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（国内産）

恒食

健康田舎切麦（割麦）

βグルカンが注目されてい

る大麦。麦を二つに切った

米粒状麦で、ご飯の炊き上

がり時に麦がお米とよく調

和し混ざりやすいのが特

徴です。

430円（464）
内容量 850g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4951895001428

110065

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（国内産）

旭食品

贅沢穀類 もち麦
穀物の中でも食物繊維の

含有率が高く、白米の約

10倍も含まれるもち麦は、

糖質が少ないのも特徴の

一つです。もち種なので、

冷めてももちもちとした

食感です。

220円（238）
内容量 150g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4970805011227

140145

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（アメリカ産）

日本精麦

はいがむぎ
β- グルカンが注目されて

いる大麦。はいがむぎは、

栄養素が濃縮された胚芽

部分を残し加工致しまし

た。その為、食物繊維 + ミ

ネラルも豊富な人気の麦

です。

360円（389）
内容量 700g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4902152017041

140065

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（国内産）

日本精麦

国内産もち麦
国内産もち麦100％使用。

もち麦は食物繊維が豊富

です。 お米 2 合で 1包、茹

でてサラダに入れたり、ス

ープなど、様々なトッピング

として最適です。

550円（594）
内容量 50g×12　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4902152015207

510420

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち大麦（国内産）

恒食

国内産はとむぎ粒
美肌効果が期待できるは

とむぎは、女性に人気のあ

る穀物。炊飯の他にハン

バーグ・コロッケなどの具

材としてもお使いいただけ

ます。毎日の食生活にひと

工夫してみてください。

700円（756）
内容量 200g　　入数 16　　賞味 8ヶ月
JAN 4951895003132

110136

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（国内産）
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恒食

岩手県産はとむぎの粉
はとむぎを食べやすく特有

の香りを抑えたはとむぎ

粉です。岩手県産減農薬・

減化学肥料栽培。小麦粉

と混ぜてお使いください。

680円（734）
内容量 180g　　入数 40　　賞味 9ヶ月
JAN 4560231460074

110039

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（岩手県）

太陽食品

国産はとむぎ炊飯器用
はとむぎをお米と同じサイ

ズに砕いているので、お米

に混ぜて炊飯器で炊けま

す。

600円（648）
内容量 200g　　入数 30　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866010813

140163

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（国産）

太陽食品

国産はとむぎほうじ粒
殻を取り除いた国産はと

むぎの粒を香ばしく焙煎し

ました。そのまま食べたり、

シリアル風としてもお楽し

みいただけます。

1,400円（1,512）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866190638

140070

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（国産）

太陽食品

国産はとむぎほうじ粒（小袋）

殻を取り除いた国産はと

むぎの粒を焙煎しました。

香ばしくそのままポリポリと

お茶うけや、お子様のおや

つにお召し上がりいただけ

ます。小袋タイプ。

840円（907）
内容量 7g×20　　入数 30　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866210435

140071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（国産）

サンコー

皮去りほうじはとむぎ
良質なハトムギの皮を取り

去り、ほうじたものです。

900円（972）
内容量 400g　　入数 10　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728860088

140073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（ラオス産）

恒食

国産特別栽培農産物 黒豆
栽培期間中、無農薬 ・ 無

化学肥料栽培の黒豆で

す。煮物やパン・焼き菓子・

もちなど、様々な料理にお

役立てください。

860円（929）
内容量 250g　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4951895002845

110043

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒豆（北海道）（遺伝子組換えでない）

恒食

国産特別栽培農産物 大豆
栽培期間中、無農薬 ・ 無

化学肥料栽培の大豆で

す。 五目豆やサラダ、カレ

ー、パンバーグなど和洋中

様々な料理にお役立てく

ださい。

400円（432）
内容量 250g　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4951895003439

110160

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆(岩手県）（遺伝子組換えでない）

大豆かに

恒食

国産特別栽培農産物 小豆
栽培期間中、無農薬 ・ 無

化学肥料栽培の小豆で

す。煮物やパン、ケーキ、も

ち、スイーツ、小豆ご飯など

和洋中様々な料理にお役

立てください。

730円（788）
内容量 250g　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4951895003354

110154

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび

小豆（北海道）

ベストアメニティ

熊本県湯前産ポップコーン（乾燥）

熊本県湯前町の契約農家

で収穫された農薬・ 化学

肥料不使用の希少なポッ

プコーン用とうもろこしです。

350円（378）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4994790205829

180341

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

とうもろこし
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恒食

煎りごま 白
焦げ目がつかない完全直

火焙煎が特徴です。 いり

胡麻特有の香りがします。

様々な料理に使用できる

ポピュラーな胡麻です。

160円（173）
内容量 100g　　入数 50　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895000346

110047

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白ごま

恒食

煎りごま 黒
油分は白胡麻に比べて少

なく、ごま塩、和菓子、洋菓

子、パン等に使用されてい

ます。ブルーベリー等に含

まれているアントシアニンと

いう色素を含有しています。

165円（178）
内容量 100g　　入数 50　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895000339

110048

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒ごま

マツモトフーツ

黒すりごま
栄養分たっぷりの良質のご

まをじっくり煎り、丹念にすり

あげました。ごま本来の旨

味と豊かな薫りを活かした

すりごまです。

240円（259）
内容量 120g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4980052011109

140037

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒ごま

風と光

喜界島産特別栽培すりごま（白）
「日本で最も美しい村」に

認定された鹿児島県喜界

島産特別栽培（栽培期間

中、農薬は使用していませ

ん）白ごまを 100％使用し、

丹念に煎ってすりました。

480円（518）
内容量 30g　　入数 30　　賞味 10ヶ月
JAN 4560342330228

510413

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白ごま（鹿児島県喜界島産）

三育フーズ

黒ゴマペースト
黒ゴマを100％使った無

添加のペーストです。無添

加なので自然にゴマ油が

分離しますので、時々かき

混ぜてご使用ください。

510円（551）
内容量 135g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434900389

140046

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

炒り黒ゴマ（国内製造）

角大産業

特許ごますり器「スリッキーＮ」
ハンドルを下にして必要な時に、必要な量だけ簡単

にすり胡麻ができます。

330円（363）
内容量 1個　　入数 10　　賞味 -
JAN 4973125803916

140049

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

-

自然食ニュース社

美の光 白（ゴマペースト）

ていねいに煎り上げたゴ

マをきめ細かく練り上げる

ことで、まろやかな味わい

と舌触りを実現しました。

たっぷりの胡麻を食べや

すいペーストタイプ。

550円（594）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 1年
JAN -

140047

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白ゴマ

自然食ニュース社

美の光 黒（ゴマペースト）

ていねいに煎り上げたゴ

マをきめ細かく練り上げる

ことで、まろやかな味わい

と舌触りを実現しました。

たっぷりの胡麻を食べや

すいペーストタイプ。

550円（594）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 1年
JAN -

140048

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒ゴマ

マツモトフーツ

白すりごま
栄養分たっぷりの良質のご

まをじっくり煎り、丹念にすり

あげました。ごま本来の旨

味と豊かな薫りを活かした

すりごまです。

240円（259）
内容量 120g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4980052011086

140036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ごま
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大村屋

ねり胡麻チューブ 白
簡便性のあるチューブタイ

プの容器に入ったねりごま

白です。 2 種類のごまをブ

レンドする事により香味豊

かに仕上げています。

500円（540）
内容量 160g　　入数 36　　賞味 1年
JAN 4970547480671

140043

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白胡麻

大村屋

ねり胡麻チューブ 黒
簡便性のあるチューブタイ

プの容器に入ったねりごま

黒です。 最高級品種であ

るダブルハスクの黒胡麻

を採用。黒胡麻本来の美

味しいさが際立つ仕上が

りに。

500円（540）
内容量 160g　　入数 36　　賞味 1年
JAN 4970547480688

140044

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒胡麻

大村屋

絹こし胡麻白
香ばしく煎った白ごまをな

めらかなペースト状になる

まですり潰しました。消化

吸収がよく、ごまの栄養素

を摂取していただきやすい

形態です。

880円（950）
内容量 300g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4970547482415

140038

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白胡麻

大村屋

絹こし胡麻白
絹こし胡麻白の大きいサイ

ズです。

1,350円（1,458）
内容量 500g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4970547241227

140039

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白胡麻

大村屋

絹こし胡麻黒
絹こし胡麻黒の大きいサイ

ズです。

1,350円（1,458）
内容量 500g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4970547241241

140041

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒胡麻

大村屋

絹こし胡麻黒
香ばしく煎った黒ごまをな

めらかなペースト状になる

まですり潰しました。 消化

吸収がよく、ごまの栄養素

を摂取していただきやすい

形態です。

880円（950）
内容量 300g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4970547482439

140040

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒胡麻

恒食

国産薄力粉
国産小麦を製粉した家庭

用薄力粉です。お菓子、ケ

ーキ、天ぷら等に幅広くお

使いいただけます。

450円（486）
内容量 800g　　入数 10　　賞味 8ヶ月
JAN 4951895001985

110036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（国産）

恒食

国産中力粉
国産小麦100％の中力粉で

す。うどん、お好み焼、すいと

んなどにご利用ください。

450円（486）
内容量 800g　　入数 10　　賞味 8ヶ月
JAN 4951895001152

110034

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（国産）

恒食

国産強力粉
国産小麦を製粉した強力

粉です。パン、ピザ、麺作り、

ギョーザの皮等にご利用

いただけます。

450円（486）
内容量 800g　　入数 10　　賞味 8ヶ月
JAN 4951895001978

110035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦（国産）
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桜井食品

岐阜県産薄力粉
岐阜県で栽培された品種

名「農林62 号･イワイノダイ

チ」の内で、たんぱく質の少

ない小麦を製粉しました。

天ぷらやお菓子作りなど

にご利用ください。

310円（385）
内容量 500g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813123371

140001

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（岐阜県産）

シガリオ

リブレフラワーホワイト（浅炒り）

栄養の宝庫・玄米のパワ

ーを丸ごと微粉末にした

焙煎玄米全粒粉（浅炒り）

です。ビタミン、ミネラルなど

体に良い成分を簡単に摂

取でき、多様な料理に使え

ます。

1,300円（1,404）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 14ヶ月
JAN 4964296800026

140165

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国産）

シガリオ

リブレフラワーブラウン（深炒り）

栄養の宝庫・玄米のパワ

ーを丸ごと微粉末にした焙

煎玄米全粒粉。深い焙煎

で香ばしい香りです。ビタミ

ン、ミネラルなど体に良い成

分を簡単に摂取できます。

1,300円（1,404）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 14ヶ月
JAN 4964296800019

140166

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国産）

恒食

上新粉（微細粉製法）

有機栽培うるち米だけを

粉にしたきめの細かい上

新粉。特殊製粉機を使用

して、今までにないフワッと

した米粉に仕上げました。

グルテンフリー。

450円（486）
内容量 250g　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4951895003446

110162

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（岩手県）

シガリオ

リブレフラワーカルシウムミックス（深炒り）

玄米を丸ごと高温焙煎

（深炒り）し、微粉末にした

後、貝カルシウムを加えま

した。消化吸収が良く、特

に不足しがちなカルシウム

を手軽に摂取できます。

1,500円（1,620）
内容量 500g　　入数 20　　賞味 14ヶ月
JAN 4964296800033

140167

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国産）、貝粉末

恒食

吉野葛
葛澱粉と甘藷澱粉をブレン

ドした葛粉です。なめらかな

口当たりが魅力。保存食・

精進料理・和洋菓子等、幅

広くご使用いただけます。

400円（432）
内容量 100g　　入数 1　　賞味 2年
JAN 4951895001206

110040

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

葛澱粉（葛（中国産、国産））、甘藷澱粉（さつまいも（国産））

恒食

吉野本葛
山野に自生する葛の根より

採取した純良な葛を吉野

晒という製法で精製した葛

澱粉100％の葛粉です。 近

年ではグルテンフリーが注

目され小麦粉の代用として

もご使用いただけます。

660円（713）
内容量 100g　　入数 1　　賞味 2年
JAN 4951895001237

110041

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

葛澱粉（葛（中国産、国産））

桜井食品

契約栽培 片栗粉
北海道の農家で契約栽培

された馬鈴薯を斜里岳か

ら流れる水で晒し、伝統の

製法で作られた馬鈴薯で

ん粉です。からあげ、あん

かけ等を始め各種お料理

にご愛用ください。

230円（248）
内容量 200g　　入数 60　　賞味 1年
JAN 4960813023015

140019

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉[馬鈴薯（北海道産）]

秋田白玉

純白玉粉
秋田県産のもち米を100％

使用し石臼で水換きして

おり、ツルツルシコシコとな

めらかな舌触りと歯触りで

冷めても固くなりにくいの

が特徴です。

280円（302）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4970623110294

140023

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米
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桜井食品

国内産パン粉
岩手県産小麦粉と生イー

ストを使って焼き上げたパ

ンを粉砕、乾燥して作りまし

た。イーストフード、ショート

ニング不使用です。

280円（302）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813250305

140009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岩手県産）]、イースト、食塩

桜井食品

ホットケーキミックス無糖
岐阜県産の小麦を100％

使用し、膨張剤には重曹

を使用しています。砂糖を

使用しておりませんので、

お好みで甘味を加えてくだ

さい。

380円（410）
内容量 400g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4960813125115

140010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岐阜県産）]、食塩／膨張剤（重曹）

桜井食品

ホットケーキミックス有糖
岐阜県産の小麦を 100％

使用し、膨張剤には重曹

を使用しています。 ホット

ケーキの他、ドーナッツや

クッキーなどもお作りいた

だけます。

380円（410）
内容量 400g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4960813125108

140011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岐阜県産）]、砂糖（ビート糖）、食塩／膨張剤（重曹）

桜井食品

お米のホットケーキミックス
岐阜県の片岡さんのお米

（生産者限定）が主原料の

ホットケーキミックスです。

お米の粉ならではのしっと

りもっちりとした食感が特

徴です。

280円（302）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813125009

140012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米粉[米（岐阜県産）]、砂糖（ビート糖）、食塩／膨張剤（重曹）

桜井食品

天ぷら粉
岐阜県産の小麦粉を主原

料に、北海道産契約栽培

馬鈴薯でん粉を使用してい

ます。天ぷらが手間なしで

簡単にカラッと揚がります。

380円（410）
内容量 400g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4960813125207

140013

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岐阜県産）]、馬鈴薯でん粉、食塩／膨張剤（重曹）

桜井食品

お好み焼粉
岐阜県産の小麦を100％

使用しています。やまいも

をはじめ、昆布、しいたけな

ど国内産の原料を使用し

ています。

470円（508）
内容量 400g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4960813125306

140014

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岐阜県産）]、混合節粉末（かつお、さば）、やまいも粉、

馬鈴薯でん粉、昆布パウダー、食塩、椎茸パウダー／膨張剤（重曹）

桜井食品

有機お菓子をつくるお米の粉
有機栽培されたうるち米を

気流粉砕にて通常の小麦

粉より細かく挽いたお米の

粉です。シフォンケーキや

クッキーの他、天ぷらの衣

等のお料理にも使えます。

470円（508）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813511307

140005

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機うるち米(国内産)

風と光

有機雑穀で作った天然酵母
100％オーガニックのパン

用天然酵母。ドライイースト

タイプだから使い易く、素材

の風味を引き出させます。

160円（173）
内容量 9g　　入数 240　　賞味 1年
JAN 4560342330242

140030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

酵母、有機小麦、有機とうもろこし（遺伝子組み換えではない）

風と光

有機ベーキングパウダー
有機濃縮ぶどう果汁、有

機コーンスターチと重曹を

使ったアルミニウム不使用

のべーキングパウダー。

ユーロ・米国有機認証品

です。

450円（486）
内容量 10g×4　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4560342331614

140157

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機濃縮ブドウ果汁、有機コーンスターチ、炭酸水素ナトリウム
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桜井食品

重曹
内モンゴルの地下から掘り

出した天然ソーダ灰100％

の重曹。お菓子作りやお

料理にも使え、お掃除など

暮らしのいろいろなシーン

で活躍します。

250円（270）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4960813525403

140020

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

炭酸水素ナトリウム

マツモトフーツ

国内産きなこ
厳選された国内産大豆を

使用し、香ばしい薫りと濃

厚な旨みが特徴です。た

んぱく質等、現代の食生活

に不足しがちな栄養素が

たくさん入っております。

230円（248）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4980052002268

140025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国内産、遺伝子組み換えでない）

小谷穀粉

黒ごま入りハトムギきな粉
ハトムギの種皮を除いた

種子を粉末にし、きな粉と

黒ごまを配合した黒ごま

入りハトムギきな粉です。

お身体の美容と健康維持

にお役立てください。

560円（605）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901027686405

140024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（非遺伝子組換え）、ハトムギ、黒ごま

シガリオ

あずきーの
小豆を丸ごと高温焙煎し微

粉末にしました。消化吸収

が非常に高く、小豆の栄養

素が手軽に摂取できます。

980円（1,058）
内容量 140g　　入数 12　　賞味 14ヶ月
JAN 4964296330011

140018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小豆（国産）

ＪＡ佐呂間

かぼちゃフレーク
北海道産南瓜を無添加で

粉末にしました。

580円（626）
内容量 100g　　入数 40　　賞味 1年
JAN 4908108200109

140022

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

南瓜

ツルシマ

生姜末
国内産生姜粉末 100％。

しょうが湯、生姜紅茶など

料理の隠し味にお使いく

ださい。

1,050円（1,134）
内容量 40g　　入数 80　　賞味 1年
JAN 4931860000502

140027

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

生姜(国内産）

桜井食品

有機シナモンパウダー
セイロンシナモンの豊かな

香りをお楽しみいただけま

す。お菓子作り、お料理、コ

ーヒーやケーキの香りつ

け、シナモントーストなどに

どうぞ。

280円（302）
内容量 20g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4960813928112

372811

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機シナモン

ツルシマ

香蓮
山口県産蓮根を乾燥させ

て炒り粉末にしました。

540円（583）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 1年
JAN 4931860000182

210030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

蓮根

ツルシマ

節香蓮
山口県産蓮根の節の部分

を乾燥させて炒り粉末にし

ました。

660円（713）
内容量 50g　　入数 100　　賞味 1年
JAN 4931860000199

210031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

蓮根節
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麺
類

恒食

しょうゆラーメン
国産小麦粉、植物油を使

用した無かん水麺です。魚

介だしのスープは自然の

食材にこだわりました。

145円（157）
内容量 98g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895000780

110070

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、小麦たん白、でん粉、食塩）、

添付調味料（食塩、粉末しょうゆ、砂糖、酵母エキス、香辛料、魚醤粉末（魚

介類）、えび粉末、麦芽エキス、ごま油、するめ粉末）／卵殻カルシウム、酸

化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・えび・大豆・いか・ごまを含む）

恒食

玄米ラーメン
玄米粉と国産小麦粉、植物

油を使用した無かん水麺

です。 スープは魚介と野菜

のだしを使用しています。

145円（157）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895000803

110071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、玄米粉、小麦たん白、食

塩）、食塩、ごま、粉末しょうゆ、砂糖、酵母エキス、香辛料、麦芽エキ

ス、ごま油、するめ粉末／卵殻カルシウム、酸化防止剤（ビタミン E）、

（一部に小麦・大豆・いか・ごまを含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいのラーメン しょうゆ
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。魚介と肉

エキスをベースに、飽きの

こないあっさりとした醤油

スープを使用しています。

145円（157）
内容量 99g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312416

150076

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パー ム油、小麦たん白、食塩］、食塩、

砂糖、 粉末しょうゆ、酵母エキス、魚醬パウダー、香辛料、チキンエキス、ポ

ークエキス、コ コアパウダー、ほたてエキス、乾燥ねぎ、 混合節粉末、麦

芽エキス、ごま油、（一部 に小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉・ごまを含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいのラーメン しお
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。天日塩の

まろやかな味にチキンエキ

スを加え、あっさり軽く仕上

げました。

145円（157）
内容量 99g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312447

150077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パーム油、小麦たん白、食塩］、

食塩、砂糖、チキンエキス、酵母エキス、ごま、香辛料、乾燥ねぎ、ごま

油、（一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいのラーメン ごま
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。あっさりと

した醤油ベースのスープに

ごまの風味がぴったりのス

ープです。

145円（157）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312423

150078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パーム油、小麦たん白、食塩］、食塩、砂糖、 

酵母エキス、粉末しょうゆ、ごま、魚醬パウダー、香辛料、ごま油、デキストリン、 

チキンエキス、ポークエキス、ココアパウダー、乾燥ねぎ、混合節粉末、麦芽エ

キス、するめ粉末、（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さば・いか・ごまを含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいのラーメン みそ
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。 魚介の

ダシがきいた香りの良いス

ープでコクと旨みを出しま

した。

145円（157）
内容量 101g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312454

150079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パーム油、小麦たん白、食塩］、

粉末みそ、食塩、砂糖、酵母エキス、ほたてエキス、混合節粉末、香辛

料、チキンエキス、乾燥ねぎ、ごま油、（一部に小麦・大豆・鶏肉・さば・

ごまを含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいのラーメン とんこつ
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。魚介の風

味ある和風とんこつスープ

は、コクがあり麺によく合う

仕上がりです。

155円（167）
内容量 103g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312461

150080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パーム油、小麦たん白、食塩］、

ポークエキス、食塩、砂糖、酵母エキス、粉末しょうゆ、香辛料、混合節

粉末、ごま油、するめ粉末、（一部に小麦・大豆・豚肉・さば・いか・ 

ごまを含む）

桜井食品

野菜らーめん（ノンフライ麺）
麺は国内産小麦粉を使用

したノンフライ麺です。もっ

ちりとした弾力のある麺

に、魚介とごまの香りがよく

効いたスープがぴったりと

合います。

160円（173）
内容量 90g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813450835

150007

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん［小麦粉（国内製造）、馬鈴薯でん粉、小麦たん白、食塩］、食塩、砂糖、酵母

エキス、粉末しょうゆ、香辛料、ポークエキス、乾燥人参、チキンエキス、魚醤パウ

ダー、ほたてエキス、乾燥小松菜、乾燥玉ねぎ、乾燥ねぎ、乾燥わかめ、するめ粉

末、ごま油、麦芽エキス、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ごま・いかを含む）

桜井食品

純正ラーメン（５食入）
肉や魚などの動物性原料を使用していません。

あっさりとしたスープは、国内産小麦を使用した麺と

の相性が良く、素朴な味をお楽しみいただけます。

635円（686）
内容量 490g　　入数 16　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813450118

150015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉[小麦（国産）]、パーム油、小麦たん白、食塩】、食塩、粉末しょうゆ、

砂糖、酵母エキス、ごま、香辛料、粉末みそ、野菜エキスパウダー、発酵調味料、昆布粉末、

落花生粉末、アーモンド粉末、乾燥ねぎ、しいたけ粉末、しいたけエキスパウダー、麦芽エ

キス、ごま油、メンマパウダー、（一部に小麦・ごま・大豆・落花生・アーモンドを含む）
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麺
類

桜井食品

ベジタリアンのしょうゆらーめん
肉・ 魚・ 乳製品等の動物

性原材料を使用していま

せん。麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは

不使用。スープは飽きの

こないさっぱりとしたしょう

ゆ味です。

150円（162）
内容量 98g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312911

150008

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉[小麦（国産）]、パーム油、小麦たん白、食塩】、食塩、粉末しょうゆ、メ

ープルシュガー、酵母エキス、香辛料、ごま、粉末みそ、野菜エキス、発酵調味料、昆布パウ

ダー、ピーナッツパウダー、アーモンドパウダー、椎茸パウダー、乾燥ねぎ、椎茸エキス、麦芽

エキス、ごま油、メンマパウダー（一部に小麦・落花生・アーモンド・ごま・大豆を含む）

桜井食品

ベジタリアンのみそらーめん
肉・ 魚・ 乳製品等の動物

性原材料を使用していま

せん。麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは

不使用。スープは赤みそ

仕立ての風味ある味わい

です。

150円（162）
内容量 98g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312959

150009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉[小麦（国産）]、パーム油、小麦たん白、食塩】、粉

末みそ、食塩、粉末しょうゆ、メープルシュガー、酵母エキス、香辛料、椎

茸エキス、発酵調味料、野菜エキス、昆布パウダー、麦芽エキス、ごま油、

メンマパウダー（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

桜井食品

ベジタリアンのソース焼そば
動物性原材料を使用して

いません。麺は国内産の

小麦粉を使用し、かんすい

は不使用。野菜とりんごの

旨みと米酢のバランスが

良く、スパイスが効いたコク

と香りの特製ソースです。

175円（189）
内容量 118g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312775

150068

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉［小麦（国産）］、パーム油、小麦たん白、食塩】、麦芽糖、ト

マトピューレー、食塩、米酢、りんごパルプ、植物油脂、酵母エキス、キャベツエ

キス、麦芽エキス、香辛料、ふりかけ（青のり、紅しょうが）、（一部に小麦・りん

ご・ごまを含む）

桜井食品

ベジタリアンのとんこつ風らーめん
動物性原材料を使用して

いません。麺は国内産の小

麦粉を使用し、かんすいは

使用していません。 野菜の

旨みが溶けこんだコクのあ

るスープをベースに豆乳の

まろやかさが加わったあっ

さりとんこつ風ラーメンです。

205円（221）
内容量 106g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312942

150070

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉［小麦（国産）］、パーム油、小麦たん白、食塩】、食

塩、麦芽糖、豆乳パウダー、酵母エキス、野菜エキス、粉末しょうゆ、香

辛料、ごま、植物油脂、香味食用油、乾燥ねぎ、（一部に小麦・ごま・

大豆を含む）

マルシマ

尾道ラーメン
麺は国産小麦粉を100％使用し、かん水を使用せず

カキ殻カルシウムでコシのある麺に仕上げました。

スープは杉桶で長期熟成した有機醤油をベースに

小魚から取っただしを使用した本格スープです。

180円（194）
内容量 115g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4906657282201

412822

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、馬鈴薯澱

粉、小麦たん白、食塩）、有機醤油、みりん、ちりめんエキス、魚介エキ

ス、オリーブ油、酵母エキス、玉ねぎエキス、食塩、香辛料／貝カルシ

ウム、酸化防止剤（ビタミンE）

桜井食品

ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん
動物性原材料を使用して

いません。麺は国内産の小

麦粉を使用し、かんすいは

不使用。胡麻の濃厚な深

い味わい・ ラー油の適度

な辛み・ 豆乳のまろやか

な甘みがスープの美味しさ

を引き出しています。

280円（302）
内容量 138g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312973

150071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん【小麦粉［小麦（国産）］、パーム油、、小麦たん白、食塩〕、

ごま、豆乳、醤油、植物油脂、食塩、酵母エキス、ラー油、香辛料、キャベ

ツエキス、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

マルシマ

瀬戸内いりこラーメン（しょうゆ味）
瀬戸内海産いりこ、有機純正醤油、オリーブオイルを

使用したこだわり濃厚スープと国産小麦にかん水を

使用せずカキ殻カルシウムでコシを出した麺の、だし

香る即席麺です。

200円（216）
内容量 115g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4906657287251

412872

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、馬鈴薯澱

粉、小麦たん白、食塩）、有機醤油、オリーブオイル、いわし煮干し、粗

糖、昆布エキス、馬鈴薯澱粉、食塩、かつお節粉末／貝カルシウム、酸

化防止剤（ビタミンE）

桜井食品

冷しらーめん（ノンフライ麺）
麺は国内産小麦粉を使用

したノンフライ麺です。 つる

つるしたコシのある麺質に

爽やかな酸味のスープが

ぴったり。この冷しらーめ

んで夏の涼感をお楽しみ

いただけます。

160円（173）
内容量 123g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813212839

150019

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん[小麦粉（国内製造）、馬鈴薯でん粉、小麦たん白、食塩 ]、添付調

味料（しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、ごま油、かつおエキス、酵母エキ

ス）、添付ふりかけ[紅しょうがチップ（しょうが、食塩、赤梅酢）、ごま、

青さ、焼きのり］、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

桜井食品

(RSPO) さくらいの焼きそば
RSPO 認証パーム油を使

用し、麺は国内産の小麦

粉を使用し、かんすいは使

用していません。トマトピュ

ーレー、りんごパルプでお

いしさを引き出した特製の

液体ソースです。

150円（162）
内容量 114g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813312430

150081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、パーム油、小麦たん白、食塩］、ソー

ス[砂糖、トマトピューレー、食塩、醸造酢、りんごパルプ、ごま油、酵母エ

キス、香辛料、麦芽エキス]、ふりかけ[あおさ、乾燥紅生姜]、（一部に

小麦・大豆・りんご・ごまを含む）
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麺
類

マルシマ

尾道まぜ麺
国産小麦粉を100％使用した無かん水のコシのある

麺と、尾道産ジャンボにんにくを使用した旨みのある

ピリ辛なタレのまぜ麺。大豆をそぼろ状に加工し、お

肉のような食感に仕上げました。

204円（220）
内容量 130g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4906657272851

412728

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

油揚げめん［小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、馬鈴薯澱粉、小

麦たん白、食塩］、有機醤油、粗糖、なたね油、大豆加工品、玉ねぎ、発酵調味

料、食塩、でん粉、生姜、パプリカ粉末、りんご酢、酵母エキス、、ジャンボにん

にく、にんにく、唐辛子粉末／貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンE）

サンサス

なつかしうどん
食塩不使用、常温で日持ち

する便利な生麺です。ふん

わりトロッとした食感に、も

っちりとしたコシが特徴。ゆ

でて洗ってもう一度煮込む

のが美味しさの秘密です。

141円（152）
内容量 200g　　入数 36　　賞味 3ヶ月
JAN 4973355030090

150043

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、ライ麦粉／クチナシ色素、酒精

サンサス

きしめん
北海道小麦で作る、ツルツ

ル食感の生きしめん。麺を

薄く、幅を細めにして、のど

越しの良さを追求しまし

た。食塩、でん粉不使用で

小麦が香ります。

141円（152）
内容量 180g　　入数 36　　賞味 3ヶ月
JAN 4973355040143

150045

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、ライ麦粉／クチナシ色素、酒精

サンサス

十割そば
独自製法で作る、コシがし

っかりとした本格的な十割

の生そば。従来品とは違い

ボソボソ感がありません。

150円（162）
内容量 150g　　入数 36　　賞味 3ヶ月
JAN 4973355030472

150047

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

そば粉（国内製造）／酒精

サンサス

冷し中華麺（スープ付）

独自製法で作る、かんすい不使用のモチモチ中細麺

を使用。りんご酢が効いた爽やかな酸味とごま油の

コクが相性抜群です。ゆで時間50秒と簡単。

400円（432）
内容量 150g×2　　入数 10　　賞味 100日
JAN 4973355012553

150056

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん：小麦粉（国内製造）、デュラム粉／クチナシ色素、酒精　スープ：

しょうゆ、砂糖、水あめ、醸造酢、りんご酢、食塩、ごま油、酵母エキス、

（一部に小麦、ごま、大豆、りんごを含む）

サンサス

カレーうどん（スープ付）

独自製法で作る、モチモチの北海道小麦の生うど

ん。カレースープは素材にこだわり、化学調味料不

使用。スパイシーなカレースープとモチモチ麺が相

性抜群です。

400円（432）
内容量 185g×2　　入数 10　　賞味 3ヶ月
JAN 4973355012102

150052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん：小麦粉（小麦（北海道産））、ライ麦粉／クチナシ色素、酒精　つゆ：

砂糖、しょうゆ（大豆、小麦を含む）、カレー粉、食塩、植物油脂（大豆を含む）、

トマトペースト、カツオエキス、野菜エキス、小麦粉、ポークエキス、酵母エキ

ス、にんにく、生姜、レモン果汁、かつおぶし／増粘剤（加工デンプン）、酒精

サンサス

冷麺（スープ付）

極細の麺が特徴の本格的な韓国風冷麺です。そ

ば粉を配合した麺と梨果汁の効いたさっぱりとした

スープが相性抜群です。ゆで時間 50秒と簡単。

400円（432）
内容量 135g×2　　入数 10　　賞味 100日
JAN 4973355012515

150050

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん：小麦粉、デュラム粉、そば粉、食塩／加工デンプン、酒精　スープ：たん白加水分解物（小
麦、大豆を含む）、果糖ぶどう糖糖液糖、食塩、砂糖、醸造酢、チキンエキス、昆布エキス、発酵調
味料、なし果汁、ポークエキス、酵母エキス　辛味の素：しょうゆ（小麦、大豆を含む）、ねり唐
辛子、発酵調味料、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢、にんにく、りんご、コチュジャン、唐辛子、水あ
め、魚介エキス（魚介類）、生姜、酵母エキス、増粘剤（加工デンプン）酒精

サンサス

ラーメンしょうゆ味（スープ付）

独自製法で作る、かんすい不使用のモチモチ中細

麺を使用。鶏を効かせた、あっさりとした古き良き醤

油ラーメンです。ゆで時間40 秒と簡単。

400円（432）
内容量 150g×2　　入数 10　　賞味 3ヶ月
JAN 4973355012362

150055

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん：小麦粉、デュラム粉、食塩／クチナシ色素、酒精 スープ：しょうゆ、チキンエキス、食塩、
動物性たんぱく加水分解物植物性たんぱく加水分解物（豚肉を含む）、植物性たんぱく加
水分解物（大豆を含む）、とりがらスープ、ポークエキス、砂糖、食用調合油（大豆を含む）、香
味食用油脂（豚肉を含む）、酵母エキス、香味食用油（小麦・大豆を含む）、野菜エキス、かつ
お節（粉砕）、果糖ぶどう糖液糖、しいたけエキス／増粘剤（加工デンプン）、アルコール

マルシマ

さぬきゆでうどん（スープ付）１食
国内で栽培された小麦を

使用し、さぬき独特の技術

で作られた手打ち風のコ

シと風味を兼ね備えたうど

ん。わずか 2 ～ 3 分の調

理で本場のさぬきの味が

お楽しみいただけます。

176円（190）
内容量 めん200g・スープ10g　入数 40　賞味 3ヶ月
JAN 4906657279508

412795

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん（小麦粉（小麦（国産））、食塩／pH 調整剤）、スープ（ぶどう糖、

食塩、かつお節粉末、昆布粉末、粉末醤油、酵母エキス）
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麺
類

桜井食品

桜うどん
国内産の小麦粉と輸入天

日塩を沖縄の海水で溶解

し、時間をかけて平釜でじ

っくり煮詰めた塩を使用し

ました。小麦本来の自然な

色と風味のうどんです。

220円（238）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813210101

150027

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉［小麦（国産）］、食塩

長崎五島うどん

五島手延うどん
国産小麦粉と上五島で製

造された塩、椿油を使用し

作られるうどんは、細いな

がらにもモッチリとした強

いコシとつるりとした喉ごし

が特徴です。

439円（474）
内容量 200g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4571293170214

150061

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、食塩、食用油脂（椿油）

桜井食品

そうめん
国内産の小麦粉と輸入天

日塩を沖縄の海水で溶解

し、時間をかけて平釜でじ

っくり煮詰めた塩を使用し

ました。小麦本来の自然な

色と風味のそうめんです。

220円（238）
内容量 220g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813210460

150025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岩手県産）]、食塩

桜井食品

ひやむぎ
国内産の小麦粉と輸入天

日塩を沖縄の海水で溶解

し、時間をかけて平釜でじ

っくり煮詰めた塩を使用し

ました。小麦本来の自然な

色と風味のひやむぎです。

220円（238）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4960813210385

150026

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（岩手県産）]、食塩

土田物産

つむぎうどん
幻の小麦と言われる埼玉

県産小麦「農林61号」でつ

くりました。噛むほどに味

わえる粉の旨み、もっちり

感が楽しめます。

186円（201）
内容量 250g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4974825053359

150029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、食塩

サンサス

辛麺（スープ付）

一口食べたら止まらない！歯ごたえ抜群な本格麺と

旨味を効かせたスープはクセになる美味しさです。

499円（539）
内容量 100g×2　　入数 10　　賞味 100日
JAN 4973355012584

510263

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

めん：小麦粉（国内製造）、デュラム粉、そば粉、食塩／加工デンプン、酒精　スープ：醤油、た
ん白加水分解物、砂糖、植物油（ごま油）、食塩、米発酵調味料、チキンエキス、酵母エキス、味
噌、おろしにんにく、ビーフエキス、ポークエキス、かつおエキス、にんにく末、香辛料、小麦発酵
調味料、コショウ末／パプリカ色素、カラメル色素、アナトー色素、香辛料抽出物、増粘剤（キサ
ンタン）、（一部に小麦・乳製品・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

本田商店

出雲福そば
玄そば（そばの実）を自家

製粉し、挽きぐりみ製法の

そば粉で作りました。そば

の風味を生かすため、じっ

くり時間をかけた冷風乾

燥で、お子さまや女性にも

喜ばれるのどごしの良い

極細麺です。

300円（324）
内容量 180g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4977309030945

150069

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、そば粉（そば（国産））、食塩

銀四郎麺業

小豆島手延べそうめん
製麺技能士を中心に熟練

の職人たちが、国産小麦

粉にこだわり、手延技法で

延ばし上げたそうめんで

す。 強いコシと小麦本来の

甘味、自然な風味が特徴

です。

450円（486）
内容量 50g×5　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4969913186873

150021

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、食塩、ごま油

小川製麺所

とびきり鍋焼用うどん
昔ながらの手延べ製法で

練りあがった麺生地をよく

ねかし、麺一筋の職人気

質で作りあげた高級麺で

す。ツルツルでコシのある

食感をお楽しみください。

510円（551）
内容量 200g×3　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4970456144060

150031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、食塩
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小川製麺所

味のそば
豊かな風味とコクのある食

感が特徴。石臼挽きのそ

ば粉を主原料にしており、そ

ば本来の香りを楽しめま

す。生そば同様のコクのあ

る味わいが特徴です。

510円（551）
内容量 150g×3　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4970456200018

150035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、そば粉、小麦たんぱく、食塩

日本精麦

大麦麺
自然食である大麦と小麦

を1対 1で練り上げた素朴

な麺です。自然のままの色

と味わい、コシのある食感

をお楽しみください。食物

繊維も豊富です。

210円（227）
内容量 200g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4902152311019

150032

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦粉（国内産）、小麦粉（国内製造）、食塩

桜井食品

国内産ロングパスタ
北海道産の小麦と国内産の小麦グルテンで作りま

した。デュラム小麦のセモリナの原料で作られたス

パゲティと比較するとソフトな感じがお楽しみいただ

けます。和風パスタにぴったりです。

370円（400）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4960813240580

150036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉[小麦（北海道産）]、小麦グルテン（国内産）

桜井食品

国内産エルボパスタ
北海道産の小麦と国内産

の小麦グルテンで作りまし

た。デュラム小麦のセモリ

ナの原料で作られたマカロ

ニと比較するとソフトな感

じです。 サラダやグラタン、

スープなど様々な料理に

お使いください。

385円（416）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4960813240788

150037

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉［小麦（北海道産）]、小麦グルテン（国内産）

海
産
物
／
乾
物

恒食

ちりめん
瀬戸内海で水揚げされる

片口いわしの稚魚を、酸化

防止剤等を使用せずに天

日干しで仕上げました。食

べやすいサイズです。

400円（432）
内容量 35g　　入数 40　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895002173

110073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

片口いわし（瀬戸内海産）

恒食

かえり
瀬戸内海で水揚げされる

片口いわしの稚魚を、酸化

防止剤等を使用せずに天

日干しで仕上げました。ち

りめんといりこの中間のサ

イズです。

430円（464）
内容量 60g　　入数 40　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895002166

110072

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

片口いわし（瀬戸内海産）

恒食

煮干し
九十九島近海の海水を利

用しボイル処理 ・ 乾燥ま

で仕上げた、長崎産の煮

干しいりこです。良質な片

口いわしは出汁や佃煮、そ

のままでもお召し上がりい

ただけます。

380円（410）
内容量 90g　　入数 50　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895003422

110161

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

かたくちいわし（長崎産）

恒食

煮干粉
国内産の片口いわし、さ

ば、かつおを絶妙なバラン

スでブレンドしました。海の

恵みをそのまま料理のア

クセントとしてお使いいた

だけます。

370円（400）
内容量 130g　　入数 40　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895002142

110075

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

片口いわし、さば、かつお
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海
産
物
／
乾
物

道南伝統食品

がごめとろろ昆布
道南産の粘りがあるがご

め昆布を使用し、化学調

味料を使用しないで仕上

げました。すまし汁や麺

類、味噌汁などに加えても

一層、味が引き立ちます。

390円（421）
内容量 40g　　入数 30　　賞味 8ヶ月
JAN 4900378301272

160009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

天然真昆布、天然がごめ、醸造酢

菱和園

昆布茶（根昆布）
微粉末化した日高産天日干

し根昆布に、オホーツク海

から汲み上げた海水で作

った海水塩を少々加え、お

いしく仕上げました。砂糖、

化学調味料不使用。

500円（540）
内容量 50g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4961332003397

200106

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

根昆布粉末（日高産）、食塩（オホーツク海）

菱和園

梅昆布茶
微粉末化した日高産天日干

し根昆布に、紀州南高梅と

オホーツクの海水塩を加

え、おいしく仕上げました。

梅のほのかな酸味をお楽

しみください。砂糖、化学調

味料不使用。

500円（540）
内容量 40g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4961332003472

200107

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粉砕根昆布（日高産）、乾燥梅肉（和歌山産）、食塩（オホーツク海）

恒食

根昆布入りとろろ昆布
国内産の昆布を使用し、醸

造酢だけで仕上げました。

昆布本来の風味と味わい

を感じられ、豊富な栄養素

を手軽に摂取できます。

370円（400）
内容量 35g　　入数 40　　賞味 10ヶ月
JAN 4951895002210

110077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

昆布（北海道産）、根昆布（北海道産）、醸造酢

ヤマギシ

鳴門産生わかめ
本場鳴門で採集厳選した

極上生わかめです。新鮮

な海の香りをそのまま袋

につめました。流水で塩分

をよく洗い流してからお召

し上がりください。

220円（238）
内容量 100g　　入数 50　　賞味 3ヶ月
JAN 4967494000434

160010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

わかめ（鳴門産）、食塩

恒食

国内産ふのり
天然のふのりを手摘みで

採取し、天日乾燥させまし

た。豊富な栄養価と、歯ご

たえをお楽しみください。

370円（400）
内容量 15g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4951895002944

110114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ふのり（国産）

恒食

日高昆布
道東で人気の日高昆布を

使いやすいサイズにしまし

た。だしを取った後は佃煮

や煮物としても美味しく召

し上がれます。

480円（518）
内容量 50g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4951895003408

110158

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

日高昆布（北海道産みついし昆布）

恒食

早煮昆布
道東で採れた長昆布を使

用しています。 おでん、佃

煮、煮物などその他幅広く

ご使用いただける軟らか

い昆布です。

430円（464）
内容量 60g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4951895003392

110159

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

北海道産長昆布

恒食

刻み出し昆布
北海道道南で採れる真昆

布を使いやすくカットしまし

た。上品な甘味をもち清

澄なだしが取れます。 だし

を取った後は佃煮や塩昆

布に。

880円（950）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4951895002982

110120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

真昆布（北海道道南産）
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高木海藻店

熊本県天草産カットわかめ
熊本県天草の早春の海で

採れたわかめを食べやす

くカットしました。 ミネラル

を豊富に含んだ人気の海

藻です。

500円（540）
内容量 30g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4974601032288

160085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

湯通し塩蔵わかめ（熊本県天草）

高木海藻店

海藻サラダ
国産海藻のみを使用した

希少品。食物繊維たっぷ

り。5～10分水で戻してお

使いください。

330円（356）
内容量 12g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4974601012563

160012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

茎わかめ、とさか（白・赤・青）、ふのり、わかめ、昆布

高木海藻店

九州産長ひじき
天日干しひじきの茎の部

分を集めました。ふっくらと

した食感で食べごたえの

ある国産商品です。

540円（583）
内容量 34g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4974601012709

160013

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ひじき（国産）

高木海藻店

九州産米ひじき
米ひじきは芽ひじきとも呼

ばれ、一般に広く知られて

います。水で戻して色々な

アレンジが可能です。

580円（626）
内容量 40g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4974601032929

160084

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ひじき（国産）

恒食

青さのり粉
風味豊かな愛知県産のア

オサを使用しています。お

好み焼き、焼きそばなど

色々な料理のアクセントと

してご使用いただけます。

230円（248）
内容量 20g　　入数 40　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895002135

110078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アナアオサ（愛知県産）

恒食

国内産原木栽培干し椎茸
しっかりとした肉厚の九州

産原木栽培椎茸です。水で

ゆっくり戻すことにより、椎茸

特有の風味と食感を引き

出すことができます。

540円（583）
内容量 30g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4951895003071

110129

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しいたけ（九州産）

恒食

国内産スライス干し椎茸
しっかりとした肉厚の九州

産原木椎茸を使いやすく

スライスしました。

460円（497）
内容量 30g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4951895003088

110130

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しいたけ（九州産）

恒食

栃木県産無漂白かんぴょう
栃木県産の干瓢を無漂白

で仕上げています。少し黄

色みがかっておりますが、こ

れが本来の干瓢の色目に

なります。寿司、ちらし寿司の

具材、昆布巻きなど、幅広く

ご利用いただけます。

480円（518）
内容量 40g　　入数 100　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895002234

110079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ゆうがおの実（栃木県産）

信濃雪

こだわりの一品こうや豆腐
国産大豆と 「にがり」で作

りました。膨軟剤不使用の

歯応えのある食感が特徴

です。味が染み込みやす

い様に厚みを通常品の半

分にしました。

420円（454）
内容量 8枚入　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4973858001252

160024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆(国産 )(遺伝子組換えでない)／豆腐用凝固剤(塩化マグネシ

ウム(にがり))
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信濃雪

こだわり高野豆腐
国産大豆と 「にがり」で作

りました。膨軟剤不使用の

歯応えのある食感が特徴

です。湯戻し後、お好みの

大きさにカットしてご使

用ください。

500円（540）
内容量 6個入　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4973858001269

160025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆(国産 )(遺伝子組換えでない)／豆腐用凝固剤(塩化マグネシ

ウム(にがり))

文四郎麩

くるま麩
くるま麩は小麦蛋白質（グ

ルテン）が多く、煮くずれする

ことなく、煮れば煮るほどお

いしくなります。

490円（529）
内容量 85g　　入数 30　　賞味 10ヶ月
JAN 4976273201238

160026

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

グルテン（小麦蛋白質）、強力小麦粉、ふくらし粉（原料の一部に小麦

を含む）

ヤマシン

庄内板麩
全国でも珍しい板状の庄

内板麩です。みそ汁や煮

物、なべ物に簡単にご使

用いただけます。

430円（464）
内容量 10枚入　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4974430101018

160028

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、小麦グルテン／重曹

ヤマシン

庄内きざみ麩
生地を薄く延ばし焼き上

げ、使いやすくカットしまし

た。水に戻さず、みそ汁や

お吸い物等に手軽にご使

用いただけます。

250円（270）
内容量 50g　　入数 35　　賞味 1年
JAN 4974430103012

160029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、小麦グルテン／重曹

大山製麩所

まめ麩
まめ麩は山形県内陸地方

で作られている食材で、主

に汁物や煮物に使われま

す。

300円（324）
内容量 25g　　入数 50　　賞味 10ヶ月
JAN 4982203081030

160073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

グルテン（小麦蛋白質）、強力小麦粉、ふくらし粉（原料の一部に小麦

を含む）

金正食品

堅実選品 国産はるさめ
北海道産の馬鈴薯澱粉と

九州産の甘藷澱粉のみを

原料とした春雨。漂白剤や

増粘剤などの添加物は一

切使用しておりません。

250円（270）
内容量 100g　　入数 25　　賞味 2年
JAN 4972827205035

31150045

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

甘藷澱粉（国内製造）、馬鈴薯澱粉（国内製造）（遺伝子組換えでない）

北原産業

粉末寒天
水戻し不要で手軽にお菓

子作りやお料理に使える

粉末寒天。4gで角寒天約

1 本分に相当します。使い

やすい個包装。

270円（292）
内容量 4g×5　　入数 100　　賞味 2年
JAN 4971889100517

160075

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海藻（紅藻類（輸入））

北原産業

無漂白寒天
冬場の自然の寒さを利用し

て作られる信州角寒天で

す。海藻から作られる寒天

は、ローカロリーで食物繊

維豊富なヘルシー食材。

漂白剤不使用です。

365円（394）
内容量 2本　　入数 150　　賞味 2年
JAN 4971889120010

160031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

海藻（紅藻類（輸入、国産））

トレテス

乾燥粒こんにゃく 粒こんきらり
インドネシアに自生する

“ムカゴこんにゃく芋”で作

りました。お米と混ぜて炊く

だけでなく、湯戻し後ひき

肉にまぜてハンバーグや

餃子などに活用できるも

の魅力。

800円（864）
内容量 65g×5　　入数 50　　賞味 2年
JAN 4518568000050

160079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

タピオカでんぷん、こんにゃく粉、貝カルシウム／水酸化カルシウム（こ

んにゃく用凝固剤）、クエン酸
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乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

こだま食品

広島県産有機千切り大根
有機 JAS 認証。千切り状

に加工した乾燥大根です。

煮物やサラダ、和え物など

におすすめです。

300円（324）
内容量 40g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4972530990839

160094

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大根（広島県産）

こだま食品

広島県産有機たんざく大根
有機JAS 認証。たんざく状

に加工した乾燥大根です。

薄 切りにした独特 な 食

感をお楽しみください。

300円（324）
内容量 32g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4972530990846

160095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大根（広島県産）

こだま食品

広島県産有機割干し大根
有機 JAS 認証。太めの縦

割り状に加工した乾燥大

根です。甘酢漬け等にお

すすめです。

300円（324）
内容量 40g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4972530990853

160096

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大根（広島県産）

まるつね

せんぎり大根
やわらかく風味の良い、南

宮崎産の寒風天日干し大

根です。

230円（248）
内容量 30g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4562129463884

160077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

青首大根

吉良食品

乾燥野菜 九州産大根葉
熱湯で3～5分戻すだけ

で菜飯、味噌汁の具など

幅広く活用いただけます。

250円（270）
内容量 40g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4955974102389

160087

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大根葉（九州産）、ブドウ糖

吉良食品

乾燥野菜 九州産小松菜
熱湯で 3～5分戻すだけ

で和え物、味噌汁の具など

幅広く活用いただけます。

250円（270）
内容量 40g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4955974102396

160088

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小松菜（九州産）、ブドウ糖

吉良食品

乾燥野菜 九州産ほうれん草
熱湯で3～ 5分戻すだけ

でスープや味噌汁の具、グ

ラタンなど幅広く活用いた

だけます。

250円（270）
内容量 40g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4955974102419

160089

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ほうれん草（九州産）、ブドウ糖

吉良食品

乾燥野菜 九州産ねぎ
うどん、ラーメン、薬味など

幅広く活用いただけます。

250円（270）
内容量 10g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4955974102426

160090

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

青ねぎ（九州産）

トレテス

ゼンパスタ
湯戻し簡単！こんにゃくの

においが少ない乾燥しら

たきです。 １人前 3 個入り

食べきりサイズ。１パック約

180g にふくらみ満足感が

あります。

250円（270）
内容量 75g/3個入　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4518568000449

160086

水あめ、タピオカでんぷん、こんにゃく粉／水酸化カルシウム（こんに

ゃく用凝固剤）、クエン酸
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吉良食品

乾燥野菜 九州産ごぼう
九州産ごぼうを熱風乾燥

にて仕上げました。

250円（270）
内容量 35g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4955974102433

160092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ごぼう（九州産）、ブドウ糖

吉良食品

乾燥野菜 九州産人参
熱湯で 5分以上戻すだけ

でサラダ、味噌汁の具など

幅広く活用いただけます。

250円（270）
内容量 40g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4955974102440

160093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

人参（九州産）、ブドウ糖

吉良食品

乾燥野菜 九州産れんこん
熱湯で 6 分以上戻すだけ

で、炊き込みの具、すしの

具など幅広く活用いただけ

ます。

250円（270）
内容量 30g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4955974102457

160091

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

れんこん（九州産）、ブドウ糖

穀の蔵

乾燥 スライスにんにく
青森県で栽培した福地ホ

ワイト六片にんにく使用で

食べた後の臭いが気にな

りません。低温乾燥製造。

500円（540）
内容量 25g　　入数 50　　賞味 1年
JAN 4560231460975

160046

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にんにく（青森産）

三育フーズ

国産大豆ミートミンチ
国産大豆100％、ミンチタ

イプの大豆加工品です。お

肉のかわりに使える素材と

して、いろいろなお料理に

ご利用いただけます。

450円（486）
内容量 90g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200779

160049

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

脱脂大豆（大豆（国産））

恒食

タプロ８０
畑のお肉といわれる大豆

で作ったヘルシーな食品。

お肉のような歯応えがしま

すので、置き換えとして唐

揚げ、ナゲット等美味しく召

し上がれます。遺伝子組換

え原料不使用です。

420円（454）
内容量 130g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4951895000186

110080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

エンドウたんぱく、粉末状大豆たんぱく[遺伝子組換えでない]、食

物繊維[遺伝子組換えでない]、脱脂大豆[遺伝子組換えでない]、

でん粉（コーン[遺伝子組換えでない]）

三育フーズ

大豆たんぱくうす切り
大豆と小麦のたん白から

生まれたうす切りカットの

植物たん白食品です。お肉

のかわりに使える素材とし

て、お好みの味付けでいろ

いろなお料理にご利用い

ただけます。

335円（362）
内容量 90g　　入数 15　　賞味 18ヶ月
JAN 4974434200496

160050

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

分離大豆たん白粉、大豆粉、小麦たん白粉、でん粉（コーン）

三育フーズ

大豆たんぱく細切り
大豆と小麦のたん白から

生まれた細切りタイプの植

物たん白食品です。お肉の

かわりに使える素材として、

お好みの味付けでいろい

ろなお料理にご利用いた

だけます。

335円（362）
内容量 90g　　入数 15　　賞味 18ヶ月
JAN 4974434200502

160051

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

分離大豆たん白粉、大豆粉、小麦たん白粉、でん粉（コーン）

三育フーズ

大豆ミート ミンチタイプ

大豆をミンチ状に加工した

調理素材。 ひき肉の代用

として、ハンバーグや餃子、

タコスミートなど、和洋中の

様々なお料理の素材とし

てご利用いただけます。

265円（286）
内容量 130g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4974434200878

160099

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

脱脂大豆（大豆（アメリカ産））、植物油脂
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三育フーズ

グルテンミート
小麦たん白を主原料に、

本醸造醤油等で味付けし

ブロック状（かたまり状）に

加工した植物性たん白食

品です。

350円（378）
内容量 200g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200182

160057

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦たん白（国内製造）、しょうゆ(大豆を含む）、塩、昆布エキス、大

豆油、砂糖、植物たん白酵素分解物、酵母エキス

三育フーズ

グルテンバーガー
小麦と大豆たん白に、本醸

造醤油、植物油脂等を加

え、ひき肉状に加工した植

物性たん白食品です。ひき

肉の代用としてご使用いた

だけます。

330円（356）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200137
5

160100

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦たん白（国内製造）、大豆たん白、大豆油、小麦でん粉、しょうゆ、

植物たん白酵素分解物、塩、酵母エキス、砂糖、昆布末

三育フーズ

リンケッツ
大豆たん白を主原料に、

卵白を加えウインナーソー

セージ風に加工しました。

（サイズは約4.5cm）

350円（378）
内容量 160g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200144

160098

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

なたね油（国内製造）、繊維状大豆たん白、粉末状大豆たん白、卵白

粉（卵を含む）、植物性粉末ブイヨン（小麦を含む）、塩、砂糖、植物た

ん白酵素分解物、香辛料／紅麹色素、レシチン、香料

三育フーズ

リンケッツ
大豆たん白を主原料に、

卵白を加えウインナーソー

セージ風に加工しました。

（サイズは約10.5cm）

660円（713）
内容量 400g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200212

160062

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

なたね油（国内製造）、繊維状大豆たん白、粉末状大豆たん白、卵白

粉（卵を含む）、植物性粉末ブイヨン（小麦を含む）、塩、砂糖、植物た

ん白酵素分解物、香辛料／紅麹色素、レシチン、香料

三育フーズ

リンケッツライト
大豆たん白を主原料に、卵

白、こんにゃく粉等を加えウ

インナーソーセージ風に

加工しました。リンケッツと

比べて30％カロリーオフ、

ノンコレステロール。

350円（378）
内容量 160g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200151

160097

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

繊維状大豆たん白（国内製造）、なたね油、こんにゃく粉、粉末状大

豆たん白、卵白粉（卵を含む）、塩、砂糖、植物たん白酵素分解物（小

麦を含む）、植物性粉末ブイヨン、香辛料／紅麹色素、レシチン、香料

三育フーズ

大豆のハム
大豆たん白を主原料に、卵

白を加えてハム風に加工し

ました。動物油脂、肉エキ

ス、肉フレーバー、保存料、

化学調味料は使用しており

ません。

890円（961）
内容量 400g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434200403

160064

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粒状大豆たん白（国内製造）、植物油脂、粉末状大豆たん白、卵白粉

（卵を含む）、砂糖、塩、植物たん白酵素分解物、植物性粉末ブイヨン

(小麦を含む)、香辛料、レモン果汁末／香料、紅麹色素

三育フーズ

大豆ローフ リッチテイスト

大豆たん白を主原料に、卵

白を加えてミートローフ風に

加工しました。動物油脂、肉

エキス、肉フレーバーなど

は使用しておりません。

950円（1,026）
内容量 400g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434200243

160065

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

繊維状大豆たん白（国内製造）、植物油、粉末状大豆たん白、植物性

粉末ブイヨン、卵白粉（卵を含む）、砂糖、小麦たん白、植物たん白酵

素分解物、でん粉、香辛料／紅麹色素

三育フーズ

ベジツナ
大豆をツナ風に加工しフレ

ーク状に仕上げた植物た

ん白食品です。サラダ、サン

ドイッチ、巻き寿司などにご

利用いただけます。ノンコレ

ステロール。

320円（346）
内容量 90g　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4974434200359

160066

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粒状大豆たん白（国内製造）、植物油脂、粉末状大豆たん白、植物性

粉末ブイヨン（小麦を含む）、香辛料、砂糖、塩



069

お
菓
子

恒食

玄米黒胡麻せんべい
玄米に栄養豊富な黒胡麻

をたっぷりと混ぜ合せ丹念

に焼き上げ、本醸造醤油

で作った秘伝のたれで味

をつけました。

300円（324）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895003323

110147

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち玄米（国産）、ごま、しょうゆ（小麦・大豆（遺伝子組替えでない）

を含む）、玄米水飴、馬れいしょ澱粉

恒食

玄米白胡麻せんべい
ヘルシーな玄米と白胡麻

の味わいがあとをひくせん

べいです。胡麻の風味と醤

油ダレが絶妙です。

300円（324）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895003316

110148

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち玄米（国産）、ごま、しょうゆ（小麦・大豆（遺伝子組替えでない）

を含む）、玄米水飴、馬れいしょ澱粉

恒食

玄米若布昆布せんべい
玄米と磯の風味豊かな若

布・昆布のハーモニー。 本

醸造醤油で作ったたれで

味をつけました。

300円（324）
内容量 90g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895003330

110149

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち玄米（国産）、若布、昆布、しょうゆ（小麦・大豆（遺伝子組替

えでない）を含む）、玄米水飴、馬れいしょ澱粉

恒食

大判草加せん 醤油
国産のひとめぼれ米をそ

のまま蒸して生地をつくり、

独自の火加減で丹念に焼

き上げました。お米の風味

豊かな昔ながらの草加せ

んべいです。

480円（518）
内容量 10枚　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895000391

110086

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、本醸造醤油（小麦・大豆を含む）、玄米水飴、馬鈴

薯澱粉

恒食

大判草加せん ごま
国産のひとめぼれ米に栄

養豊富な黒胡麻を混ぜ合

せ、独自の火加減で丹念

に焼き上げました。お米と

胡麻の風味を楽しめる草

加せんべいです。

480円（518）
内容量 10枚　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895000407

110087

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、ごま、本醸造醤油（小麦・大豆を含む）、玄米水飴、

馬鈴薯澱粉

恒食

一口草加せん 醤油
国産のひとめぼれ米を使

用した、お米の風味豊かな

一口サイズの草加せんべ

いです。

540円（583）
内容量 30枚　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895000704

110088

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、本醸造醤油（小麦・大豆を含む）、玄米水飴、馬鈴

薯澱粉

恒食

一口草加せん ごま
国産のひとめぼれ米を使

用した、お米と胡麻の風味

を楽しめる一口サイズの

草加せんべいです。

540円（583）
内容量 30枚　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4951895000711

110089

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、ごま、本醸造醤油（小麦・大豆を含む）、玄米水飴、

馬鈴薯澱粉

恒食

落花ロール
国産小麦粉と千葉県産落

花生を使用し、さっくりと焼

き上げた甘さ控えめのロ

ール菓子です。

248円（268）
内容量 10本　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895001503

110090

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、砂糖（てんさい糖）、落花生、鶏卵、マーガリン（乳

成分・大豆を含む）／膨張剤

恒食

胡麻ロール
国産小麦粉と上質の胡麻

を使用し、カリッと香ばしく

焼き上げた甘さ控えめの

ロール菓子です。

248円（268）
内容量 10本　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4951895001497

110091

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、砂糖（てんさい糖）、黒胡麻、鶏卵、マーガリン（乳

成分・大豆を含む）／膨張剤
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サンコー

英字ビスケット
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に牛乳で練った生

地を、かわいい英字の形

に焼き上げました。じっくり

発酵させたサクサク食感

のビスケットです。

210円（227）
内容量 70g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728905529

180015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳、ショートニング、コーン

スターチ（とうもろこし：遺伝子組換えでない）、食塩、イースト／膨

張剤（重曹、重炭酸アンモニウム）

サンコー

ミレービスケット
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に焼き上げた生地

を、植物油でカラッと揚げ

ました。甘辛味で香ばしい

ビスケットです。

290円（313）
内容量 165g　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906137

180118

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（米油、パーム油）、砂糖（三温糖）、

ショートニング、ぶどう糖、食塩／膨張剤（重曹、重炭酸アンモニウム）

サンコー

ミレービスケット ノンフライ
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地を焼き上げ

た、ほんのり甘いビスケット

です。 ノンフライタイプのミ

レービスケット。

220円（238）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908353

180407

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、ショートニング、ぶどう糖、食

塩／膨張剤（重曹、重炭酸アンモニウム）

サンコー

胚芽ビスケット
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地に小麦胚芽

を練り込み、甘さをおさえ香

ばしく焼き上げたビスケット

です。

280円（302）
内容量 170g　　入数 16　　賞味 7ヶ月
JAN 4973728909060

180538

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、植物油脂（パーム油）、

加糖れん乳、小麦胚芽、食塩／膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

恒食

豆乳くずもち
国産大豆使用の豆乳と吉

野本葛粉を使用したくずも

ちです。のど越しの良い食

感に仕上げています。黒み

つ・きな粉の原材料は、全

て国産を使用。食べ切りパ

ック仕様です。

700円（756）
内容量 2枚入　　入数 10　　賞味 2ヶ月
JAN 4951895002784

110094

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

［もち］砂糖、豆乳（大豆を含む）、くず粉／増粘剤（加工デンプン）　

［みつ］黒みつ（水飴、黒糖）　［きな粉］大豆（国産）

恒食

豆乳わらびもち
国産大豆使用の豆乳と国

産本わらび粉を使用した

わらびもちです。のど越し

の良い食感に仕上げてい

ます。黒みつ・きな粉の原

材料は、全て国産を使用。

食べ切りパック仕様です。

700円（756）
内容量 2枚入　　入数 10　　賞味 2ヶ月
JAN 4951895002791

110095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

［もち］砂糖、豆乳（大豆を含む）、わらび粉／増粘剤（加工デンプン）　

［みつ］黒みつ（水飴、黒糖）　［きな粉］大豆（国産）

恒食

黒糖ふ菓子
北海道産小麦、沖縄産黒

糖を100％使用、サクッと

軽い口あたりが職人自慢

のふ菓子です。膨張剤不

使用。便利な個包装です。

381円（411）
内容量 20本　　入数 10　　賞味 3ヶ月
JAN 4951895002715

110093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒糖（国産）、小麦たん白（国産）、小麦粉（国産）

サンコー

胚芽スティック
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地に小麦胚

芽を練り込み、甘さをおさ

え香ばしく焼き上げた、ステ

ィックタイプのビスケット。

280円（302）
内容量 180g　　入数 16　　賞味 7ヶ月
JAN 4973728850393

180088

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、砂糖（てん菜（国産））、

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、小麦胚芽、ホエイパウダー（乳成分

を含む）、食塩／膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

サンコー

ミルクスティック
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地に、水を使

わず牛乳だけで練り上げ

たまろやかな甘さのスティ

ックタイプのビスケットです。

270円（292）
内容量 100g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728908254

180395

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳（生乳（国産））、植物油脂

（パーム油）、ショートニング、バター（生乳（国産））、加糖脱脂れん乳、

小麦胚芽、全粉乳、食塩／膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）
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サンコー

野菜スティック
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地に、7 種類

の野菜を入れたスティック

タイプのビスケットです。

270円（292）
内容量 120g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728906069

180122

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショートニング、砂糖（て

ん菜（国産））、乾燥野菜（玉ネギ、ネギ、赤ピーマン、ホウレンソウ、ニ

ンジン、キャベツ）、トマト粉末、食塩、麦芽エキス（小麦を含む）、イース

ト／膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

サンコー

ひじきスティック
国産小麦由来の小麦粉を

主原料の生地にひじきを

練り込み､スティックタイプ

のビスケットに仕上げまし

た。

270円（292）
内容量 115g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728906076

180095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、植物油脂（パーム油）、ショー

トニング、加糖脱脂れん乳、昆布パウダー、食塩、ひじき、全粉乳／膨

張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

サンコー

カル鉄スティック ココア味
国産小麦由来の小麦粉を

主原料の生地にカルシウ

ム・ 鉄分たっぷりのココア

味のスティックタイプビスケ

ットです。

270円（292）
内容量 115g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728906083

180033

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、植物油脂（パーム油）、シ

ョートニング、ココア、加糖脱脂れん乳、バター、全粉乳、澱粉（タピオ

カ）、麦芽エキス（小麦を含む）、食塩／貝殻未焼成カルシウム、膨張剤

（重炭酸アンモニウム、重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム

サンコー

発芽玄米ブランのサンド
カルシウム・鉄分たっぷり！

食物繊維豊富な小麦ふす

ま（ブラン）と粗挽き焙煎発

芽玄米を練り込んだ香ば

しいビスケットで、ミルク風

味のクリームをサンドしま

した。

260円（281）
内容量 9枚　　入数 15　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728907578

180297

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、乳糖、ショートニング、砂糖（てん菜（国産））、小麦ふす

ま（小麦（国産））、全粉乳、植物油脂（パーム油）、オーツ麦、粗挽き焙煎発芽

玄米（玄米（国産））、麦芽エキス（小麦を含む）、食塩／貝殻未焼成カルシウム、

膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム、乳化剤

サンコー

畑のクラッカー
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に、5 種類の乾燥

野菜（玉ネギ、ネギ、赤ピー

マン、ニンジン、キャベツ）を

生地に練り込んで焼き上

げました。

250円（270）
内容量 135g　　入数 15　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728906090

180091

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショートニング、乾燥野

菜（玉ネギ、ネギ、赤ピーマン、ニンジン、キャベツ）、食塩、イースト／膨

張剤（重曹）

サンコー

全粒粉クラッカー
国産小麦由来の小麦粉を

主原料の生地に小麦全粒

粉を加え、プレーンタイプ

のクラッカーに焼き上げま

した。 さっぱり塩味です。

250円（270）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728906106

180073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショートニング、小麦全

粒粉（小麦（国産））、食塩、小麦胚芽、麦芽エキス（小麦を含む）、砂糖

（てん菜（国産））、イースト／膨張剤（重曹）

サンコー

あずきなクラッカー
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地に北海道

産小豆由来の粉末あんを

練り込みました。 サクサク

おいしいクラッカーの食感

とほのかに香る小豆の風

味をお楽しみください。

280円（302）
内容量 130g　　入数 16　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728907318

180005

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、砂糖（てん菜（国産））、

粉末小豆あん（小豆（北海道産））、加糖れん乳、食塩、麦芽粉末／膨

張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）、酵素

サンコー

クリームサンドクラッカー メープル風味

鉄分・カルシウムたっぷり！

小麦全粒粉入りの歯応え

のよいクラッカーで、ほん

のりとした甘みのメープル

風味クリームをサンドしま

した。

340円（367）
内容量 95g　　入数 15　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728908261

180396

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、ショートニング、乳糖、砂糖（てん菜（国産））、

植物油脂（パーム油）、小麦全粒粉、メープルシュガー、麦芽エキス（小

麦を含む）、食塩／貝殻未焼成カルシウム、膨張剤（重炭酸アンモニ

ウム、重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム、乳化剤

サンコー

玄米雑穀クラッカー
5 種類の雑穀でクラッカー

に仕上げました。サクッカ

リッとした食感や雑穀の香

ばしい香りをお楽しみくだ

さい。スープやサラダ、カナ

ッペ、デザートにトッピング

するのもおすすめです。

280円（302）
内容量 30g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4973728909114

180535

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち玄米（国産）、大麦（国産）、黒米（国産）、キヌア、もちきび（国産）
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かぼちゃサブレ
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に北海道産かぼち

ゃ粉末、カルシウム分を加

え、ワッフル風に焼き上げ

ました。ほんのり甘いサブ

レです。

200円（216）
内容量 6枚　　入数 15　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906809

180030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、マーガリン（卵・乳成

分を含む）、鶏卵、加糖れん乳、かぼちゃ粉末（かぼちゃ（北海道産））、

食塩／貝殻未焼成カルシウム、膨張剤（重曹）

サンコー

7 大アレルゲン原料を使わない米粉のおやつ
秋田県産米由来の米粉を

主原料に有機原料を加え

て焼き上げた、噛み応えの

あるビスケットです。 砂糖・

膨張剤を使用しておらず、

今までにない堅さに仕上

げました。

240円（259）
内容量 6個　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728909015

180497

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米粉（米（秋田県産））、有機メープルシュガー、有機ショートニング、

アーモンドパウダー、食塩（海水（国産））

サンコー

胡麻ゴーフレット
国産小麦由来の小麦粉を主原料に、サクッと薄焼き

に仕上げた生地で胡麻風味いっぱいのクリームを

サンドしました。

320円（346）
内容量 8枚　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728904249

180069

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖・てん菜糖）、鶏卵、牛乳、ショー

トニング、バター（乳成分を含む）、ねり胡麻、すり胡麻、食塩／ベーキ

ングパウダー、乳化剤

サンコー

きな粉ウエハース
国産原料由来の玄米粉を

加えた小麦粉が主原料の

生地に、国産大豆由来の

きな粉を使用したクリーム

をサンドしました。きな粉の

香りと玄米のほどよい歯ざ

わりが楽しいウエハース。

230円（248）
内容量 30個　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905543

180035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、ショートニング、砂糖（さとうきび（鹿児島県産））、

きな粉（大豆（国産））、澱粉、玄米粉、植物油脂（パーム油）、麦芽エキス

粉末

サンコー

カルシウムウエハース３００
現代人に不足しがちなカ

ルシウムが 1 枚に 標 準

300mg 含まれています。

甘さ控えめなウエハース

です。

260円（281）
内容量 12枚　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728901040

180032

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、ショートニング、砂糖（さとうきび（国産））、澱粉、

小麦胚芽、ホエイパウダー（乳成分を含む）、脱脂粉乳、植物油脂（パー

ム油）、全粉乳（乳成分を含む）／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）

サンコー

赤ちゃんせんべい
七分づき米（うるち米）を主

原料に軽く仕上げた、口溶

けのよい乳幼児向けのや

さしいおせんべいです。

270円（292）
内容量 25g(14枚)　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728850386

180003

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、砂糖（てん菜（国産））、食塩、はとむぎ粉末

サンコー

小魚せんべいノンフライ
国産原料由来の馬鈴薯で

ん粉を主原料とした生地

に片口いわし粉末を練り

込んでパリっと焼き上げ、

醤油ベースのタレでさっぱ

り味付けしたせんべい。

230円（248）
内容量 60g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905680

180064

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、醤油（小麦を含む）、片口いわし粉末、

みりん、えび、胡麻（黒いりごま・白すりごま）、食塩、砂糖（粗糖）、ア

オサ

サンコー

えびまるせん
膨張剤不使用。国産馬鈴

薯由来のでん粉を主原料

にえび・ いかを練り込み、

オキアミ ・アオサを振り掛

けた生地をフライし、さっぱ

りと塩で味付けしました。

240円（259）
内容量 50g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907707

180308

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、えび、オキアミ、いか、

食塩、アオサ、砂糖（粗糖）

サンコー

荒挽きえびせん
国産馬鈴薯由来のでん粉

を主原料とした生地に荒

挽きえび 30％（生換算）を

練り込んでフライし、さっぱ

りと塩で味付けしました。

えびの旨味がお口の中に

広がります。

220円（238）
内容量 50g　　入数 15　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728908827

180473

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、乾燥えび、えび、砂

糖（粗糖）、食塩、白すりごま／ベニコウジ色素、パプリカ色素
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お米でつくったパフスナック ソース味
国産うるち米をかる～くパ

フに仕上げ、国産有機野

菜・ 果実使用の光食品の

「ウスターソース」で味付け

したノンフライスナックで

す。 お米のやさしい味わい

とソースの風味をお楽しみ

ください。

180円（194）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908780

180454

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、ウスターソース[有機野菜・果実（たまねぎ・トマト・

みかん・にんにく、にんじん）、醸造酢（米酢）、糖類（砂糖、有機糖み

つ）、食塩、香辛料]、砂糖（てん菜糖）、植物油脂（パーム油）、水飴

サンコー

小魚スナック
膨張剤不使用。 国産馬鈴

薯由来のでん粉を主原料

とした生地に小魚（片口い

わし）粉末を練り込んでサ

クッとフライし、醤油ベース

のタレでさっぱりと味付け

したスナックです。

240円（259）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907325

180063

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、醤油（小麦を含む）、

えび、みりん、片口いわし粉末、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま、

黒いりごま）、アオサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽

サンコー

野菜スナック
膨張剤不使用。国産馬鈴

薯でん粉を主原料とした生

地に6種類の野菜（にんじ

ん ・ キャベツ・玉ネギ ・ネ

ギ ・ほうれん草・パセリ）を

練り込んで、サクッとフライ

し、さっぱりと塩で味付けま

した。

240円（259）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905697

180123

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、乾燥野菜（にんじ

ん、キャベツ、玉ネギ、ネギ、ほうれん草、パセリ）、胡麻（黒いりごま・

白すりごま）、砂糖（粗糖）、食塩、アオサ

サンコー

紫いもチップ
国産馬鈴薯由来のでん粉

を主原料とした生地にさつ

ま芋ペーストと紫さつま芋

粉末を練り込んで、サクッと

フライしたスナックです。

230円（248）
内容量 50g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728903426

180120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、さつま芋ペースト（さつま芋（国産））、

植物油脂（パーム油、米油）、紫さつま芋粉末（紫さつま芋（国産））、

砂糖（三温糖）、食塩

サンコー

畑のスナック カレー味
かぼちゃ、ほんれん草、に

んじんが入った、国産小麦

由来の小麦粉が主原料の

生地をカリッとフライし、お

子様が大好きなカレーの

味付をしたスナックです。

230円（248）
内容量 55g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4973728905727

180092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油、米油）、馬鈴薯でん粉（馬

鈴薯（国産））、甘藷でん粉、カレー粉、かぼちゃパウダー、ほうれん草

パウダー、にんじんパウダー、酵母エキス、砂糖（てん菜（国産））、食

塩、玉ねぎパウダー

サンコー

カリポテスナック
マッシュポテトを主原料に

かわいい魚の形に仕上げ

た、あっさり塩味のカルシ

ウム豊富なスナックです。

カリカリッとした食感をお楽

しみください。

220円（238）
内容量 50g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905062

180031

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乾燥マッシュポテト（ドイツ製造）、植物油脂（米油）、小麦粉（小麦（国産））、

コーンスターチ、砂糖（三温糖）、食塩、オニオンパウダー、鰹節エキス（小

麦を含む）、昆布エキス、椎茸エキス／貝殻未焼成カルシウム

サンコー

ポテトチップス しお味
厳選した国産じゃがいもの

おいしさを引き立たせるた

め、あっさり塩味で仕上げ

ました。 化学調味料を使

わず、そのままの美味しさ

をお届けします。

180円（194）
内容量 60g　　入数 16　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728909145

180534

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

じゃがいも（国産、遺伝子組換えでない）、植物油脂（米油、パーム油）、

食塩

サンコー

とうもろこしでつくったパフスナック 塩味
北海道産とうもろこしから

つくられたグリッツをかる～

くパフに仕上げ、北海道産

昆布の粉末を加えた塩味

のノンフライスナックです。

200円（216）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728909107

180536

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

コーングリッツ（とうもろこし（北海道産））、植物油脂（パーム油）、砂

糖（てん菜（国産））、食塩、焼昆布粉末（昆布（北海道産））

サンコー

ねじりん棒
国産小麦由来の小麦粉を

使用した生地を植物油で

カラッと揚げました。 ユニ

ークな形と軽い口当たりは

どなたにも喜ばれます。

200円（216）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905864

180084

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、甘藷でん粉、植物油脂（パーム油、米油）、食塩

／ベーキングパウダー
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サンコー

ねじりん棒カレー味
国産小麦由来の小麦粉を

使用した生地を植物油で

カラッと揚げました。ユニ

ークな形と軽い口当たりは

どなたにも喜ばれます。 さ

っぱりとしたカレー味で仕

上げました。

230円（248）
内容量 85g　　入数 15　　賞味 3ヶ月
JAN 4973728906830

180085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、甘藷でん粉、植物油脂（パーム油、米油）、カレ

ー粉、砂糖（てん菜（国産））、酵母エキス、食塩、玉ねぎパウダー／ベ

ーキングパウダー

サンコー

ねじりん棒ミニパック
国産小麦由来の小麦粉を

使用した生地を植物油で

カラッと揚げました。ユニ

ークな形と軽い口当たりは

どなたにも喜ばれます。 ね

じりん棒のミニパックです。

75円（81）
内容量 15g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728908285

180405

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、甘藷でん粉、植物油脂（パーム油、米油）、食塩

／ベーキングパウダー

サンコー

芋けんぴ
鹿児島県さつまいもの黄

金千貫を細長くカットし、植

物油でカリッとフライした後

に、粗糖で味付けしました。

220円（238）
内容量 90g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728906397

180011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

さつまいも（鹿児島県産）、砂糖（粗糖）、植物油脂（米油）

サンコー

黒ごまかりん糖
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に黒ごまを加えた

黒砂糖風味も豊かなかり

んとうです。

200円（216）
内容量 135g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728906427

180042

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、黒砂糖、植物油脂（パーム油）、砂糖（てん菜（国

産））、黒いりごま、イースト

サンコー

牛乳かりんとう
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に信州の牛乳だけ

で練り上げた、まろやかな

風味のかりんとうです。

250円（270）
内容量 125g　　入数 15　　賞味 3ヶ月
JAN 4973728880253

180036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、牛乳（生乳（長野県産））、

植物油脂（米油）、加糖れん乳、水飴、イースト、食塩

サンコー

はとむぎおこし
ポップさせたはとむぎと玄

米を、黒糖風味の糖蜜で

固めて、サクッとした歯応え

のおこしにしました。

280円（302）
内容量 10枚　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905802

180093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（国内製造）、玄米（国産）、黒砂糖、麦芽糖、砂糖（てん菜含蜜糖）、

はとむぎ、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

サンコー

玄米おこし
ポップさせた玄米を、黒糖

風味の糖蜜で固めて、サク

ッとした歯応えのおこしに

しました。

280円（302）
内容量 10枚　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905819

180046

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（国内製造）、玄米（国産）、黒砂糖、麦芽糖、砂糖（てん菜含蜜糖）、

落花生、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

サンコー

磯辺巻
国産のもち米100％の生

地を焼き上げ、たまり醤油

で味付けをし、国産焼海苔

で巻いたあられです。

250円（270）
内容量 40g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728908117

180384

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国産）、たまり醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜糖）、海苔、馬

鈴薯でん粉（馬鈴薯：遺伝子組換えでない）、水飴、濃縮だし（昆布、

鰹節、食塩）

サンコー

柿ピー
国産のもち米を醤油で味

付けしたあられと、香ばし

いピーナツを程よくミックス

しました。

350円（378）
内容量 105g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728908063

180342

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

柿種（もち米（国産）、醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜（国産）、唐辛

子）（国内製造）、味付ピーナツ（落花生、植物油脂（パーム油）、食塩）
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根昆布あられ
国産もち米の生地を香ば

しく焼き上げ、北海道産昆

布由来の根昆布粉末を使

用したタレで仕上げまし

た。 根昆布風味のあられ

です。

250円（270）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728908674

180437

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国産）、醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜（国産））、昆布エキ

ス粉末、根昆布粉末（昆布（北海道産））

サンコー

ひじきあられ
三重県産もち米主体の生

地に国産ひじきを練り込

み焼き上げました。

230円（248）
内容量 55g　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728908131

180380

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（三重県産）、植物油脂（パーム油）、乾燥ひじき（ひじき（国

産））、食塩

サンコー

ごま入り味付けいりこ
瀬戸内産のいりこにさっぱ

りと三温糖で味付けしまし

た。

320円（346）
内容量 2.5g×12　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728908278

180397

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

片口いわし（瀬戸内海産）、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

サンコー

おしゃぶりこんぶ
北海道産の昆布を使用し、

昆布本来の味を損なわな

いように、かつお味をベー

スに味付けし、レモン風味

を加えました。 お子さまの

おやつ、ビールのおつまみ、

お茶うけにと幅広くご利用

いただけます。

320円（346）
内容量 30g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728906403

180024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

昆布（北海道産）、醸造酢、かつおぶしエキス、濃縮レモン果汁、みりん、

酵母エキス、食塩

サンコー

のど飴
のどすっきり花梨入りの

のど飴です。携帯にも便

利なチャック付きの小袋

サイズ。

130円（140）
内容量 34g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4973728907981

180086

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、水飴、蜂蜜、カリンエキス、ケイヒエキス、カンゾウエ

キス／香料（メントール）、ビタミン C

サンコー

包み黒糖飴
カリッと噛める飴の中には

沖縄県産の黒糖がいっぱ

いです。

250円（270）
内容量 95g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4973728905796

180078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（さとうきび（国産））、黒糖（さとうきび（沖縄県産））、水飴（国

内製造）

サンコー

ミルクキャラメル
ミルク風味の美味しさに、

三温糖を加えてフレッシュ

アップしたひとくちサイズの

キャラメルです。

320円（346）
内容量 180g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728890054

180116

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニング、食塩

／乳化剤

サンコー

珈琲キャラメル
ミルク風味のキャラメル生

地に、香り高い有機珈琲を

加え、甘さ控えめに仕上げ

ました。ひとくちサイズのキ

ャラメルです。

320円（346）
内容量 140g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728906496

180049

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニング、有機

インスタントコーヒー、食塩／乳化剤

サンコー

アーモンドキャラメル
ミルク風味のキャラメル生

地に、アーモンド(粒・粉末 )

を加え、ひとくちサイズのキ

ャラメルに仕上げました。

香ばしいアーモンドの風味

をお楽しみください。

300円（324）
内容量 165g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728907370

180001

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニング、アー

モンド、アーモンド粉末、食塩／乳化剤
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ミントガム
お口に広がるさわやかなペ

パーミントでリフレッシュ。

お出かけの時にポケットに

おひとつどうぞ。

150円（162）
内容量 10粒　　入数 15　　賞味 -
JAN 4973728900487

180119

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、水飴、コーンスターチ／ガムベース、香料

  15 個単位で販売  

サンコー

りんごガム
噛んだ瞬間、お口の中にさ

わやかなりんごの風味が

広がる、程よい甘さの小粒

なガムです。

150円（162）
内容量 10粒　　入数 15　　賞味 -
JAN 4973728907400

180127

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、水飴、濃縮りんご果汁、コーンスターチ／ガム

ベース、酸味料（クエン酸）、香料

  15 個単位で販売  

サンコー

のどガム
ハーブエキスとカリンエキ

スを入れ柚子風味に仕上

げた小粒なガムです。

150円（162）
内容量 10粒　　入数 15　　賞味 -
JAN 4973728903822

180087

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、水飴、ハーブエキス、カリンエキス、コーンスターチ

／ガムベース、香料、酸味料（クエン酸）

  15 個単位で販売  

サンコー

ミニバウムクーヘン
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に、しっとりふっくらと

焼き上げました。 食べやす

いサイズの、甘さ控えめな

バウムクーヘンです。

360円（389）
内容量 6個　　入数 12　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728907783

180331

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖（てん菜（国産））、小麦粉（小麦（国産））、マーガリ

ン（乳成分を含む）、コーンスターチ、植物油脂、水飴、クリーム（乳成

分を含む）、食塩／乳化剤、膨張剤

サンコー

バウムクーヘン
甘さ控えめにしっとりふっく

らと焼き上げました。厚さ

5cmにカットしたホームサイ

ズでご家族のお茶のひとと

きにピッタリ。

520円（562）
内容量 1個　　入数 8　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728906175

180090

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖（三温糖）、小麦粉（小麦（国産））、マーガリン（乳

成分を含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、水飴、食

塩／乳化剤、膨張剤

サンコー

コーヒーバウムクーヘン
しっとり焼き上げたほのかな

コーヒー風味のバウムクー

ヘンです。厚さ5cmにカット

したホームサイズです。

520円（562）
内容量 1個　　入数 8　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728906182

180048

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖（三温糖）、小麦粉（小麦（国産））、マーガリン（乳成

分を含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、水飴、インス

タントコーヒー、食塩／乳化剤、膨張剤

サンコー

カップケーキ
国産小麦由来の小麦粉を

主原料にしっとり焼き上げ

た、ほどよい甘さのカップケ

ーキです。

320円（346）
内容量 8個　　入数 12　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728906205

180029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、鶏卵、砂糖（三温糖）、マーガリン（乳成分を

含む）、米飴／膨張剤（重曹）

サンコー

豆乳どーなっつ
国産大豆使用の豆乳を加えた、国産小麦由来の小

麦粉が主原料の生地を植物油脂で揚げ、糖蜜をか

けました。もっちりした食感のドーナツです。

200円（216）
内容量 72g　　入数 12　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728907547

180080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、植物油脂（パーム油）、

豆乳（大豆（国産））、脱脂粉乳、水飴、食塩／ベーキングパウダー

サンコー

おやつカステラ
いろいろな形があるので、

見た目も楽しいカステラで

す。国産小麦由来の小麦

粉を主原料に、ほんのり甘

く、ふっくら焼き上げました。

260円（281）
内容量 130g　　入数 15　　賞味 2ヶ月
JAN 4973728906366

180025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、鶏卵、植物油脂（パーム油）、

米飴／膨張剤（重曹）
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小倉ようかん
北海道産の小豆とてん菜

糖を使用した羊羹です。

食べやすい小さめの袋に

入れたタイプです。

130円（140）
内容量 58g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4973728906748

180023

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、生餡、小豆、水飴、寒天

サンコー

ミニどら焼
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に焼き上げた皮で、

北海道産小豆で作った餡

をはさみ込みました。

300円（324）
内容量 6個　　入数 15　　賞味 70日
JAN 4973728905765

180112

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、小麦粉（小麦（国産））、鶏卵、小豆、水飴、植物

油脂（米油）、米飴／膨張剤（重曹）

サンコー

くるみ餅
国産もち米由来のもち粉

を使用した生地に、国産の

くるみを練り込みました。

ほどよい甘さがくるみの風

味によく合います。

300円（324）
内容量 100g　　入数 15　　賞味 3ヶ月
JAN 4973728908315

180401

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、水飴、もち粉（もち米（国産））、くるみ（国産）、

粉末オブラート（でん粉）、コーンスターチ、醤油（小麦を含む）、食塩

サンコー

玄米パフのクランチチョコレート
国産玄米を使用した焙煎

パフとクーベルチュールチ

ョコレートを混ぜ合わせて

仕上げました。 香ばしい風

味のクランチチョコです。

遺伝子組み換え原料不使

用。 無香料・無着色。

260円（281）
内容量 10個　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908896

180474

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、玄米パフ（うるち玄米（国産））、カカオマス、コ

コアバター、全粉乳（乳成分を含む）／乳化剤

サンコー

もものドリンク
国産濃縮もも果汁を 30％

(生果汁換算)使用した、無

香料、無着色のドリンクで

す。白桃使用。

300円（324）
内容量 90ml×5　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908971

180501

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、濃縮もも果汁（もも（国産））／酸味料（クエ

ン酸）

サンコー

ぶどうのドリンク
国産濃縮ぶどう果汁を 30

％(生果汁換算)使用した、

無香料、無着色のドリンク

です。

300円（324）
内容量 90ml×5　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908247

180371

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、濃縮ぶどう果汁（ぶどう（国産））／酸味料（ク

エン酸）

サンコー

みかんのドリンク
国産濃縮みかん果汁を 50

％(生果汁換算)使用した、

無香料、無着色のドリンク

です。

300円（324）
内容量 90ml×5　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908223

180369

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、濃縮みかん果汁（みかん（国産））／酸味料（ク

エン酸）

サンコー

くだものと野菜のスティックゼリー
無香料・無着色。国産原

料由来の濃縮果汁・濃縮

野菜汁を使用したスティッ

クタイプのゼリー。2 種類

（ぶどう味・みかん味）の味

をお楽しみください。 凍っ

たままお弁当に添えるのも

おすすめです。

320円（346）
内容量 16g×12　　入数 16　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908735

180453

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、濃縮果汁（ぶどう、みかん、りんご）、濃縮野菜汁

（にんじん）／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料（クエン酸 Na、クエン酸）

サンコー

りんごのドリンク
国産濃縮りんご果汁を 50

％(生果汁換算)使用した、

無香料、無着色のドリンク

です。

300円（324）
内容量 90ml×5　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728908230

180370

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

濃縮りんご果汁（りんご（国産））、砂糖（てん菜（国産））／酸味料（ク

エン酸）
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サンコー

わくわくミックスゼリー
国産果汁（りんご・ いちご・

みかん）をそれぞれ加えた、

ミニカップゼリーです。

280円（302）
内容量 16g×12　　入数 16　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728909374

180555

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（甘藷（国産））、砂糖（三温糖）、濃縮果汁（りんご、いちご、みかん）

／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料（クエン酸）、pH 調整剤（クエン

酸 Na）、香料

サンコー

小粒水ようかん
どなたにも食べやすい一

口タイプの水ようかんで

す。良質の餡と三温糖の

甘さが特徴です。

300円（324）
内容量 16g×12　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728908414

180417

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、生あん、水飴、寒天、食塩

サンコー

国産果汁のりんごゼリー
香料を使用せず、国産りん

ご果汁を100％(生果汁換

算)入れた、とってもジュー

シーなゼリーです。

260円（281）
内容量 22g×7　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728906700

180052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

濃縮りんご果汁（りんご（国産））、砂糖（てん菜（国産））／ゲル化剤（増

粘多糖類）

サンコー

国産果汁のみかんゼリー
香料を使用せず、国産み

かん果汁を100％(生果汁

換算)入れた、とってもジュ

ーシーなゼリーです。

260円（281）
内容量 22g×6　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907561

180295

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

濃縮みかん果汁（みかん（国産））、砂糖（てん菜（国産））／ゲル化剤

（増粘多糖類）

サンコー

やさしいラムネ
酸味料・着色料・香料不

使用。濃縮レモン果汁など

で、ほどよい酸味に仕上げ

たやさしいラムネです。

7大アレルゲン原料不使用。

230円（248）
内容量 13g×5連　　入数 15　　賞味 11ヶ月
JAN 4973728908704

180456

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国

産））、濃縮レモン果汁、レモンペースト、シークヮーサー果汁パウダー

サンコー

フルーツラムネ
オレンジといちごの濃縮果

汁を使用したラムネです。

2 種類の味をお楽しみくだ

さい。

200円（216）
内容量 15g×5連　　入数 15　　賞味 11ヶ月
JAN 4973728906540

180098

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国

産））、濃縮果汁（オレンジ、いちご）、デキストリン／酸味料（クエン

酸）、ブドウ色素、ベニバナ黄色素

サンコー

野菜プチクッキー
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に野菜（かぼちゃ・

にんじん・ほうれん草）とカ

ルシウムを加え、サクサク

と焼き上げた小粒なクッ

キーです。

210円（227）
内容量 10g×5連　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728905956

180124

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、鶏卵、植物油脂（パーム油、

米油）、加糖れん乳、脱脂粉乳、かぼちゃパウダー、にんじんパウダー、

ほうれん草ペースト／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨張剤（重曹）、

ベニコウジ色素

サンコー

豆乳プチクッキー
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に国産大豆由来の

豆乳とカルシウムを加え、

ほんのり甘く、サクサクと焼

き上げた小粒なクッキー。

210円（227）
内容量 9g×5連　　入数 16　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906526

180081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、鶏卵、豆乳粉末（大豆（国

産））、植物油脂（パーム油、米油）、脱脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム

（卵由来）、膨張剤（重曹）

サンコー

ココアプチクッキー
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に有機ココアパウ

ダーとカルシウムを加え、

ほんのり甘く、サクサクと焼

き上げた小粒なクッキー。

210円（227）
内容量 9g×5連　　入数 16　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906847

180062

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、鶏卵、植物油脂（パー

ム油、米油）、加糖れん乳、有機ココアパウダー、脱脂粉乳／卵殻未焼

成カルシウム（卵由来）、膨張剤（重曹）
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サンコー

タマゴボーロ
馬鈴薯澱粉を主原料にカ

ルシウム、鉄分を加えた口

溶けの良いボーロです。

250円（270）
内容量 16g×5連　　入数 15　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906342

180077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（国産））、砂糖（てん菜（国産））、水飴、鶏卵、脱

脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、ピロリン酸鉄

サンコー

ミニミレービスケット
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に焼き上げた生地

を植物油でカラッと揚げま

した。甘辛味で香ばしいビ

スケットです。 ミレービスケ

ットのミニパックです。

280円（302）
内容量 23g×5連　　入数 20　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906144

180114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（米油、パーム油）、砂糖（三温糖）、

ショートニング、ぶどう糖、食塩／膨張剤（重曹、重炭酸アンモニウム）

サンコー

ミニどうぶつビスケット
国産小麦由来の小麦粉を

主原料にかわいい動物の

形に焼き上げたビスケット

を 5 連つづりの小袋に入

れたハンディータイプで

す。甘さを控えたシンプル

な味です。

260円（281）
内容量 20g×5連　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905734

180111

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、ショートニング、小麦胚芽、食

塩／膨張剤（重曹）

サンコー

ミニ野菜スティック
国産小麦由来の小麦粉を

主原料に 7種類（玉ネギ・

ネギ・ 赤ピーマン・ ホウレ

ンソウ・ニンジン・キャベツ・

トマト）の野菜を生地に入

れたミニタイプのビスケット

です。

260円（281）
内容量 10.5g×5連　　入数 15　　賞味 8ヶ月
JAN 4973728907097

180115

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショートニング、砂糖（て

ん菜（国産））、乾燥野菜（玉ネギ、ネギ、赤ピーマン、ホウレンソウ、ニ

ンジン、キャベツ）、トマト粉末、食塩、麦芽エキス（小麦を含む）、イース

ト／膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

サンコー

こぐまのビスケット
国産小麦由来の小麦粉を

主原料にさつまいもとメー

プルシロップを加えた生地

をかわいいクマの形に焼

き上げました。さつまいも

の甘みがほんのりただよう

ビスケットです。

330円（356）
内容量 12g×5連　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906151

180059

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、ショートニング、メープルシロ

ップ、さつまいも粉末、バター、鶏卵、全粉乳（乳成分を含む）、食塩／

膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

サンコー

えび小判
国産馬鈴薯由来のでん粉

を主原料にえびを加え、パ

リッと焼き上げたせんべい

です。

220円（238）
内容量 3枚×5連　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728905994

180016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、えび、食塩、砂糖（粗糖）、アオサ／卵

殻未焼成カルシウム（卵由来）、ベニコウジ色素

サンコー

えびスナック
コーンスターチと国産小麦

由来の小麦粉を主原料と

した生地にえびを練り込

み、植物油でフライしまし

た。カリカリ食感とえび風

味をお楽しみください。

220円（238）
内容量 10g×4連　　入数 16　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728906854

180018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

コーンスターチ（国内製造）、小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（米油）、

えび、乾燥マッシュポテト、砂糖（三温糖）、食塩、昆布エキス、椎茸エ

キス、オニオンパウダー

サンコー

ミニえびまるせん
膨張剤不使用。国産馬鈴

薯由来のでん粉を主原料

にえび・ いかを練り込み、

オキアミ・アオサを振りか

けた小粒な生地をフライ

し、さっぱりと塩で味付けし

ました。

250円（270）
内容量 10g×4連　　入数 16　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907714

180309

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、えび、オキアミ、い

か、食塩、アオサ、砂糖（粗糖）

サンコー

ミニ小魚スナック
小魚の粉末をえびせんべ

いの生地に練り込み、植物

油でサクッとフライし、甘辛

いタレで味付けしました。

便利な小袋 5 連タイプ。

280円（302）
内容量 10g×5連　　入数 12　　賞味 5ヶ月
JAN 4973728906113

180110

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（パーム油、米油）、砂糖（三

温糖）、水飴、片口いわし、醤油（小麦を含む）、えび、黒ごま、食塩、酵母

エキス、アオサ、昆布エキス、みりん、小麦胚芽、ハトムギ粉末
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サンコー

国産野菜のかりんとう
国産小麦由来の小麦粉が

主原料の生地を植物油で

カリッとフライした後に、国

産野菜（にんじん ・ ほうれ

ん草・ 玉ネギ ・ ごぼう）を

加えた糖蜜を掛け、あっさ

りとした甘さに仕上げまし

た。4 種類の味が楽しめ

ます。

270円（292）
内容量 20g×4連　　入数 15　　賞味 3ヶ月
JAN 4973728906779

180053

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（米油、菜種油）、砂糖（粗糖、てん菜

糖）、水飴、野菜粉末（にんじん、ほうれん草、玉ネギ、ごぼう）、食塩、イ

ースト、白ごま

サンコー

おから入り揚げあられ
国産もち米が主原料の生

地に、国産大豆から作った

おからを加えてカラッと揚

げました。小粒で甘辛味

がじわっと美味しい、揚げ

あられです。食べやすいミ

ニパックにしました。

240円（259）
内容量 7g×5連　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4973728906885

180022

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国産）、植物油脂（米油、パーム油）、醤油（小麦を含む）、乾燥

おから（大豆（国産））、砂糖（三温糖、粗糖）、みりん、濃縮だし（鰹節、

昆布、椎茸）、食塩

サンコー

ミニ柿ピー
国産のもち米を醤油で味

付けしたあられと、香ばし

いピーナツを程よくミックス

しました。小袋タイプの食

べきりサイズです。

230円（248）
内容量 11g×5連　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728909022

180503

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

柿種（もち米（国産）、醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜（国産）、唐辛

子）、味付ピーナッツ（落花生、植物油脂（パーム油）、食塩）

サンコー

アーモンドじゃこ
カルシウム豊富な新鮮な

小魚（じゃこ）とアーモンド

をミックスした食べやすい

小袋タイプです。

270円（292）
内容量 7g×5連　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907806

180319

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

縦割焙煎アーモンド（国内製造）、片口いわし、砂糖（三温糖）、水飴、

ごま

サンコー

まるごと小魚
日本近海で獲れた片口い

わしを釜茹でしました。食

べやすい小袋タイプです。

230円（248）
内容量 4g×5連　　入数 15　　賞味 4ヶ月
JAN 4973728907943

180344

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

片口いわし（国内産）、食塩

サンコー

アップルグミ
7大アレルゲン原料不使用。

主要原料は国産由来。 香

料を使わず、国産りんごの

濃縮果汁を100％（生果汁

換算）使用したグミ。光沢

剤は 100％ヤシ由来です。

便利な 4 連パック。

320円（346）
内容量 20g×4連　　入数 15　　賞味 10ヶ月
JAN 4973728908940

180502

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴（甘藷（国産））、砂糖（てん菜（国産））、濃縮りんご果汁、ゼラチン、

粉末オブラート（馬鈴薯でん粉）／酸味料（クエン酸）、ゲル化剤（ペ

クチン）、光沢剤、植物レシチン

ウイングフーズ

あかちゃんせんべい よもぎ入り
細長い形で、赤ちゃんでも

握りやすいおせんべいで

す。よもぎを加えてほんの

り若草色に仕上げました。

280円（302）
内容量 2枚×15　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4538766322013

180129

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国内産）、砂糖（てんさい糖）、よもぎ、塩

ウイングフーズ

ソフトせんべい塩味
香ばしくあみ焼きした、塩

味のサクッと軽いおせんべ

いです。2枚入りの個包装。

240円（259）
内容量 2枚×6　　入数 15　　賞味 3ヶ月
JAN 4538766310010

180132

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国内産）、植物油脂（米油・パーム油）、食塩

味泉

おこげ風味直火焼きせんべい
国産のうるち米を丸粒の

まま蒸し上げ、直火で表面

にこんがりと焼色をつけて

本醸造醤油で作ったタレ

で味付けしました。

360円（389）
内容量 9枚　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4971034750482

180151

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、しょうゆ（小麦・大豆(遺伝子組換えでない)を含

む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉
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せとみ庵

よもぎあられ
国産米を 100％使用した

餅生地に、愛媛県産ヨモ

ギを搗き込み焼き上げま

した。よもぎの香り高い風

味をお楽しみください。

300円（324）
内容量 70g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4580286261198

180372

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国内産）、植物油、よもぎ（愛媛県産）、塩

せとみ庵

しおあられ
国産米を 100％使用した

餅生地を軽い食感に焼き

上げ、伯方の塩で味付けを

しました。 シンプルだから

こそ素材のうま味を感じら

れるあられです。

300円（324）
内容量 70g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4580286261211

180374

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国内産）、植物油、塩

せとみ庵

ごぼうあられ
国産米を 100％使用した

餅生地に、国産ごぼうを搗

き込み焼き上げました。 ご

ぼうの風味豊かなあられ

です。

300円（324）
内容量 60g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4580286261259

180377

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

もち米（国内産）、植物油、ごぼう（国内産）、塩

三和農産

いづも美人 玄米おかき
お米の栽培からおかき加

工まで一貫製造していま

す。原材料にはこだわりの

一番搾り菜種油、青い海シ

ママースを使用して一つ一

つ手作りで丁寧に仕上げ

た逸品です。

470円（508）
内容量 100g　　入数 50　　賞味 5ヶ月
JAN 4543928008063

180362

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米もち（島根県産）、菜種油、食塩

三和農産

いづも美人 古代米おかき
こだわりの玄米おかきに

希少な古代米を入れた逸

品です。玄米、菜種油、古

代米の風味がうまく調和し

て、後味もさっぱりとして飽

きが来ない美味しさです。

490円（529）
内容量 100g　　入数 50　　賞味 5ヶ月
JAN 4543928008032

180363

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米もち（島根県産）、菜種油、古代米、食塩

アリモト

玄米このは プレーン
国産有機玄米100％使用。

有機玄米のみでシンプル

に焼き上げました。便利な

チャック袋入。

260円（281）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4970289314135

180318

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）

アリモト

玄米このは うす塩味
焼きたてのおせんべいに

米油とごま油をスプレーし、

海の精（塩）でうす塩に仕

上げました。便利なチャック

袋入。

260円（281）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4970289314111

180316

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）、黒ゴマ、米油、ゴマ油、塩

アリモト

玄米このは しょうゆ味
国産丸大豆、小麦、天日塩

を使い、じっくり熟成させた

本醸造醤油で味付けをし

ました。このは型のかわい

いおせんべいです。 便利な

チャック袋入。

260円（281）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4970289314128

180317

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）、しょうゆ（小麦、大豆を含む）、黒ゴマ、米油、ゴマ油

アリモト

有機玄米セラピー 黒胡麻
国産有機玄米と有機黒胡

麻、有機たまり醤油のみで

作った一口サイズのせん

べいです。

140円（151）
内容量 30g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4970289210116

180142

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）、有機黒胡麻、有機たまり醤油
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アリモト

有機玄米プラス 黒胡麻
あなたの生活に玄米をプ

ラス。いつでも手軽に玄米

を食べられるようにお煎餅

にしました。黒ゴマたっぷ

りの香ばしさをお楽しみく

ださい。

200円（216）
内容量 40g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4970289314494

180423

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、有機黒胡麻、有機たまり醤油（大豆を含む）

アリモト

有機玄米プラス めかぶ
あなたの生活に玄米をプ

ラス。いつでも手軽に玄米

を食べられるようにお煎餅

にしました。ふわっと香る

めかぶの風味をお楽しみ

ください。

200円（216）
内容量 40g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4970289314517

180424

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国内産）、有機たまり醤油（大豆を含む）、有機黒胡麻、め

かぶ

味泉

ライスクラッカー オニオン＆ペッパー
独自の製法で練り上げた

生地を直火でサクッと焼き

上げた後、オリーブオイル

を絡めオニオンパウダー、

黒胡椒でイタリアン風に仕

上げました。

340円（367）
内容量 80g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4971034700296

180285

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、オリーブオイル、オニオンパウダー、食塩、ブラック

ペッパー、酵母エキス、ガーリック

味泉

ライスクラッカー トマト & パセリ
独自の製法で練り上げた

生地を直火でサクッと焼き

上げた後、オリーブオイル

を絡めトマトパウダー、チリ

パウダーでイタリアン風に

仕上げました。

340円（367）
内容量 80g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4971034700302

180286

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うるち米（国産）、オリーブオイル、トマトパウダー、食塩、酵母エキス、

パセリ、チリパウダー

ウイングフーズ

サクサクボーロかぼちゃ
卵を使用していない、硬め

のボーロです。小さなお子

様でもにぎりやすいスティ

ックタイプです。

330円（356）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4538766332012

180131

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

馬鈴薯澱粉（じゃがいも（北海道、遺伝子組み換えでない））、砂糖（て

んさい糖）、かぼちゃ、麦芽糖、小麦粉（国内産）、寒梅粉

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー たんぽぽ
焙煎したポーランド産のた

んぽぽの根を生地に混ぜ

込みました。ほろ苦さの中

に黒糖の甘さが引き立ち、

硬めの食感も人気です。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000039

180556

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、砂糖、有機パーム油、黒糖（沖縄）、なたね油

（遺伝子組み換えでない）、たんぽぽの根

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー かぼちゃ
契約農家から届く北海道

産の有機かぼちゃを自社

で加工して生地に混ぜ込

みました。かぼちゃをその

まま味わえる茎工房の自

慢の一品です。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000077

180557

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、有機パーム油、有機かぼちゃ（北海道）、砂

糖、なたね油（遺伝子組み換えでない）、食塩（沖縄）

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー 玄米
石川県産のコシヒカリの玄

米粉を使用。 黒糖の優し

い甘さが広がる素朴な味

わいです。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000152

180558

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉(小麦（北海道））、有機パーム油、砂糖、玄米粉（玄米（石川））、

なたね油（遺伝子組み換えでない）、黒糖（沖縄）

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー アールグレイ
インド産の有機アールグレ

イを煮出して生地にコクを

出しました。刻んだ茶葉の

爽やかなベルガモットの香

りが楽しめます。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000237

180559

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、砂糖、有機パーム油、なたね油（遺伝子組

み換えでない）、有機紅茶
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茎工房

ナチュラルビーガンクッキー ココア
オランダ産の有機ココアを

使用。 甘さを抑えほろ苦

いカカオの味を引き立てて

います。

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000299

180560

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、有機パーム油、砂糖、なたね油（遺伝子組

み換えでない）、有機ココア

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー いちじく
アメリカ産の有機ドライい

ちじくを使用。濃縮された

黒いちじくの自然な甘みが

広がります。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000312

180561

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、有機パーム油、砂糖、有機いちじく、なたね

油（遺伝子組み換えでない）

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー 黒糖バナナ
香り高い有機ドライバナナ

を使用。 黒糖の優しい甘

さがバナナのコクを引き立

てます。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000329

180562

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、有機パーム油、砂糖、有機ドライバナナ、な

たね油（遺伝子組み換えでない）、黒糖（沖縄）

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー 珈琲
コロンビア産の有機コーヒ

ーの風味を生地に閉じ込

めました。コーヒー粒のほ

ど良い苦みがアクセントに

なっています。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000497

180563

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、砂糖、有機パーム油、なたね油（遺伝子組

み換えでない）、有機コーヒー

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー 野菜ミックス
北海道産の有機かぼちゃ、

有機人参を生地に練り込み

ました。沖縄県産の天然塩

とドライオニオンをアクセント

に加え、野菜が苦手なお子

さまにもおすすめです。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000503

180564

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、有機パーム油、有機かぼちゃ（北海道）、砂

糖、有機人参（国産）、食塩（沖縄）、乾燥たまねぎ（玉ねぎ（九州））

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー アーモンド
オリジナルローストで浅煎

りしたスペイン産有機アー

モンドをカットし生地に加

えました。ナッツ本来の甘

みと香ばしさが広がります。

乳成分・卵・白砂糖不使用

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000510

180565

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、砂糖、有機パーム油、なたね油（遺伝子組

み換えでない）、有機アーモンド、食塩（沖縄）

茎工房

グルテンフリークッキープレーン
小麦粉の代わりにたかき

び粉と有機おからを、砂糖

の代わりにアガベシロップ

を使用。しっかりとした噛

み応えで糖質を気にされ

ている方におすすめいた

します。

400円（432）
内容量 50g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000213

180169

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ホワイトソルガム、有機アガベシロップ、有機おから、有機パーム油、

アーモンドパウダー、ベーキングパウダー（アルミニウムフリー）、シ

ナモン

茎工房

グルテンフリークッキーココア
小麦粉の代わりにたかき

び粉、有機ココア、有機お

からを、砂糖の代わりにア

ガベシロップを使用。しっ

かりした噛み応えで糖質を

気にされている方におす

すめいたします。

400円（432）
内容量 50g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000480

180426

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ホワイトソルガム、有機アガベシロップ、有機おから、有機パーム油、

アーモンドパウダー、有機ココア、ベーキングパウダー（アルミニウム

フリー）、シナモン

茎工房

ナチュラルビーガンクッキー 島レモン
愛媛県大三島産のレモン

を丸ごと使用し、爽やかな

香りと酸味が味わえます。

沖縄の塩をアクセントに加

えています。

乳成分・卵・白砂糖不使用。

400円（432）
内容量 80g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000527

180566

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（小麦（北海道））、砂糖、有機パーム油、レモン（愛媛県大三

島）、なたね油（遺伝子組み換えでない）、食塩（沖縄）
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茎工房

こめッキー えだ豆
必要な材料だけで素朴に

焼いた米粉クッキー。しっ

かり噛むことで、素材の味

が広がり食べる力も育つ。

毎日食べて欲しいカラダお

やつです。えだ豆味。 小麦

粉・卵乳製品不使用。

320円（346）
内容量 50g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000183

510429

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米粉（国産米）、有機おから、枝豆（大豆）、有機パーム油、塩

茎工房

こめッキー トマト＆オニオン
必要な材料だけで素朴に

焼いた米粉クッキー。しっ

かり噛むことで、素材の味

が広がり食べる力も育つ。

毎日食べて欲しいカラダお

やつです。トマトオニオン

味。 小麦粉 ・ 卵乳製品不

使用。

320円（346）
内容量 50g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4510576000206

510428

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米粉（国産米）、有機おから、有機トマトジュース、有機パーム油、ドラ

イ玉ねぎ、塩

ジュゲン

ＳＯＹＰＬＵＳ 寿元ビスケット
ヘルシーな寒天、おから、

ひじき、昆布などをバラン

スよくミックスして味わいの

ある風味に焼き上げた堅

めのビスケットです。赤ちゃ

んからお年寄りまで、美容

食としても召し上がれます。

933円（1,008）
内容量 3枚×6　入数 30　　賞味 16ヶ月
JAN 4900801000352

180178

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国産）、パーム油（コロンビア産有機食用）、黒糖（コスタリカ

産有機）、白ごま（パラグアイ産）、発芽黒大豆抽出エキス（国産）、昆布

（国産）、食塩（国産）、おから（国産）、寒天（南米・地中海沿岸他）、ひ

じき（国産）、重曹

北海道製菓

かぼちゃカンパン 缶入り
北海道産の小麦粉を100

％使用、北海道産のてん

さい糖、ミネラル豊富な伯

方の塩、北海道産のかぼ

ちゃ粉末を使ったカンパン

です。災害等の非常事態

の備えにどうぞ。

350円（378）
内容量 110g　　入数 15　　賞味 3年
JAN 4902454003032

180181

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、てんさい糖、ショートニング、パンプキンパウダー、ごま、食塩、

小麦蛋白、イースト

ジュゲン

寿元の塩飴（塩分２％）
国内産の厳選材料を使

用。てんさい糖、麦芽水飴、

竹塩（イヤシロソルト）のみを

バランスよく配合、やさしい

甘みに仕上げました。簡単

に塩分補給ができます。

300円（324）
内容量 60g　　入数 20　　賞味 16ヶ月
JAN 4900801000390

180213

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てんさい糖:北海道産）、麦芽水飴（北海道産:馬鈴薯澱粉使

用）、竹塩（佐賀県産）

森川健康堂

プロポリスキャンディー
プロポリス独特の刺激とハ

チミツのさっぱりした自然の

甘さのハーモニーが絶妙

です。オリゴ糖とビール酵母

も配合しました。人工甘味

料、人工着色料、着香料は

一切使用しておりません。

600円（648）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4952106213784

180209

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

三温糖（国内製造）、水飴、オリゴ糖、プロポリスエキス、乾燥ビール酵

母、はちみつ／レシチン

メディカルインキュベーションシステム

マヌカハニーＵＭＦ１０+ ロゼンジ
世界唯一の日本の技術により、何も加えず100％の

UMFマヌカハニー10+を固形化に成功しました。のど

飴代わり、栄養補給など様々な用途にご活用いただ

けます。

1,000円（1,080）
内容量 6粒/23g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4580353100221

180390

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はちみつ

フルーツバスケット

梅肉エキス飴
国産梅からつくった梅肉エ

キスと沖縄黒糖を丁寧に

練りこみ直火でじっくりと仕

上げました。遺伝子組換え

の心配のない国産のさつ

まいもでん粉を原料にした

水飴と鹿児島産の粗糖を

使っています。人工甘味料・

香料・添加物不使用

260円（281）
内容量 80g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4947812004412

180506

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖(さとうきび（鹿児島県産））、麦芽糖水飴、黒砂糖、梅肉エキス

インタートレードヘルスケア

板藍根飴
板藍根エキスに甘草エキ

ス、桔梗エキスを配合。 さ

っぱりとした味わいを出す

ために、ハーブエキスも配

合しました。

580円（626）
内容量 80g　　入数 10　　賞味 18ヶ月
JAN 4545063000179

180507

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（国内製造）、水飴、板藍根（ホソバタイセイの根）エキス末、ハー

ブエキス、桔梗根エキス、甘草エキス／酸味料、香料
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救心製薬

のどにやさしい金銀花のど飴
金銀花（スイカズラの花）は

のどに良いとされているハ

ーブ。これに西洋のハーブ

エキスやビタミン C を加え

た、リフレッシュに最適なお

いしいのど飴です。

300円（324）
内容量 70g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4987061082052

180323

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖、水飴、金銀花エキス、ハーブエキス／ビタミンＣ、香料、グリセリ

ン、着色料（カラメル色素）

光陽製菓

あんず寒天
優しい甘さの長野県産あ

んずを使用し、おなかに優

しい乳糖果糖オリゴ糖でほ

どよい甘さに仕上げました。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002191

180183

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、あんずピューレ、乳糖果糖オリゴ糖、寒天、澱粉、香料、レシチン

（大豆由来）

光陽製菓

寒天つるし柿
和歌山県産干し柿を使用

し、砂糖不使用の甘さ控え

めな寒天ゼリーです。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002788

180184

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、還元水飴、干し柿、エリスリトール、寒天、澱粉、こんにゃく粉、レシチ

ン（大豆由来）

光陽製菓

寒天トマト
国産完熟トマトを使用、沖

縄県産の塩を入れること

で味を引きしめています。

無香料、無着色の寒天ゼ

リーです。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377001934

180186

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、還元水飴、トマトペースト、寒天、果汁（グレープフルーツ、レモン）、

澱粉、食塩、レシチン（大豆由来）

ツルシマ

香蓮飴
国内産米を使用した水飴

を煮詰め、国内産の蓮根

粉末や生姜粉末を加えて

固めた米切飴。飴と飴がつ

かないように、はったい粉

（国内産裸麦を煎って粉に

したもの）をまぶしました。

360円（389）
内容量 100g　　入数 30　　賞味 9ヶ月
JAN 4931860000816

180216

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米飴、蓮根粉末、生姜粉末、はったい粉

ツルシマ

コーレンキャンディ
山口県産れんこん使用。

香蓮飴（こうれんあめ）を個

包装にしたハードタイプの

キャンディーです。

360円（389）
内容量 70g　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4931860000533

180217

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米飴、蓮根粉末、生姜粉末、さつまいも澱粉

アスプルンド

ヒット オーガニックミントドロップ
スペイン産のミントドロップ

です。

275円（297）
内容量 11g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4935201381008

180509

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ケインシュガー、有機小麦、ミント、ユーカリ、メンソール

光陽製菓

珈琲ゼリー
オーガニック珈琲を使用

し、甘み、苦み、コクが調和

された寒天ゼリーです。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002177

180188

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、コーヒーエキス、有機珈琲、

こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由来）

光陽製菓

寒天ゆずしぼり
柚子皮ペースト、柚子果汁

をたっぷり使用し、瀬戸内

レモンで爽やかな酸味を

利かせた寒天ゼリーです。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002443

180187

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、砂糖、柚子果汁、柚子ペースト、寒天、澱粉、レモン果汁、レシチン

（大豆由来）
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光陽製菓

ブルーベリーゼリー
目に優しいといわれるブル

ーベリーの果汁で寒天ゼ

リーを作りました。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002207

180191

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、乳糖果糖オリゴ糖、ブルーベリー果汁、寒天、澱粉、こんにゃく粉、

香料、レシチン（大豆由来）

光陽製菓

プルーンゼリー
きざんだプルーンとヘム鉄

を入れた酸味豊なペクチ

ンゼリーです。

300円（324）
内容量 90g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377000524

180192

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、麦芽糖、乳糖果糖オリゴ糖、プルーン果肉、レモン果汁、オブラート

（澱粉）、プルーンエキス、ゲル化剤（ペクチン:リンゴ由来）、香料（オレ

ンジ由来）、ヘム鉄、レシチン（大豆由来）

光陽製菓

抹茶ゼリー
有機抹茶を使用、カロリー

ゼロの糖質エリスリトール

を使用しております。カテキ

ンをプラスし、コクがある抹

茶ゼリーです。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377002184

180193

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、有機抹茶、こんにゃく粉、

緑茶抽出物、レシチン（大豆由来）

光陽製菓

はちみつレモンゼリー
コクのあるアカシア産はち

みつと瀬戸内産レモンを

使用した、絶妙なバランス

の寒天ゼリーです。

300円（324）
内容量 120g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377003105

180190

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、砂糖、はちみつ、レモン果汁、寒天、澱粉、香料、レシチン（大豆

由来）

花田食品

りんごちゃん＆ぐれーぷる
りんご味3本、ぶどう味2 本

のアソート。厳選された国

内信州産のぶどうとりんご

の果汁100％。添加物に敏

感な子供たちも安心して飲

めるジュースです。凍らせ

てアイスにしても。

450円（486）
内容量 90ml×5　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4902659131035

180239

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

［りんご味］りんご　［ぶどう味］果実（ぶどう・りんご）

南出製粉所

やさしいプリン
米粉専門店が出した、添加

物を使わず、常温保存が可

能な程良い甘さのやさしい

プリンです。

300円（324）
内容量 85g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4582237660951

510290

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

牛乳、鶏卵、てん菜糖、加糖練乳（乳成分を含む）、葛澱粉、米粉

モミの木

健康野菜 野菜チップ
特殊製法（低温真空加工）

で各素材の特徴を損なわ

ぬよう、食べやすいクリスピ

ーなチップにしました。野

菜嫌いなお子様にもおス

スメです。

270円（292）
内容量 39g　　入数 8　　賞味 6ヶ月
JAN 4902740234775

180298

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カボチャ、にんじん、植物油、タマネギ、水あめ、食塩／トレハロース

モミの木

青森県産りんご１００％りんごチップ
青森県産のりんごを特殊

製法（真空低温加工）で甘

酸っぱいチップにしまし

た。ヨーグルトやアイスクリ

ームのトッピングとしても美

味しく召し上がれます。

270円（292）
内容量 39g　　入数 8　　賞味 6ヶ月
JAN 4902740134761

180299

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご、植物油、水あめ／トレハロース

北原産業

りんご寒天飴
食物繊維が豊富な寒天を

ベースに、水飴、米飴など

からだにやさしい素材で作

りました。国内産りんご果

汁使用。

350円（378）
内容量 130g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4971889455693

180415

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

麦芽糖（国内製造）、水飴、りんご濃縮果汁、米飴、寒天、米粉／トレハ

ロース、酸味料
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遠藤製餡

有機水ようかん こし
有機砂糖、有機小豆で作

ったなめらかなこしあん仕

立てのオーガニックの水よ

うかんです。

150円（162）
内容量 100g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4958655202620

180531

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、寒天、葛、食塩

遠藤製餡

有機水ようかん 小倉
有機砂糖、有機小豆で作

ったつぶ感を楽しめる小

倉仕立てのオーガニックの

水ようかんです。

150円（162）
内容量 100g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4958655202637

180532

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、寒天、葛、食塩

遠藤製餡

有機水ようかん 抹茶
有機砂糖、有機小豆、有機

抹茶で作ったほろ苦い抹

茶味のオーガニックの水

ようかんです。

150円（162）
内容量 100g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4958655202644

180533

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機いんげん豆、有機抹茶、寒天、葛、食塩

アルマテラ

アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー もも
桃を袋掛けし、樹で熟成。

美味しく熟した瞬間に加工

しました。 甘味にアガベシ

ロップを使用。 自然な桃

の香り広がります。白砂糖・

香料 ・ ゼラチン不使用。

298円（322）
内容量 145g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4560435422014

180513

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白桃（国産）、有機アガベシロップ、寒天／酸味料

だいずデイズ

とろふる黒豆
ふるふるの寒天に北海道

産黒豆を合わせ、本葛で

固めた、コクのある味わい

のヘルシーデザート。 お茶

うけやデザートにも甘さ控

えめで、のど越しの良い寒

天水菓子です。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4560438830564

180568

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機きび糖（有機さとうきび（ブラジル））、黒大豆（北海道産、遺伝

子組み換えでない）、寒天、本葛粉、黒糖、食塩

だいずデイズ

とろふるあずき
ふるふるの寒天に北海道

産小豆を合わせ、本葛で

固めた、コクのある味わい

のヘルシーデザート。 お茶

うけやデザートにも甘さ控

えめで、のど越しの良い寒

天水菓子です。

250円（270）
内容量 110g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4560438830557

180567

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機きび糖（有機さとうきび（ブラジル））、小豆（北海道産）、寒天、本

葛粉、アセロラ果汁、食塩

アルマテラ

アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー みかん
一粒一粒に甘みと酸味が

凝縮された、国産温州みか

んをお楽しみいただけま

す。 甘味にアガベシロップ

を使用。 白砂糖、香料、ゼ

ラチン不使用。

298円（322）
内容量 145g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4560435422045

180539

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

みかん（国産）、有機アガベシロップ、寒天／酸味料

アルマテラ

アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー りんご
風味高いリンゴをたっぷり

入れ、シャクシャクとした食

感を感じられるゼリーです。

自然なリンゴの香りが広が

ります。 白砂糖 ・ 香料・ ゼ

ラチン不使用。

298円（322）
内容量 145g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4560435422038

180515

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご（山形県産）、有機アガベシロップ、寒天／酸味料

アルマテラ

アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー らふらんす
ラフランスの一番美味しい

時に加工しました。甘味に

アガベシロップを使用。自

然な甘さの香り高い国産

ラフランスのゼリーです。

白砂糖・香料・ゼラチン不

使用。

298円（322）
内容量 145g　　入数 12　　賞味 8ヶ月
JAN 4560435422021

180514

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

洋なし（山形県産）、有機アガベシロップ、寒天／酸味料
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マルヤス

珈琲ゼリー
宮古島産の黒砂糖使用。

コーヒーに黒砂糖の旨味

が加わったコクのある珈琲

ゼリーです。 本葛粉入りの

とっても滑らかな食感が黒

砂糖の風味と合わさり味わ

い深い逸品です。 　

200円（216）
内容量 105g　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4978141109431

391514

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖(北海道産）、黒砂糖、コーヒーエキス、コーヒー豆、寒天、葛

粉、こんにゃく粉、食塩／クエン酸Ｎａ

商品コード メーカー 商品名 内容量 入数 本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

180278 マルヤス トコゼリーセット 6 個入 130g × 6 1 1,150円(1,242) 4ヶ月 4978141000554 

180279 マルヤス トコゼリーセット 8 個入 130g × 8 1 1,500円(1,620) 4ヶ月 4978141000134 
180280 マルヤス トコゼリーセット 16 個入 130g × 16 1 2,950円(3,186) 4ヶ月 4978141000080

180281 マルヤス トコゼリーセット 24 個入 130g × 24 1 4,400円(4,752) 4ヶ月 4978141000073 

3990246 マルヤス トコゼリー専用化粧箱 6 個入箱 - - オープン価格 - -

3990247 マルヤス トコゼリー専用化粧箱 8 個入箱 - - オープン価格 - -

3990248 マルヤス トコゼリー専用化粧箱 16 個入箱 - - オープン価格 - -

3990250 マルヤス トコゼリー専用化粧箱 24 個入箱 - - オープン価格 - -

マルヤス

トコゼリー ピーチ
ところてん、寒天、こんにゃ

く粉を使った、ももの果肉

入りの食べごたえがある

ゼリー。 素材本来の味や

香りが感じられるように香

料を使っていません。後口

の良さも特徴です。

175円（189）
内容量 130g　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4978141000035

391501

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖（国内製造）、もも、みかん、パイナップル、りんご果汁、天草、

寒天、こんにゃく粉／酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

マルヤス

トコゼリー みかん
ところてん、寒天、こんにゃ

く粉を使った、みかんの果

肉入りの食べごたえがあ

るゼリー。 素材本来の味

や香りが感じられるように

香料を使っていません。後

口の良さも特徴です。

175円（189）
内容量 130g　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4978141000011

391503

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖（国内製造）、みかん、パイナップル、もも、りんご果汁、天草、

寒天、こんにゃく粉／酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

マルヤス

トコゼリー ぶどう
ところてん、寒天、こんにゃ

く粉を使った、ぶどうの果

肉入りの食べごたえがあ

るゼリー。 素材本来の味

や香りが感じられるように

香料を使っていません。後

口の良さも特徴です。

175円（189）
内容量 130g　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4978141000196

391504

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖（国内製造）、ぶどう、みかん、パイナップル、もも、りんご果汁、

天草、寒天、こんにゃく粉／酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

8 個入 16 個入

マルヤス

トコゼリー パイン
ところてん、寒天、こんにゃ

く粉を使った、パインの果

肉入りの食べごたえがあ

るゼリー。 素材本来の味

や香りが感じられるように

香料を使っていません。後

口の良さも特徴です。

175円（189）
内容量 130g　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4978141000028

391502

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖（国内製造）、パイナップル、みかん、もも、りんご果汁、天草、

寒天、こんにゃく粉／酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

マルヤス

トコゼリー 甘夏
ところてん、寒天、こんにゃ

く粉を使った、甘夏の果肉

入りの食べごたえがある

ゼリー。 素材本来の味や

香りが感じられるように香

料を使っていません。後口

の良さも特徴です。

175円（189）
内容量 130g　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4978141000103

3911020

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ビート糖（国内製造）、あまなつ、みかん、パイナップル、もも、りんご果

汁、天草、寒天、こんにゃく粉／酸味料、酸化防止剤（ビタミンＣ）
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光陽製菓

一口ようかん 煉
生餡の豊かな風味を寒天

で閉じ込めた一口練ようか

んです。

130円（140）
内容量 58g　　入数 20×5　　賞味 1年
JAN 4901377003136

180194

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、生餡、砂糖、寒天

  20 個単位で販売  

光陽製菓

一口ようかん 塩
生餡の豊かな風味を寒天

で閉じ込めた一口塩ようか

んです。

130円（140）
内容量 58g　　入数 20×5　　賞味 1年
JAN 4901377003143

180195

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、生餡、砂糖、寒天、食塩

  20 個単位で販売  

ウイングフーズ

フルーツラムネ
りんごとオレンジの2種類

の味が入っています。口の

中でスーッとおいしさが広

がります。

200円（216）
内容量 60g　　入数 15　　賞味 6ヶ月
JAN 4538766313028

180133

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ブドウ糖（国内製造）、コーンスターチ／酸味料、香料（オレンジ・りんご）

まるも

カリカリかりんとう 天然塩
かための歯ごたえが特徴

のおからをつかった揚げ

菓子です。 国産大豆を使

ったうの花と小麦粉をまぜ

て揚げた素朴な味わいで、

ついつい手がとまらないお

やつスナックです。天然塩

360円（389）
内容量 160g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4986632500261

180463

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉(小麦（国産）)、粗糖、植物油脂（菜種油）、おからパウダー、食塩、

膨張剤（重曹）

まるも

カリカリかりんとう 黒砂糖
かための歯ごたえが特徴

のおからをつかった揚げ

菓子です。 国産大豆を使

ったうの花と小麦粉をまぜ

て揚げた素朴な味わいで、

ついつい手がとまらないお

やつスナックです。黒砂糖

360円（389）
内容量 160g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4986632500292

180464

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、おから（大豆）、粗糖、植物油脂（菜種油）、黒砂糖、食塩、膨張

剤（重曹）

たんばや製菓

黒糖かすてら
沖縄県産さとうきびを原料

とした加工黒糖を加えまし

た。 黒糖独特の渋み、苦

味を活かしつつも、まろや

かな甘みに仕上げました。

480円（518）
内容量 7個　　入数 10　　賞味 45日
JAN 4960791121109

180528

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖、小麦粉、蜂蜜、加工黒糖、（一部に卵・小麦を含む）

たんばや製菓

抹茶かすてら
香り高い宇治抹茶を加え、

風味豊かに仕上げました。

香料、着色料などは一切

使用せず、抹茶本来の香

り、色合いを活かしました。

480円（518）
内容量 7個　　入数 10　　賞味 45日
JAN 4960791000428

180529

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖、小麦粉、水あめ、抹茶、（一部に卵・小麦を含む）

オクト

黒酢入りすこんぶ
北海道根室産の根昆布

と、鹿児島県福山町製造

の壺仕込三年熟成玄米黒

酢（使用する食酢のうち1.8

％使用）を使い、さわやか

な酸味の酢昆布です。

360円（389）
内容量 50g　　入数 30　　賞味 6ヶ月
JAN 4571300992600

180383

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

昆布（北海道根室産）、食酢（醸造酢、米黒酢）、砂糖、乳糖、酵母エキ

ス、はちみつ、ぶどう糖

たんばや製菓

牛乳かすてら
山形県産鶏卵と国産小麦

粉に牛乳を加え、しっとり

焼き上げました。 食べや

すいサイズに個包装して

ありますので手軽にお召し

上がりいただけます。

480円（518）
内容量 7個　　入数 10　　賞味 45日
JAN 4960791110660

180530

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏卵（国産）、砂糖、小麦粉、水あめ、牛乳、（一部に卵・小麦・乳成分

を含む）
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光陽製菓

蕎麦ぼうろ
国産そば粉と国産小麦粉

に国産蜂蜜を加えた自然

風味のぼうろです。

410円（443）
内容量 140g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4901377107513

180198

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉、砂糖、そば粉、卵、蜂蜜、膨張剤

吉永製菓

きなこ棒
たんぱく質、食物繊維、イソフラボンなどを多く含む

きなこを主原料に、甜菜糖を加えてまろやかで上品

な甘さのきなこ棒に仕上げました。

300円（324）
内容量 25本　　入数 12　　賞味 2ヶ月
JAN 4903267011443

180201

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

きなこ(大豆を含む、国内製造 )、オリゴ糖、水飴、甜菜糖、蜂蜜、食塩

志賀商店

丹波黒 黒豆甘納豆
国内産丹波黒を使用し、あ

っさりとした味の甘納豆に

仕上げました。お茶やコー

ヒーのお供に最適です。

400円（432）
内容量 90g　　入数 12　　賞味 4ヶ月
JAN 4974274880407

180205

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、砂糖、食塩、重曹、硫酸鉄

志賀商店

丹波黒 抹茶黒豆甘納豆
国内産丹波黒と宇治抹茶

を使用した、甘さ控えめの

甘納豆です。お茶請けなど

に最適です。

470円（508）
内容量 80g　　入数 12　　賞味 3ヶ月
JAN 4974274840791

180206

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、砂糖、抹茶、食塩／加工デンプ

ン、重曹、硫酸鉄

光陽製菓

一口ようかん 抹茶
生餡の豊かな風味を寒天

で閉じ込めた一口抹茶よう

かんです。有機抹茶使用。

160円（173）
内容量 58g　　入数 20×3　　賞味 1年
JAN 4901377003303

180391

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖、生餡、還元水飴、寒天、抹茶（有機）

  20 個単位で販売  

光陽製菓

一口ようかん 芋
生餡の豊かな風味を寒天

で閉じ込めた一口芋ようか

んです。

140円（151）
内容量 58g　　入数 20×5　　賞味 1年
JAN 4901377003150

180196

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水飴、さつまいもペースト、砂糖、生餡、寒天

  20 個単位で販売  

吉永製菓

栗しぐれ
上質の白あんを丹念にホ

ックリ焼き上げました。着

色料 ・ 保存料は使用して

おりません。

290円（313）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 80日
JAN 4903267011580

180200

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白あん(国内製造)、甜菜糖、オリゴ糖、ぶどう糖、麦芽糖、水飴、鶏卵、

餅粉

牧瀬製菓

黒棒
国産小麦粉を主原料に、

1本 1本丁寧に蜜がけして

作り上げた昔ながらのお

菓子です。

260円（281）
内容量 10本　　入数 20　　賞味 3ヶ月
JAN 4978226300029

180199

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、砂糖、麦芽水飴、卵／カラメル色素、膨張剤

垣乃花

くるみ黒糖
生のくるみに沖縄県産の

黒糖を絡め、優しい甘さと

柔らかい食感に仕上げま

した。発売からのロングセ

ラー商品。特に女性に人

気です。

330円（356）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4957426000670

180358

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

くるみ（アメリカ産）、粗糖（さとうきび（沖縄産））、黒糖(さとうきび

(沖縄産））、糖蜜(さとうきび（沖縄産））
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垣乃花

黒糖アーモンド
沖縄県産の黒糖と粗糖に

水飴を加え、クラッシュア

ーモンドをふんだんに混

ぜ込みカリカリ食感に仕上

げました。アーモンドの香

ばしい風味と黒糖の優し

い甘さが絶妙でやみつき

になる美味しさです。

330円（356）
内容量 90g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4957426002896

180359

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アーモンド（アメリカ産）、粗糖（さとうきび（沖縄県産））、水あめ（国

内製造）、黒糖（さとうきび（沖縄県産））

垣乃花

黒糖カシューナッツ
沖縄県産の黒糖と粗糖に

水飴を加え、クラッシュカシ

ューナッツをふんだんに混

ぜ込みカリカリ食感に仕上

げました。ナッツの香ばし

い風味と黒糖の優しい甘

さが絶妙でやみつきにな

る美味しさです。

340円（367）
内容量 90g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4957426002971

180393

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カシューナッツ（インド産）、粗糖(さとうきび(沖縄産））、水あめ（国

内製造）、黒糖(さとうきび(沖縄産））

垣乃花

黒糖ピーナッツ
沖縄のサトウキビから取れ

た粗糖と黒糖に水飴を加

えローストしたピーナッツを

ふんだんに混ぜ込み、カリ

カリ食感に仕上げました。

340円（367）
内容量 130g　　入数 20　　賞味 6ヶ月
JAN 4957426002995

180394

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ピーナッツ（アメリカ産）、粗糖[さとうきび（沖縄県産）]、水飴（国内

製造）、黒糖[さとうきび(沖縄産)]

マルサンアイ

豆乳ぜんざい
国産小豆を三温糖と黒糖

でじっくり煮て、豆乳を加え

仕上げた、やさしい味わい

のぜんざいです。豆乳は

20％入っています。

200円（216）
内容量 160g　　入数 20　　賞味 10ヶ月
JAN 4901033692025

180207

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

豆乳（大豆:遺伝子組換えでない）、砂糖、小豆、黒糖、でんぷん、食塩

こだま食品

鹿児島県種子島産安納干し芋
安納芋は蜜芋とも呼ばれ、

甘くてしっとりした食感と、

でんぷんが少なく糖分が

多いのが特徴です。遠赤

で焼き芋をつくり、その後、

形を整え乾燥させた干し

芋です。

500円（540）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 4ヶ月
JAN 4972530806178

180360

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

甘藷（安納芋）鹿児島県種子島産

遠藤製餡

有機パウチぜんざい
有機栽培小豆と有機砂糖

を使用したぜんざいです。

糖度約 32 ～ 33 とスッキリ

とした甘さで小豆の風味を

感じられる一品です。

220円（238）
内容量 180g　　入数 5×6　　賞味 1年
JAN 4958655300043

180433

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、食塩

丸山製茶

やわらかほしいも
干し芋発祥の地、静岡県

遠州地方で有機質肥料を

使用し、農薬不使用で栽

培した紅はるかの干し芋

です。中心部分のやわらか

い部分のみ使用しました。

630円（680）
内容量 150g　　入数 60　　賞味 3ヶ月
JAN 4562366420060

180288

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

甘藷（掛川産）

遠藤製餡

有機パウチ小倉あん
有機栽培小豆と有機砂糖

を使用した小豆の風味豊

かな小倉あんです。糖度約

41～ 42 と甘さひかえめで、

おはぎやぜんざい、あんぱ

ん等幅広くお使いいただけ

ます。

400円（432）
内容量 300g　　入数 5×4　　賞味 1年
JAN 4958655700096

180432

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、寒天、食塩

遠藤製餡

有機パウチこしあん
有機栽培小豆と有機砂糖

を使用した小豆の風味豊

かなこしあんです。糖度約

41～ 42 と甘さひかえめで、

おはぎやぜんざい、あんぱ

ん等幅広くお使いいただけ

ます。

400円（432）
内容量 300g　　入数 5×4　　賞味 1年
JAN 4958655700089

180431

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、寒天、食塩
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クラウンフーヅ

オレゴン産大粒ソフトプルーン 種付き
オレゴン産の大粒プルー

ンを食べやすいソフトタイ

プに仕上げました。みずみ

ずしい果肉たっぷりの美

味しさをお楽しみください。

400円（432）
内容量 200g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4901488411400

180459

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

プルーン（アメリカ合衆国）

クラウンフーヅ

カリフォルニアプルーン チャック付
カリフォルニアの肥沃な大

地で育ったプルーンです。

食べやすいソフトタイプに

仕上げました。

400円（432）
内容量 200g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4901488411226

180333

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

プルーン（アメリカ合衆国）

ジャフマック

醗酵カシス粒
ニュージーランド産カシス

を醗酵させ、美味しく仕上

げました。カシスは多くのポ

リフェノールを含有しており

ます。そのままお召し上が

りください。

840円（907）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4971969000393

180332

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カシス（ニュージーランド産）、甜菜糖、甜菜糖液糖

クラウンフーヅ

有機プルーン種抜き
カリフォルニアの肥沃な大

地で有機栽培されたプラ

ムを乾燥させてできたプ

ルーンです。 食物繊維が

豊富に含まれています。

種抜きソフトタイプ。

360円（389）
内容量 110g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4901488411165

180527

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機プルーン（アメリカ合衆国）

クラウンフーヅ

有機レーズン
有機農法によって育てら

れたカリフォルニア産のレ

ーズンです。オイルコーティ

ングをしていないので、お

菓子作りなどにもそのまま

お使いただけます。

230円（248）
内容量 105g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4901488411172

180334

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機レーズン（アメリカ合衆国）

クラウンフーヅ

有機クランベリー
有機農法によって育てら

れたクランベリーです。ヨー

グルトやシリアルのトッピン

グとしてもお楽しみいただ

けます。

300円（324）
内容量 55g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4901488411134

180307

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機クランベリー、有機砂糖、有機ひまわり油

クラウンフーヅ

有機いちじく
有機農法によって育てら

れたカリフォルニア産のい

ちじくです。食べやすいソフ

トタイプに仕上げました。

330円（356）
内容量 95g　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4901488411318

180381

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機いちじく（アメリカ合衆国）

クラウンフーヅ

フルーツ＆ナッツ トレイルミックス
ドライフルーツとナッツを 3

種類ずつミックスしました。

登山やスポーツの後の栄

養補給に最適です。

350円（378）
内容量 110g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4901488411370

180430

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

レーズン（アメリカ、トルコ）、アーモンド（アメリカ）、カシューナッツ（イ

ンド）、クルミ（アメリカ）、砂糖、クランベリー、植物油脂

坂庄物産

クコの実
クコの実は欧米ではスー

パーフードの一つとして

「ゴジベリー」と呼ばれ人気

があり、美容と健康を気づ

かう方が毎日の食生活に

取り入れることが増えてい

ます。

500円（540）
内容量 50g　　入数 30　　賞味 10ヶ月
JAN 4901837120694

180270

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

クコの実
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三育フーズ

グラノーラ
栄養強化はあえて行わず、

オーツ麦、小麦胚芽、アー

モンド等素材が持つ自然

の栄養素だけで味付けし

たグラノーラです。

850円（918）
内容量 400g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434300707

180276

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

オートミール、小麦粉、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナ

ッツ、白ゴマ、蜂蜜、クルミ、塩

三育フーズ

玄米グラノーラ
素材が持っている自然の

栄養素だけを活かし、従来

の三育グラノーラに玄米フ

レークを加えて軽い食感

に仕上げました。

850円（918）
内容量 320g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4974434300714

180277

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、玄米フレーク（玄米、麦芽エキス）、オートミール、

植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ゴマ、蜂蜜、クル

ミ、塩

アルマテラ

ダーデン 有機チョコレート ダークカカオ 100％
酸味が少なく苦みもまろや

か。カカオそのものの味を

楽しみたい方へ。フェアトレ

ードのペルー産カカオを使

用。お酒やドライフルーツ

との相性良し。

750円（810）
内容量 70g　　入数 15×6　　賞味 18ヶ月
JAN 3258590002400

180479

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機カカオマス、有機ココアバター

桜井食品

有機くるみ
アメリカ産の有機栽培くるみ

です。そのまま煎って食べ

たり、ソースからメイン料理、

デザート、パン作りにと幅広

くお使いください。

600円（648）
内容量 50g　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4960813922363

372236

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機くるみ

三育フーズ

穀菜美食 グラノーラ
栄養強化はあえて行わず、

オーツ麦、小麦胚芽、アー

モンド等素材が持つ自然

の栄養素だけで味付けし

たグラノーラです。使いや

すいチャック付。

415円（448）
内容量 160g　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4974434300745

180465

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

オートミール、小麦粉、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナ

ッツ、白ゴマ、蜂蜜、クルミ、食塩 

三育フーズ

穀菜美食 玄米グラノーラ
素材が持っている自然の

栄養素だけを活かし、従来

の三育グラノーラに玄米フ

レークを加えて軽い食感

に仕上げました。使いやす

いチャック付。

415円（448）
内容量 130g　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4974434300738

180466

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、玄米フレーク（玄米、麦芽エキス）、オートミール、

植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ゴマ、蜂蜜、クル

ミ、食塩

アルマテラ

ダーデン アガベチョコレート ストロベリーピンク
ストロベリーミルク味で、イ

チゴの酸味が際立つよう

砂糖の代わりにアガベシュ

ガーを使い、風味豊かなチ

ョコレートに仕上げました。

香料、着色料不使用。

750円（810）
内容量 70g　　入数 15×6　　賞味 18ヶ月
JAN 3258590002905

180480

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ココアバター、全粉乳、アガベシュガー、乾燥イチゴ、ビーツ

アルマテラ

ダーデン 有機アガベチョコレート ダークカカオ 85％
カカオを 85％使ったビター

な味わい。カカオのフルー

ティーさとアガベシュガー

のほんのりとした甘さがあ

り、ワインやウイスキーのお

つまみにもおすすめ。

750円（810）
内容量 90g　　入数 15×6　　賞味 18ヶ月
JAN 3258590002035

180443

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機カカオマス、有機アガベシュガー、有機ココアバター

サムインターナショナル

ボンヌファーム 有機素焼きミックスナッツ
ローストによりカリッとした

食感と香ばしさが特徴。

無添加、無塩のまま素焼き

しました。お菓子作りにご

利用いただく他、そのまま

召し上がるのもおすすめ

です。

500円（540）
内容量 65g　　入数 10　　賞味 8ヶ月
JAN 4573198800593

510416

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機アーモンド、有機カシューナッツ、有機クルミ
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プレスオールターナティブ

ミルクチョコレート
ヘーゼルナッツパウダーを

練り込んだ、リッチで口溶け

のよいミルクチョコレート。

ナッツの香ばしい風味がミ

ルクの濃厚な甘みを引き

立てます。

600円（648）
内容量 100g　　入数 12×12　　賞味 1年
JAN 4948831001130

180240

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

全粉乳、粗糖、ココアバター、カカオマス、黒糖、ヘーゼルナッツ粉、バ

ニラ

プレスオールターナティブ

ヘーゼルナッツチョコレート
丸ごとのヘーゼルナッツが

ゴロゴロと贅沢に入ったチョ

コレートです。口溶けのよい

ミルクチョコレートとヘーゼ

ルナッツの独特の歯ごたえ

と風味は相性抜群です。

700円（756）
内容量 100g　　入数 10×12　　賞味 10ヶ月
JAN 4948831001154

180242

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ヘーゼルナッツ、全粉乳、粗糖、ココアバター、カカオマス、黒糖、バニラ

プレスオールターナティブ

エクストラチョコレート
カカオ71％のビターな味わ

いと、上質の口溶けを両立

させた大人な味わいのチョ

コレート。男性にも喜ばれ

ます。

600円（648）
内容量 100g　　入数 12×12　　賞味 2年
JAN 4948831001246

180244

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カカオマス、粗糖、ココアバター、黒糖、バニラ、（一部に乳成分を含む）

プレスオールターナティブ

ウインターチョコレート
ミルクチョコレートの中に

シナモン・コリアンダー香

るへーゼルナッツプラリネ

を閉じ込めました。アロマ

ティックな味わいです。

750円（810）
内容量 100g　　入数 8×12　　賞味 10ヶ月
JAN 4948831001178

180246

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖、ココアバター、全粉乳、ヘーゼルナッツ粉、カカオマス、黒糖、シ

ナモン、コリアンダー、バニラ

プレスオールターナティブ

珈琲豆チョコ
深煎り珈琲豆を丸ごと、ミ

ルククーベルチュールチョ

コレートでコーティングしま

した。ほろ苦い珈琲豆と、ま

ろやかで甘いチョコの相性

抜群です。

440円（475）
内容量 50g　　入数 25　　賞味 1年
JAN 4948831000669

180351

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

チョコレート（粗糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス）（ドイツ製造）、コ

ーヒー豆

商品コード メーカー 商品名 内容量 入数  本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

180444 アルマテラ ダーデン 有機アガベチョコレート ダークカカオ 70% 100g 15 × 6 750円(810) 18ヶ月 3258590000185

180446 アルマテラ ダーデン アガベチョコレート ミルク 100g 15 × 6 750円(810) 18ヶ月 3258590000192

180543 アルマテラ チョコっとビオ 有機アガベチョコレート カカオ 70% 5本入×2 12 × 6 400円(432) 18ヶ月 4560435421055

180544 アルマテラ チョコっとビオ 有機ココシュガーチョコ アーモンドミルク 5本入×2 12 × 6 400円(432) 18ヶ月 4560435421062

180545 アルマテラ チョコっとビオ 有機ミントチョコレート カカオ 71% 5本入×2 12 × 6 400円(432) 14ヶ月 4560435421079

180241 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ ビターチョコレート 100g 12 × 12 600円(648) 18ヶ月 4948831001147

180352 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ ミニチョコ オレンジビター 40g 18 × 10 350円(378) 18ヶ月 4948831001390

180354 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ ミニチョコ ジンジャーレモン 40g 18 × 10 350円(378) 18ヶ月 4948831001413

180411 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ ミニチョコ エスプレッソ 40g 18 × 10 350円(378) 1年 4948831001512

180248 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ クランベリーチョコ 40g 25 350円(378) 6ヶ月 4948831001543

180249 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ レーズンチョコ 50g 25 350円(378) 6ヶ月 4948831000836

180250 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ ラ・トリュフ 8g × 8 24 740円(799) 18ヶ月 4948831000447

180481 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ 塩チョコ×カシュー 35g 25 390円(421) 6ヶ月 4948831001963

180540 ﾌ ﾚ゚ｽｵｰﾙﾀｰﾅﾃｨﾌﾞ 抹茶チョコ×カシュー 35g 25 390円(421) 6ヶ月 4948831002397

プレスオールターナティブ

ミニチョコ カカオ８０％
ドミニカ共和国とパナマの

カカオを使用。カカオの力

強い香りとコク、上質な苦み

と酸味があり、少量でも満

足感を得られます。 口の中

で感じる酸味がクセになり

ます。

350円（378）
内容量 40g　　入数 18×10　　賞味 2年
JAN 4948831001673

180447

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カカオマス、粗糖、ココアバター、バニラ、（一部に乳成分を含む）

【季節限定チョコレート】
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高橋ソース

有機トマトジュース 食塩無添加
安心な有機栽培のトマトを

使用し、トマト本来の旨味

を濃縮した食塩無添加の

フルーティな味わいのトマ

トジュースです。

120円（130）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4906967047507

190006

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機トマト（米国産）

ナガノトマト

信州生まれのおいしいトマト 食塩無添加
血圧が高めの方におすす

めです。ナガノトマト独自ブ

ランド「愛果（まなか）」を100

％使用。

【機能性表示食品】

134円（145）
内容量 190g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4902168410270

190119

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマト（長野県）

ナガノトマト

信州生まれのおいしいトマト 低塩
ナガノトマト独自ブランド「愛

果（まなか）」を100％使用。

トマトをおいしく味わえる

低塩ストレートタイプ。

134円（145）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4902168410188

190002

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマト（長野県）、食塩

ゴールドパック

信州・安曇野トマトジュース 食塩無添加
トマト本来の甘さと程よい

酸味がマッチした旬のお

いしさが詰まったストレー

ト100％ジュースです。数量

限定の本物の味わいをお

試しください。

135円（146）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4972251421261

190112

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマト

ゴールドパック

信州・安曇野トマトジュース低塩
トマト本来の甘さと程よい

酸味がマッチした旬のお

いしさが詰まったストレー

ト100％ジュースです（低

塩）。数量限定の本物の

味わいをお試しください。

135円（146）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4972251461205

190113

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマト、食塩

ゴールドパック

信州・安曇野野菜ジュース 食塩無添加
信州・ 安曇野地域の野菜

畑で育った 8 種類の野菜

を旬の時期に収穫し、新

鮮なうちに工場へ直送し

て搾った 100％ストレート

野菜ジュースです。

135円（146）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4972251521220

190114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

トマトジュース、野菜ジュース（セルリー・にんじん・キャベツ・ほうれ

ん草・レタス・クレソン・パセリ）、レモン果汁、香辛料

ゴールドパック

キャロットジュース
緑黄色野菜の王様である

にんじんのそのままのお

いしさと、さらりとした口当た

りで飲みやすい100％キャ

ロットジュースです。 　

114円（123）
内容量 160g　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4972251711102

190009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

濃縮にんじん（にんじん（千葉県））、レモン

三育フーズ

にんじん５５
千葉県産にんじん 55％、ト

マト43％、レモン2％のミッ

クスジュースです。ビタミンＡ

が豊富に含まれています。

150円（162）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4974434401176

190010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

濃縮にんじん（国内製造）、トマト（濃縮還元）、レモン（濃縮還元）、塩

いち粒

人参ジュース
雪の下で越冬させることで

臭みが消えてフルーツのよ

うな人参を、食物繊維をた

っぷり残すストレート搾り製

法でジュースにしました。

280円（302）
内容量 200ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4909112200048

190105

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にんじん、レモン、うめエキス
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ゴールドパック

信州・安曇野りんごジュース
信州・ 安曇野地域のりん

ご畑で豊かに実ったりんご

を使用。りんご本来の甘さ

と酸味がマッチした100％

ストレートりんごジュース。

135円（146）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4972251231211

190115

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご、酸化防止剤（ビタミン C）

いち粒

完熟りんごジュース
完熟したフジりんごを搾っ

た100％ピュアジュースで

す。一口飲めば、上質なり

んごの旨みと香りを味わえ

ます。

270円（292）
内容量 200ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4909112200031

190106

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご

創健社

りんごしぼり
長野県産りんごを搾った

100％ストレートジュースで

す。(混濁タイプ・ビタミン C

無添加）

160円（173）
内容量 190g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4901735020485

31091164

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご（長野県）

創健社

ぶどうしぼり
国内産のぶどうを搾った

100％ストレートジュース。

170円（184）
内容量 190g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4901735020508

31091154

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう（国産）

ナガノトマト

国産温州みかん１００
国産温州みかんを 100％

使用し、そのまま搾ったジ

ュースです。 ストレート果

汁。砂糖、香料無添加。

155円（167）
内容量 125ml　　入数 36　　賞味 5ヶ月
JAN 4902168801337

190011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うんしゅうみかん（国産）

  36 個単位で販売  

ナガノトマト

国産ふじりんご１００
国産ふじりんごを 100％使

用し、そのまま搾ったジュ

ースです。 ストレート果汁。

砂糖、香料無添加。

123円（133）
内容量 125ml　　入数 36　　賞味 5ヶ月
JAN 4902168801320

190012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご（国産）

  36 個単位で販売  

いち粒

完熟とまとジュース 食塩無添加
完熟した魚沼産トマトのみ

を搾ったトマトジュースで

す。露地栽培で育てたトマ

ト本来の味わいをご堪能く

ださい。

270円（292）
内容量 200ml　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4909112200062

190104

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

とまと

長野興農

信州まるごとプルーンジュース
長野県産プルーンを使用

した果汁100％ストレート

ジュースです。

150円（162）
内容量 160g　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4904105052215

190125

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

プルーン(長野県)

  20 個単位で販売  

  20 個単位で販売  

  6 個単位で販売  
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竹嶋有機農園

無添加りんごジュース
減農薬、無化学肥料栽培

の7種類のりんごを使用し

た100％ストレートジュース

です。

1,160円（1,253）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4573506870010

190126

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご

ジャフマック

醗酵カシス飲料
ニュージーランド産カシス

を醗酵させ、飲料に仕上げ

ました。カシスは多くのポリ

フェノールを含有しており

ます。5 倍に薄めてお召し

上がりください。

1,890円（2,041）
内容量 565ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4971969000386

190095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

カシス（ニュージーランド産）、甜菜糖、甜菜糖液糖、甜菜糖オリゴ糖蜜

ジャフマック

醗酵生姜
国産生姜を醗酵させ、美

味しく仕上げました。 醗酵

させることでショウガオー

ルがアップしております。 5

倍に薄めてお召し上がりく

ださい。

1,980円（2,138）
内容量 565ml　　入数 12　　賞味 730日
JAN 4971969000584

510410

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

生姜（国産）、甜菜糖、甜菜糖液糖、レモン濃縮果汁、生姜粉末

ヒカリ

有機野菜とバナナのスムージー
有機野菜と有機バナナを

使用し、野菜嫌いの方やお

子さまでも有機バナナの自

然な甘みで飲みやすい、砂

糖・ 食塩不使用の有機

JAS認証のスムージーです。

200円（216）
内容量 160g　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4952399710533

190093

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

野菜〔有機にんじん、有機トマト、有機かぼちゃ、有機だいこん（根、

葉）、有機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、有機モロヘイヤ、

有機キャベツ、有機しょうが、有機たまねぎ、有機青じそ〕、果実（有機

バナナ、有機レモン、有機すだち）

ヒカリ

有機フルーティーＭｉｘジュースプラス野菜
果汁85％＋野菜汁15％の

甘めで程よく飲みごたえ

のある、砂糖 ・食塩不使

用の有機JAS 認証のミ

ックスジュースです。野菜

を取りたい女性にも。

170円（184）
内容量 195g　　入数 15　　賞味 1年
JAN 4952399710557

190103

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果実（有機ぶどう、有機りんご、有機バナナ、有機レモン、かぼす、有機

すだち）、野菜（有機トマト、有機にんじん、有機小松菜、有機エンサイ、

有機つるむらさき、有機モロヘイヤ、有機たまねぎ、有機青じそ）

ヒカリ

オーガニックジンジャーエール
国産有機しょうがを使用し

た有機JAS 認 証のジン

ジャーエールです。爽やか

な飲み心地に有機しょうが

の辛みをきかせた刺激的

な味わいです。

140円（151）
内容量 250ml　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399710519

190071

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖、有機りんご果汁、有機しょうが、有機レモン果汁、有機すだ

ち果汁／炭酸

ヒカリ

オーガニックアップルサイダー＋レモン
有機りんご・レモンを 85％

以上使用し、砂糖不使用

で後味がすっきりした有機

JAS認証のアップルサイダ

ーです。

140円（151）
内容量 250ml　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399710458

190072

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果実（有機りんご、有機レモン）／炭酸

創健社

丹沢サイダー
神奈川県丹沢山系がつく

り出したおいしい水を使っ

た、昔懐かしいサイダー。

甘さ控え目です。

110円（119）
内容量 250ml　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4901735000456

31090303

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果糖ぶどう糖液糖（国内製造）／炭酸、香料、酸味料

早藤

有機みかんジュース
有機栽培のみかんから搾

った有機うんしゅうみかん

ストレートジュース。一年に

一度だけ作っている限定

品です。

1,200円（1,296）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 2年
JAN -

190019

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機うんしゅうみかん（湯河原産）

  30 個単位で販売  



098

飲
料

小谷穀粉

ミネラル水 深海の恵み
光と大気にさらされていな

いフレッシュな室戸海洋深

層水（逆浸透膜ろ過水及

び濃縮水）を100％使用し

たミネラルウォーターです。

330円（356）
内容量 2L　　入数 6　　賞味 1年
JAN 4542024000124

190053

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水（室戸海洋深層水100％）

コーケン産業

天川村の湧水
奈良県の五代松鍾乳洞よ

り湧出している天然水をそ

のままボトリング。 百年近

くの歳月をかけ自然濾過さ

れた、ミネラルバランスが

良い非加熱ミネラルウォー

ターです。

500円（540）
内容量 2L　　入数 6　　賞味 18ヶ月
JAN 4961455804277

190055

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水（天然鉱泉水）

釜石鉱山

仙人秘水
軟水で弱アルカリ性の仙

人秘水は、岩清水のような

ほのかな甘みとフレッシュ

感のある美味しさで、常温

でも喉越しが良く体のすみ

ずみまで澄みとおるような

感覚です。

300円（324）
内容量 1,100ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4993310010110

190120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水（鉱泉水）

ヒカリ

オーガニックぶどうサイダー＋レモン
有機白ぶどうと有機赤ぶ

どうをブレンドし、砂糖不使

用で有機果汁の甘みだけ

で後味すっきりの、有機

JAS 認証のぶどうサイダ

ーです。

140円（151）
内容量 250ml　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399710526

190073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果実（有機ぶどう、有機レモン）／炭酸

ヒカリ

レモンサイダー
有機レモンを使用し、有機

レモン本来の味が楽しめ

るレモンサイダーです。 香

料・ 保存料・ 着色料・ 酸

味料・果糖ブドウ糖液糖は

不使用です。

140円（151）
内容量 250ml　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4952399710229

190121

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

砂糖（てん菜（国産））、有機レモン果汁／炭酸

パナバック

ヴェリタスブロイ
添加物を一切使っていな

いプレミアム・ ピルスナー

ビールから先端技術でア

ルコールだけを抜き、日本

人の嗜好に合ったシャー

プなキレを実現した身体

に優しいノンアルコールビ

ールです。

127円（137）※3月1日より値上

内容量 330ml　　入数 24　　賞味 15ヶ月
JAN 4519723001387

190110

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

モルト、ビール酵母、ホップ、天然水

原産国：ドイツ

パナバック
S. ミニャール　スパークリングワイン
グレープジュース 赤
ひときわ人気の高いぶどう

品種、「サンジョベーゼ」と

「トレッビアーノ」。サンジョ

ベーゼ種をメインにしたブ

レンドにより色と香りが濃

厚になり、華やかで深みの

ある味わいになりました。

750円（810）
内容量 750ml　　入数 12　　賞味 30ヶ月
JAN 4519723001257

190116

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう／二酸化炭素

原産国：ベルギー

パナバック
S. ミニャール　スパークリングワイン
グレープジュース 白
ひときわ人気の高いぶどう

品種、「サンジョベーゼ」と

「トレッビアーノ」。 トレッビ

アーノ種本来のフルーティ

な香りとフレッシュで爽や

かな味わいが引き立ち、上

品で高級感があります。

750円（810）
内容量 750ml　　入数 12　　賞味 30ヶ月
JAN 4519723001271

190117

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ぶどう／二酸化炭素

原産国：ベルギー

  6 個単位で販売  

  6 個単位で販売  

釜石鉱山

仙人秘水
軟水で弱アルカリ性の仙

人秘水は、岩清水のような

ほのかな甘みとフレッシュ

感のある美味しさで、常温

でも喉越しが良く体のすみ

ずみまで澄みとおるような

感覚です。

170円（184）
内容量 500ml　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4993310010059

190056

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水（鉱泉水）
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オムコ東日本

富士山のおいしい水 イオン水
富士山系の伏流水を電気

分解したアルカリイオン水

です。5 年の保存が可能、

備蓄水としてもご利用いた

だけます。（保存水）

320円（346）
内容量 1.5L　　入数 8　　賞味 5年
JAN 4970355483079

190059

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

水（深井戸水）

ゴールドパック

北アルプス茶屋の緑茶
緑茶本来の香りとすっきり

した味わいに仕上げるた

め、相性のよい信州・ 安曇

野の水を使ってやさしく絶

妙なタイミングで抽出しま

した。

133円（144）
内容量 500ml　　入数 24　　賞味 9ヶ月
JAN 4972251923727

190081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶（国内産）、ビタミン C

遠藤製餡

北海道産あずき美人茶（無糖）
北海道産小豆を使用して

作った小豆のお茶です。冷・

温どちらでもお飲みいただ

けます。 ポリフェノール、カ

リウム含有でノンカロリー、

ノンシュガー、ノンカフェイ

ン飲料です。

170円（184）
内容量 500ml　　入数 24　　賞味 9ヶ月
JAN 4958655030087

190107

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

あずき（北海道産）

有機コーヒー

オキノ

有機リキッドコーヒー 無糖
厳選した有機栽培の100％

アラビカ種コーヒー豆を原

料に、Ｕ字型ネルドリップ抽

出で作り上げたリキッドタイ

プのアイスコーヒーです。

590円（637）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4935982000020

190063

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

オキノ

有機リキッドコーヒー 有糖
厳選した有機栽培の100％

アラビカ種コーヒー豆と有

機栽培シュガーを原料に、

Ｕ字型ネルドリップ抽出で

作り上げたリキッドタイプの

アイスコーヒーです。

590円（637）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 6ヶ月
JAN 4935982000013

190064

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖、有機コーヒー

マルサンアイ

業務用国産大豆の無調整豆乳
国産大豆（非遺伝子組換

え）と水だけを使用した無

調整豆乳です。様々な料

理の材料として大豆本来

の風味をご賞味ください。

320円（346）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 4ヶ月
JAN 4901033631314

190024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆(国産:遺伝子組換えでない）

フルーツバスケット

ＥＣＯ・ＢＬＡＣＫ（無糖）
有機栽培の珈琲豆を使用、

紙で作られた飲料容器（カ

ートカン）採用の環境に配

慮したブラックコーヒーです。

143円（154）
内容量 195g　　入数 30　　賞味 9ヶ月
JAN 4947812006805

190124

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

コーヒー（コーヒー生豆（エクアドル・メキシコ））

海東ブラザーズ

海東プレミアム 有機金花プーアール茶 (PET)
有機認証取得の安心 ・ 安

全な中国茶です。 手摘み

の春の一番茶のみを贅沢

に使用しました。

低カフェインで、プーアール

茶のペットボトルは他には

ありまん。

140円（151）
内容量 500ml　　入数 24　　賞味 9ヶ月
JAN 4531711002800

190133

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機黒茶（中国製造）

海東ブラザーズ

海東プレミアム 有機ジャスミン茶 (PET)
有機認証取得の安心 ・ 安

全な中国茶です。 手摘み

の春の一番茶のみを贅沢

に使用しました。 ジャスミ

ンの生花のみで香りづけし

た、香料不使用の優しい

香りをお楽しみください。

140円（151）
内容量 500ml　　入数 24　　賞味 9ヶ月
JAN 4531711002787

190132

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ジャスミン茶（中国製造）
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マルサンアイ

豆漿（ドウジャン）

有機大豆を主原料に、は

とむぎ粉をプラスした豆乳

飲料です。

330円（356）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 4ヶ月
JAN 4901033633455

190026

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／重曹、貝カルシ

ウム

マルサンアイ

豆漿（ドウジャン）

有機大豆を主原料に、は

とむぎ粉をプラスした豆乳

飲料です。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4901033633356

190028

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／重曹、貝カルシ

ウム

マルサンアイ

青汁豆漿
有機大豆を主原料に、大

麦若葉エキスパウダー、よ

もぎ粉末をプラスした豆乳

飲料です。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4901033633370

190029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖・水あめ）、植物油脂、大麦

若葉エキスパウダー、食塩、よもぎ粉末／貝カルシウム、安定剤（ジェ

ラン）

マルサンアイ

麦芽豆漿
有機大豆を主原料に、麦

芽エキス、カフェインレスコ

ーヒー、玄米全粒粉等を加

えた豆乳飲料です。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4901033633400

190030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、砂糖、麦芽エキス、植物油脂、カフェイン

レスコーヒー、食塩、玄米全粒粉／重曹

マルサンアイ

有機豆乳無調整
有機大豆だけを使用し、

大豆本来のおいしさを追

求した自然派志向の豆乳

です。大豆固形成分9％の

豆乳です。

310円（335）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 5ヶ月
JAN 4901033630034

190096

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大豆(遺伝子組換えでない）

三育フーズ

飲む大豆無加糖
有機栽培の丸大豆を原料

に、小麦胚芽、クロレラエキ

ス、コンブエキス等をブレン

ドした砂糖不使用の豆乳

飲料です。

110円（119）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4974434100147

190034

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（有機）、小麦胚芽乳、植物油脂、塩、クロレラエキス、昆布エキス

／炭酸カルシウム、レシチン、ビタミン E

三育フーズ

げんきなカルシウム（ヨーグルト風味）
ヨーグルト風味の飲料で

す。栄養機能食品（カルシ

ウム）、1パックで 260mg の

カルシウムをおいしく補給

できます。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974434401282

190050

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

糖類（果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、果糖）、乳製品乳酸菌飲料（殺

菌）／乳酸カルシウム、安定剤（ペクチン）、酸味料、香料

マルサンアイ

国産大豆の調製豆乳
大豆固形成分9％の濃厚

タイプながら、サラッとした

おいしさに仕上げました。コ

レステロール低下作用が

確認された特定保健用食

品の調製豆乳です。

一日当たり 200ml を目安に

お召し上がりください。

320円（346）
内容量 1L　　入数 6　　賞味 4ヶ月
JAN 4901033631307

190108

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産・遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、トレハロース、乳

酸カルシウム、ビタミン E

マルサンアイ

国産大豆の調製豆乳
大豆固形成分9％の濃厚

タイプながら、サラッとした

おいしさに仕上げました。

コレステロール低下作用が

確認された特定保健用食

品の調製豆乳です。

一日当たり 200ml を目安に

お召し上がりください。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 4ヶ月
JAN 4901033631284

190027

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、／トレハロース、

乳酸カルシウム、ビタミンE

  24 個単位で販売  
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カルゲン

カルゲンエース
日本人が最も不足している

栄養素であるカルシウム

をおいしく継続的に摂取で

きるイオン飲料です。

110円（119）
内容量 200ml　　入数 24　　賞味 6ヶ月
JAN 4972672113639

190044

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果糖ブドウ糖液糖、発酵乳、貝カルシウム、殺菌乳酸菌飲料、安定剤

（ペクチン）

三育フーズ

げんきなカルシウムりんご
10％りんご果汁入り飲料で

す。栄養機能食品（カルシ

ウム）、1パックで 260mg の

カルシウムをおいしく補給

できます。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974434401343

190046

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

りんご（国産）、果糖ぶどう糖液糖／乳酸カルシウム、酸味料、香料

三育フーズ

げんきなカルシウムみかん
15％うんしゅうみかん果汁

入り飲料です。栄養機能食

品（カルシウム）、1パックで

260mg のカルシウムをお

いしく補給できます。

100円（108）
内容量 200ml　　入数 12　　賞味 6ヶ月
JAN 4974434401336

190047

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

うんしゅうみかん果汁、果糖ぶどう糖液糖／酸味料、焼成卵殻カルシ

ウム、香料

遠藤製餡

有機茜しるこ
有機小豆、有機砂糖で作

った粒入りのオーガニック

なおしるこです。牛乳や豆

乳で割ってラテにするのも

おすすめです。

有機JAS認証品

150円（162）
内容量 190g　　入数 30　　賞味 18ヶ月
JAN 4958655800093

190111

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機砂糖（ブラジル製造）、有機小豆、食塩

福光屋

ＫＯＪＩ ＰＯＷＥＲ ＤＲＩＮＫ ＣＬＥＡＲ
米麹からつくった天然素材

の経口補水液。クリアな透

明タイプ。軽快な甘みと、爽

やかな酸味、すっきりとした

後味。日常の水分補給に

おすすめです。

200円（216）
内容量 350g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4976876225884

190127

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（国産）、米麹、食塩

  24 個単位で販売  

福光屋

糀美水
天然素材100％。レモン果

汁入りのスッキリ飲める醗

酸ウォーター。糀由来のク

エン酸とレモンの爽やか

な酸味、さらりとした後味

が特徴です。

180円（194）
内容量 350g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4976876230666

190128

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米麹（国産）、レモン果汁

横井醸造

ハチミツりんご酢
国産りんご果汁100％から

造った純りんご酢をベース

に、レンゲとアカシアのはち

みつだけをブレンドした飲用

酢です。

1,000円（1,080）
内容量 500ml　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4979435000014

190083

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハチミツ、りんご酢

コトブキ

バーモント酢 アポロ
りんご酢・米酢・ハチミツを

ベースに、クロレラ・ニンニ

ク・ローヤルゼリー・高麗

人参などのエキスを配合

した健康美容飲料。爽や

かなりんご風味です。

2,000円（2,160）
内容量 720ml　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4973021210016

190084

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

高果糖液糖（国内製造）、醸造酢（りんご酢・米酢）、ハチミツ、リンゴ

濃縮果汁、還元水飴、高麗人参エキス、海藻エキス、クロレラエキス、

ニンニクエキス、ローヤルゼリー／酸味料、香料、グリシン、甘味料（ス

テビア）、ビタミン C、貝殻焼成カルシウム、ビタミン B2、ビタミン B6

コトブキ

バーモント酢 アポロ
りんご酢・米酢・ハチミツを

ベースに、クロレラ・ニンニ

ク・ローヤルゼリー・高麗

人参などのエキスを配合

した健康美容飲料。爽や

かなりんご風味です。

4,000円（4,320）
内容量 1.8L　　入数 8　　賞味 2年
JAN 4973021310013

190085

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

高果糖液糖（国内製造）、醸造酢（りんご酢・米酢）、ハチミツ、リンゴ

濃縮果汁、還元水飴、高麗人参エキス、海藻エキス、クロレラエキス、

ニンニクエキス、ローヤルゼリー／酸味料、香料、グリシン、甘味料（ス

テビア）、ビタミン C、貝殻焼成カルシウム、ビタミン B2、ビタミン B6

  24 個単位で販売  
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ヤマキ醸造

国産有機あま酒ストレート ときめく糀
国産有機米と国産有機米

で仕込んだ糀だけで発酵

させた糀の甘酒です。その

まま飲める便利なストレー

トタイプです。

270円（292）
内容量 125ml　　入数 18　　賞味 1年
JAN 4963809140055

190102

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米、米こうじ(有機米使用）

マルカワみそ

有機あまざけ
有機栽培で育てた白米を

使った白米甘酒です。麹の

醗酵のパワーが強く、一切

の砂糖を使わずここまで

甘くなりました。豆乳や乳製

品との相性もよく、甘味料

代わりにお使いください。

350円（378）
内容量 200g　　入数 25　　賞味 7ヶ月
JAN 4902854052104

190123

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機米（国産）

山高味噌

ヤマタカ おいしいあま酒 赤
砂糖や添加物を加えず、昔

ながらの製法で米麹をふ

んだんに使用して造った甘

酒です。甘酒本来のほんの

りとした自然の甘さと豊か

な香りをお楽しみください。

280円（302）
内容量 360g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4903191170353

190068

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（米国、国産）、米こうじ、食塩

山高味噌

ヤマタカ おいしいあま酒 青
砂糖や添加物を加えず、昔

ながらの製法で米麹をふ

んだんに使用して造った甘

酒です。甘酒本来のほんの

りとした自然の甘さと豊か

な香りをお楽しみください。

245円（265）
内容量 300g　　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4903191170254

190122

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米（米国、国産）、米こうじ、食塩

辻田

江戸の誉（玄米甘酒）
国産米100％のお米を使

い、玄米と玄米こうじのみ

で造った無添加の玄米甘

酒です。日本古来より愛飲

されてきた世界に誇る健

康飲料です。

470円（508）
内容量 320g（5人前）　入数 10　　賞味 6ヶ月
JAN 4968776022014

190092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米、米糀（玄米、玄米糀）

菱和園

宇治有機緑茶 金
京都・ 宇治産の一番摘み

の茶葉を使用。 香りと旨み

が凝縮されたまろやかな

味わいです。

1,000円（1,080）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332004431

200114

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（京都府産）

菱和園

宇治有機緑茶 銀
京都 ・ 宇治産の一番摘み

の茶葉を使用。 甘みと渋

みのバランスのよい、すっ

きりとしたお茶に仕上げま

した。

800円（864）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332004448

200115

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（京都府産）

水宗園

有機深蒸し茶 匠
鹿児島県で栽培された茶

葉を100％使用。最高位十

段の茶師が素材の良さを

最大限に引き出しました。

鮮やかな緑の水色と甘み

旨みがバランスよく味わえ

る深蒸し茶です。

1,000円（1,080）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 9ヶ月
JAN 4905643016226

200117

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（鹿児島県産）

菱和園

農薬を使わずに育てた宇治緑茶ＴＢ
京都の山間地で栽培した

緑茶のティーバック。収穫

前に 1週間程度覆いをし、

旨みを増した 「かぶせ茶」で

す。一番茶ならではの甘い香

りと味わいが広がります。

400円（432）
内容量 36g（20袋）　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4961332005995

200137

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶（京都府産）
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菱和園

有機ほうじ茶
京都山城の地を流れる木

津川上流のもと、有機栽培

にこだわり続けてきた茶園

で育った緑茶を弱火でじっ

くり焙じました。 ほうじ茶な

らではの香ばしさをお楽し

みください。

400円（432）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332003502

200003

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（京都府産）

菱和園

有機熟成三年番茶
有機栽培のよく伸びた茶

の木を枝のまま切り、太い

枝は刻み、茎や葉に分け

て乾燥させてじっくり熟成、

焙じて旨みのある番茶に

仕上げました。

400円（432）
内容量 80g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332002635

200007

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（京都府産）

菱和園

有機三年番茶ＴＢ
よく伸びた有機宇治茶の木

を枝のまま切り、太い枝は

刻み、葉を加えて焙じまし

た。ふくよかで香ばしい上品

な風味をお楽しみください。

700円（756）
内容量 54g（30袋）　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332003328

200008

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機緑茶（京都府産）

播磨園

三年番茶
ほどよく熟成した茎棒を主

原料に、有機茶葉を 15％

以上ブレンドした香ばしくま

ろやかな味わいのカフェイ

ンの少ないお茶です。

520円（562）
内容量 160g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4953055600014

200010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶

播磨園

三年番茶 徳用
人気の三年番茶のお徳用

サイズです。毎日のお茶と

してたっぷりお飲みいただ

けます。

900円（972）
内容量 360g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4953055600007

200011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶

ムソー

無双番茶
成熟した茶の枝葉が原料

です。熟成による旨みと丁

寧に焙じた香ばしさと艶の

ある色合いが特徴のほう

じ番茶です。

430円（464）
内容量 180g　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4978609414015

3541401

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶（国内産）

ムソー

無双番茶徳用
成熟した茶の枝葉が原料

です。熟成による旨みと丁

寧に焙じた香ばしさと艶の

ある色合いが特徴のほう

じ番茶の徳用です。

900円（972）
内容量 450g　　入数 16　　賞味 1年
JAN 4978609414091

3541409

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

緑茶（国内産）

菱和園

有機玄米茶
有機農法に取り組んだ栽

培方法で、安心、安全な香

りのよい玄米茶をつくりまし

た。 口に含んで鼻からぬけ

る玄米の香ばしさが心をな

ごませてくれます。

500円（540）
内容量 200g　　入数 10　　賞味 10ヶ月
JAN 4961332001737

200006

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（秋田県産）、有機緑茶（京都府産） 無漂白パルプ、ポリプロピレン、ポリエステル

ゼンミ

お茶パック無漂白タイプ
無漂白パルプを使用したナ

チュラルタイプのお茶・だし

パック。 入れ口に段差があ

るので簡単に開くことがで

き、底マチつきで茶葉などの

膨らみに余裕ができます。

食品用分析試験合格品。

日本製。

260円（281）
内容量 60枚入　　入数 12　　賞味 -
JAN 4965155210147

230099

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

  12 個単位で販売  
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黒姫和漢薬

えんめい茶ＴＢ
えんめい茶は、ノンカフェイ

ンで赤ちゃんからお年寄り

までお飲みいただけるご家

族みんなの健康茶です。

500円（540）
内容量 5g×24　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4901598011026

200025

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハブ茶、ハトムギ、クコ葉、クマザサ、エンメイ草

黒姫和漢薬

えんめい茶ＴＢ
えんめい茶は、ノンカフェイ

ンで赤ちゃんからお年寄り

までお飲みいただけるご家

族みんなの健康茶です。

1,500円（1,620）
内容量 5g×84　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598011033

200026

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハブ茶、ハトムギ、クコ葉、クマザサ、エンメイ草

菱和園

国内産有機麦茶ＴＢ
希少な国産の有機六条小

粒大麦のみを使用してい

ます。砂釜でていねいに焙

煎した、麦本来の優しい甘

みと旨みをお楽しみいただ

けます。

400円（432）
内容量 200g（20袋）　　入数 10　　賞味 1年
JAN 4961332002567

200012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機大麦（国産）

小谷穀粉

オーガニック自然の実り むぎ茶３２袋
有機認定された六条大麦

を100％使用した麦茶。ティ

ーバッグには、無漂白紙を

使用しております。熱風焙

煎で煎り上げた香り高い、

おいしい麦茶です。

440円（475）
内容量 10g×32　　入数 15　　賞味 2年
JAN 4901027562600

200015

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機六条大麦

小谷穀粉

国産麦茶２８袋
国産六条麦と二条麦を丁

寧に煎り上げ、国産のはだ

か麦をブレンドした麦茶で

す。二条麦茶のうま味と六

条大麦の香り、はだか麦の

甘みをお楽しみください。

250円（270）
内容量 11.5g×28　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901027514012

200016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦（国内産）、はだか麦（国内産）

太陽食品

国産活性はとむぎ茶１００
国産はとむぎを発芽する

直前で止め、焙煎した活性

はとむぎ茶です。ノンカフェ

インで、お子様からご年配

の方まで安心してお飲み

いただけます。

880円（950）
内容量 4g×30　　入数 20　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866230914

200024

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（島根県）

高千穂

発芽はと麦茶ＴＢ
国産の発芽はとむぎの持

つ優れた成分を余すこと

なく有効的に抽出できる弱

熱長時間焙煎製法を採

用。はとむぎ、裸麦、クコ葉、

クマ笹をバランスよく配合

したノンカフェイン健康茶

です。

768円（829）
内容量 6g×30　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4523698001068

200022

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

発芽はとむぎ、裸麦、くこ葉、くま笹

高千穂

はと茶ＴＢ
国産のはとむぎを発芽さ

せて使用。裸麦配合のご

家族みんなでご愛飲いた

だける健康茶です。発芽は

と麦茶に比べ、味はあっさ

りしています。

713円（770）
内容量 5g×30　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4523698002010

200018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

発芽はとむぎ、発芽裸麦

無漂白パルプ、ポリプロピレン、ポリエステル

ゼンミ

お茶だしパックＬ無漂白タイプ
無漂白パルプを使用したナ

チュラルタイプのお茶・だし

パック。 入れ口に段差があ

るので簡単に開くことがで

き、底マチつきで茶葉などの

膨らみに余裕ができます。

食品用分析試験合格品。

日本製。

260円（281）
内容量 32枚入　　入数 12　　賞味 -
JAN 4965155211243

230100

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

  12 個単位で販売  
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黒姫和漢薬

野草茶房 国産よもぎ茶
国産よもぎを使用。古くか

らよもぎ餅やお風呂に入

れたりと広く利用されてき

た親しみのある野草です。

独自の低温焙煎により風

味の良いお茶に仕上げま

した。寒い時期に身体の芯

からぽかぽか。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×32　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598051114

200042

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ヨモギ(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産びわ茶
四国産のびわの葉は、仏

教と共に日本に広められ

ました。独自焙煎により更

に美味しくお召し上がりい

ただけます。煮だすときれ

いな褐色が楽しめます。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×32　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052210

200124

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

びわ葉(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産すぎな茶
長野県産のスギナを使

用。ミネラル類が多く含ま

れ、ヨーロッパでは昔から

利用されてきた野草です。

独自焙煎により香味を増

し、美味しく仕上げました。

1,300円（1,404）
内容量 2.3g×32　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052265

200130

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スギナ(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産はとむぎ茶
富山県北西部の豊富な水

と肥沃な土地で栽培され

るはとむぎは高品質。珈琲

ロースターで高温、中温、低

温の 3 段階焙煎をすること

で美味しく仕上げました。

甘みのあるはとむぎで素

肌いきいき。

1,300円（1,404）
内容量 3.5g×28　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598050117

200035

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産どくだみ茶
長野県北部に自生するド

クダミは古くからお茶や山

菜として使われてきました。

独自焙煎によりドクダミ特

有の臭みが取れ、美味しく

お召し上がりいただけます。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×32　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052203

200122

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ドクダミ葉、茎(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 甜茶
中国広西省産甜茶でバラ

科甜葉懸鈎子(てんようけ

んこうし)の原料を使用して

います。独自焙煎で美味しく

仕上げています。甘いお茶

ですっきり爽やかに。

1,300円（1,404）
内容量 2g×24　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052128

200038

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

甜茶（バラ科）（中国）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産かきの葉茶
四国産の柿の葉を使用。

独自の低温焙煎により柿

の葉本来の風味を大切に

仕上げています。季節の変

わり目に利用ください。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×28　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052234

200125

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

柿の葉(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産くわ茶
くわの葉は、養蚕農家が

緑茶代わりにして飲んでい

ました。くわの葉に含まれ

る健康成分が注目を浴び

ています。独自焙煎により、

美味しくお召し上がりいた

だけます。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×28　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052241

200127

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

クワの葉(国産）

黒姫和漢薬

野草茶房 国産イチョウ茶
四国産のイチョウ葉を独自

焙煎することで苦みを抑

え、飲みやすく仕上げてい

ます。はつらつとした人生

の健康づくりにお役立てく

ださい。

1,300円（1,404）
内容量 2.5g×28　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598052227

200126

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

イチョウ葉（国産）
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太陽食品

飲みやすい板藍根茶
オリジナルブレンドで大変

飲みやすく仕上げました。

これからの季節におすす

めです。 保存料、着色料不

使用。

1,330円（1,436）
内容量 5g×14　　入数 20　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866010837

200131

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

板藍根（中国産）、甘草、生姜、桂皮（シナモン）

ジュゲン

国産ノンカフェイン寿元茶
原料はすべて国産。大麦

を主体に健康維持に期待

できる16種類の素材をブ

レンドしました。ノンカフェイ

ンで香りもよく、クセがない

おいしさです。

1,300円（1,404）
内容量 5g×36　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4900801000536

200110

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦、はと麦、玄米、大豆、黒大豆、たまねぎの皮、どくだみ、熊笹、び

わ葉、桑の葉、なた豆、目薬の木、杜仲茶、柿の葉、きび、霊芝

マルシマ

はぶ茶
インド産の厳選したはぶ茶

を自然の味、香りを大切に

ゆっくりと焙煎しています。

350円（378）
内容量 200g　　入数 60　　賞味 2年
JAN 4906657341205

413412

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はぶ茶

柿茶本舗

柿茶ＴＢ Ｓ
四国の奥深い山の中で完

全無農薬栽培された柿の

葉を使用。柿の葉にはビタ

ミンやポリフェノール、ミネラ

ルが豊富に含まれます。ま

たノンカフェインなので安心

してお飲みいただけます。

2,660円（2,873）
内容量 4g×28　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4931974100211

200132

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

柿の葉（徳島産・香川産）

柿茶本舗

柿茶ＴＢ Ｌ
四国の奥深い山の中で完

全無農薬栽培された柿の

葉を使用。柿の葉にはビタ

ミンやポリフェノール、ミネラ

ルが豊富に含まれます。ま

たノンカフェインなので安心

してお飲みいただけます。

7,140円（7,711）
内容量 4g×84　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4931974100204

200133

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

柿の葉（徳島産・香川産）

小谷穀粉

はぶ茶
マメ科のエビスグサの種子

を焙煎したはぶ茶です。日々

のお身体の美容と健康維

持にお役立てください。

500円（540）
内容量 500g　　入数 25　　賞味 2年
JAN 4901027600302

200052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はぶ茶

小谷穀粉

どくだみ茶
乾燥したどくだみを火入

れ、選別したどくだみ茶。ノ

ンカフェインでお子さまか

らご年配の方まで、安心し

てご愛飲いただけます。

400円（432）
内容量 100g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901027686504

200053

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

どくだみ（中国）

水宗園

爽快減肥茶（ティーバッグ）

7種の原料を使用した香ば

しいブレンド茶。毎日の健康

サポートをいたします。

600円（648）
内容量 4g×14　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4905643015625

200072

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハブ茶、キャンドルブッシュ、プーアール、黒烏龍茶、レモングラス、ル

イボス、サラシア

水宗園

黒豆ごぼう茶（ティーバッグ）

古来から健康素材として

親しまれている黒豆、美容

に良いとされるごぼう、サ

ラシアを香り良くブレンドし

た健康茶です。

600円（648）
内容量 4g×14　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4905643015618

200073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

黒豆、ごぼう、サラシア
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菱和園

有機ルイボスティＴＢ
マイルドな味わいの南アフ

リカ産ノンカフェインハーブ

ティは赤褐色の色が特徴

です。高品質の有機ルイボ

スだけを使用しました。

400円（432）
内容量 24g(8袋)　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332004141

200109

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ルイボス

吉良食品

九州産ごぼう茶
九州産ごぼうを洗浄し皮

を残した状態でカット、乾

燥しました。1包で約200ml

のお湯を注ぎ3分程してか

らお飲みください。

500円（540）
内容量 2g×10　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4955974102648

200136

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ごぼう（九州産）

ウインドファーム

有機栽培カフェインレスコーヒーインスタント瓶
化学薬品を使わないマウ

ンテン ・ ウォーター製法で

99.9％カフェインを除去。

手軽に飲めるインスタント

タイプです。

1,170円（1,264）
内容量 80g　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4938627000683

510421

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー豆（メキシコ産、グアテマラ産）

ウインドファーム

有機栽培カフェインレスコーヒードリップバッグ
化学薬品を使わないマウ

ンテン ・ ウォーター製法で

99.9％カフェインを除去。

手軽に飲めるドリップバッ

グにしました。

760円（821）
内容量 10g×5　　入数 80　　賞味 1年
JAN 4938627000164

200102

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー豆

三洋産業

有機珈琲ほろにが深煎り
有機コーヒー豆 100％使

用。素材を最高に活かした

深煎りコーヒー。コクがあ

り、酸味はほとんど感じま

せん。ミルク、お砂糖を入れ

ても負けない、しっかりした

仕上がりのコーヒーです。

700円（756）
内容量 10袋　　入数 48　　賞味 1年
JAN 4962522407445

200076

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー豆100％

三洋産業

有機珈琲まろやか中煎り
有機コーヒー豆 100％使

用。素材を最高に活かし

た中煎りコーヒーです。マイ

ルドな苦味、酸味、コクを感

じられるバランスの取れた

ポピュラーな味です。

700円（756）
内容量 10袋　　入数 48　　賞味 1年
JAN 4962522407438

200077

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー豆100％

オキノ

オーガニックインスタントコーヒー クスコ緑ラベル
ドイツの有機インスタント

専門工場でフリーズドライ

にしました。有機コーヒー

オイルでコーティングする

ことにより、粒が崩れにくく

なり、香りがよくなります。

1,350円（1,458）
内容量 80g　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4935982007005

200074

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー

オキノ

オーガニックインスタントコーヒー クスコ緑ラベル詰替
買い足しに便利な、クスコ

の詰替え用です。

1,200円（1,296）
内容量 75g　　入数 20　　賞味 18ヶ月
JAN 4935982000907

200075

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機コーヒー
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恒食

たんぽぽ珈琲
たんぽぽ根のエキスと数

種類の野草エキスをブレ

ンドして作ったほんのり甘

いインスタントコーヒー。ノ

ンカフェインなので妊婦の

方やお子さまにも。

1,770円（1,912）
内容量 150g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4951895000933

110096

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乳糖（乳成分を含む、アメリカ製造）、たんぽぽ根、黒大豆、小豆、サン

ザシ、クチナシ、カフェインレスコーヒー、麦芽エキス／香料

恒食

たんぽぽ珈琲
たんぽぽ根のエキスと数

種類の野草エキスをブレ

ンドして作ったほんのり甘

いインスタントコーヒー。ノ

ンカフェインなので妊婦の

方やお子さまにも。

3,300円（3,564）
内容量 290g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4951895000926

110097

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乳糖（乳成分を含む、アメリカ製造）、たんぽぽ根、黒大豆、小豆、サン

ザシ、クチナシ、カフェインレスコーヒー、麦芽エキス／香料

菱和園

農薬を使わずに育てた紅茶ＴＢ
ケニアの山麓で農薬を使

わずに栽培した紅茶です。

紅茶の色は綺麗な濃いオ

レンジ色、フレッシュな香り

と苦みをおさえたコクの深

さが特徴です。

300円（324）
内容量 44g（20袋）　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332000853

200080

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅茶

菱和園

有機ダージリン紅茶ＴＢ
ベストシーズンに収穫され

た最高品質の茶葉を厳選。

さわやかなマスカットの様

な香りを持つセカンドフラッ

シュに、まろやかな味わい

のオータムナルをブレンドし

ました。

500円（540）
内容量 40g（20袋）　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332001997

200078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機紅茶

菱和園

有機ダージリン紅茶リーフティ
ベストシーズンに収穫され

た最高品質の茶葉を厳選。

さわやかなマスカットの様

な香りを持つセカンドフラッ

シュに、まろやかな味わい

のオータムナルをブレンドし

ました。量をお好みで調節

できるリーフタイプです。

500円（540）
内容量 70g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332000150

200079

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機紅茶

菱和園

農薬を使わずに育てた紅茶リーフティ
農薬を使わずに育てた紅

茶のリーフタイプです。量を

お好みで調節できます。

500円（540）
内容量 100g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332001188

200081

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅茶

菱和園

農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶ＴＢ
農薬を使わずに育てた紅

茶に、コクのある有機アッ

サム紅茶をブレンドしまし

た。よりコクのある紅茶が

飲みたい時、ミルクティー

好きの方に。

350円（378）
内容量 40g（20袋）　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332004578

200099

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅茶

黒姫和漢薬

しょうが紅茶
ピリッとした生姜の辛さに、

甜茶のほのかな甘さをお

楽しみください。寒さを感じ

た時にオススメ、女性に人

気の高い商品です。

1,000円（1,080）
内容量 2.5g×32　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4901598040675

200087

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅茶、しょうが、甜茶、シナモン

菱和園

農薬を使わずに育てた生姜紅茶ＴＢ
農薬を使わずに育てたフレ

ッシュな香りで渋みを抑え

たケニア紅茶に、日本国内

で丁寧に栽培したピリッと

スパイシーな有機生姜を

ブレンドしました。冷えや寒

さが気になる季節に、ポカ

ポカ温まる生姜紅茶を。

380円（410）
内容量 40g（20袋）　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4961332005636

200134

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紅茶（ケニア）、有機生姜（国産）
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海東ブラザーズ

有機ジャスミン茶ティーバッグ
ジャスミンの生花のみで香

りづけした有機認証の中国

茶。手摘みの春の一番茶

のみを贅沢に使用。香料不

使用で優しい香りがします。

ジャスミン茶が苦手な方で

もお飲み頂けます。

550円（594）
内容量 1.2g×15　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4531711001711

200138

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ジャスミン茶

原産国：中国

海東ブラザーズ

有機金花プーアール茶ティーバッグ
「シルクロードの神秘的な

お茶」と呼ばれ、肉食中心

の遊牧民が生活の知恵と

して飲み続けています。 手

摘みの春の一番茶のみを

贅沢に使用した、有機認証

の安心・安全の中国茶。 低

カフェインです。

550円（594）
内容量 1.2g×15　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4531711001735

200139

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機黒茶

原産国：中国

海東ブラザーズ

有機黒烏龍茶ティーバッグ
有機認証を受けた畑の茶

葉を使用しています。旬にこ

だわった手摘み茶葉のみ

を使っているため、枝茎が入

らず、苦み・えぐみがなく、烏

龍茶本来の深い味わいと

甘さ、芳醇な香りをお楽しみ

いただけます。

550円（594）
内容量 1.2g×15　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4531711001698

200140

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機青茶（半発酵茶）

原産国：中国

マルシマ

しょうが湯（直火釜炊き）
高知県産生姜を丸ごとす

りおろしてたっぷりと使用

し、節蓮根粉末も加えまし

た。甘味に精製度の低い

粗糖や黒糖を使用し、昔

ながらの直火釜で炊いて

いますのでコクがあります。

310円（335）
内容量 100g（20g×5）　入数 20　　賞味 2年
JAN 4906657553400

415534

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖、三温糖、生姜、馬鈴薯澱粉、本葛、黒糖、節蓮根粉末

マルシマ

しょうが湯（直火釜炊き）箱入
高知県産生姜を丸ごとすりおろしてたっぷりと使用

し、節蓮根粉末も加えました。お得な箱タイプ。

738円（797）
内容量 240g（20g×12）　入数 24　　賞味 2年
JAN 4906657552007

415520

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖、三温糖、生姜、馬鈴薯澱粉、本葛、黒糖、節蓮根粉末

マルシマ

かりんはちみつしょうが湯（袋入）
高知県産生姜を丸ごとす

りおろし、たっぷりと使用。

奈良県産花梨粉末や花房

養蜂園の広島県産はちみ

つ、節蓮根粉末も加えまし

た。甘みを抑え、昔ながらの

直火釜で炊いていますの

でコクがあります。

352円（380）
内容量 60g（12g×5）　入数 20　　賞味 2年
JAN 4906657563300

415633

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

粗糖、生姜、馬鈴薯澱粉、本葛、花梨粉末、はちみつ、節蓮根粉末

ＰＴハーブス
ガーデン・オブ・アンデス
有機カモミール
カモミールは自然な甘みと

柔らかな香り。手摘みで主

に花芯の部分だけを使う

ことで贅沢で豊かな風味

を生み出します。リラックス

したい時にどうぞ。

670円（724）
内容量 20袋　　入数 50　　賞味 3年
JAN 780746058069

200143

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機カモミール

ＰＴハーブス
ガーデン・オブ・アンデス
有機ローズヒップ＆ハイビスカス
ローズヒップに鮮やかな赤

色のハイビスカスをブレン

ド。甘酸っぱさに加え、深い

コクのある味わいです。

濃い目にいれてアイスでも

どうぞ。

670円（724）
内容量 20袋　　入数 50　　賞味 3年
JAN 780746058113

200141

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ローズヒップ、有機ハイビスカス

ＰＴハーブス
ガーデン・オブ・アンデス
有機ペパーミント
鼻詰まりが辛い時やリフレ

ッシュしたい時、こってりし

た料理の後にどうぞ。高ぶ

った神経を落ち着かせる

効果も注目されています。

670円（724）
内容量 20袋　　入数 50　　賞味 3年
JAN 780746058076

200142

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機ペパーミント
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日本葛化学

ヘリクロゲン
野生の葛の葉から抽出し

た葉緑素に、大豆より抽出

したビタミンE を配合しまし

た。肉類や加工食品の摂

取が多く、野菜が不足がち

な方にお勧めします。

4,700円（5,076）
内容量 120g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4958691010029

210010

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

葛の葉、乳糖、ビタミン E

日本葛化学

ヘリクロパック
ヘリクロゲンを使いやすい分包にしました。どこでも

気軽にお飲みいただけます。

2,300円（2,484）
内容量 1g×50　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4958691010036

210011

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

葛の葉、乳糖、ビタミン E

日本葛化学

ヘリクロパック
ヘリクロゲンを分包にしたお徳用です。

4,200円（4,536）
内容量 1g×100　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4958691010043

210012

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

葛の葉、乳糖、ビタミン E

日本薬品開発

グリーンマグマ生 分包
活力、栄養価ともにピーク

時の国産大麦若葉を搾汁

し、その青汁を活性のまま

粉末化したものです。搾り

たての大麦若葉が生き

ています。

3,800円（4,104）
内容量 3g×30　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4987368110120

210058

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大麦若葉（九州産）、でんぷん分解物、乳糖

ミナト製薬

減肥くわ青汁
桑の葉、抹茶、乳酸菌の 3 要素を加えたおいしく飲

みやすい粉末タイプの青汁。桑の葉の特有成分が

健康をサポートします。

3,800円（4,104）
内容量 2g×60　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4987358203702

210200

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

桑葉末（桑葉（国産））、抹茶、澱粉、乳酸菌末

ハウザー

青汁の素 分包
岡山県産のポルトガルケ

ールを 100％使用。農薬、

除草剤を一切使用してい

ません。慢性的な野菜不

足の方に。

1,700円（1,836）
内容量 4g×30　　入数 30　　賞味 1年
JAN 4977571214616

210095

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ケール粉末（岡山県産）、ブドウ糖、乳糖

ユニアル

笹オリゴ
天然のクマ笹を主原料と

し、微粉砕に精製して作ら

れた健康補助食品です。 ク

マ笹のもつ豊富な食物繊

維や栄養素を手軽に補給

できます。

3,500円（3,780）
内容量 146.2g（170mg×860粒）入数 12　賞味 2年
JAN 4580682260030

210235

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

クマザサ粉末（国内製造）、ガラクトオリゴ糖、食用精製加工油脂（硬

化油）、デンプン分解物、でん粉

星製薬

ホシ隈笹エキス
精選した良質のクマ笹を

十分に乾燥させ、古来より

伝わる技術、製法により高

温熱加水分解し、多糖体

栄養成分を抽出した濃縮

エキスです。

18,000円（19,440）
内容量 45g　　入数 6　　賞味 3年
JAN 4905866210210

210018

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

国内産クマ笹100％

恒食

アロエスペシャルエキス
キダチアロエは「医者いら

ず」と呼ばれ、民間薬として

古くから使用されてきまし

た。高知県四万十川流域

で有機栽培されたキダチ

アロエを100％使用してい

ます。メジャーカップ付。

3,500円（3,780）
内容量 720ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4951895001220

110103

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機キダチアロエ（四万十産）
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ウメケン

梅炫 梅エキス
大粒で良質な紀州産青梅

果肉のしぼり汁だけを長

時間じっくり煮詰め濃縮し

た梅エキスです。 梅エキス

は活き活きした健康生活

に役立つ食品です。

11,000円（11,880）
内容量 280g　　入数 6　　賞味 3年
JAN 4973839921258

210037

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅エキス（和歌山県製造）

ウメケン

梅炫 梅エキス粒
紀州産の梅エキスを国産アヤムラサキ（紫芋の一

種）と一緒に練り上げた、粒状の健康補助食品です。

14,500円（15,660）
内容量 450g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4973839100356

210039

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅エキス（和歌山県製造）、甘藷（アヤムラサキ）、でん粉、食物繊維、

牡蠣殻末

恒食

梅肉エキス
紀州産の良質な青梅のし

ぼり汁だけをじっくり煮詰

めた貴重な梅エキスです。

健康の維持に大切な有機

酸であるクエン酸を豊富

に含む栄養補助食品です。

3,300円（3,564）
内容量 90g　　入数 6　　賞味 37ヶ月
JAN 4951895001862

110100

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅エキス（和歌山県製造）

恒食

梅肉エキス粒
紀州産の梅エキスを米粉

と一緒に練り上げ、飲みや

すく丸粒にしたものです。 健

康の維持に大切な有機酸

であるクエン酸を豊富に含

む栄養補助食品です。

3,300円（3,564）
内容量 90g　　入数 6　　賞味 37ヶ月
JAN 4951895001879

110101

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅エキス（和歌山県製造）、米粉

国産の梅肉エキスに、沖縄

県産のさとうきび粉末 （ウ

ージパウダー）や、国産の米

粉、寒梅粉を配合し、飲み

やすい粒状にしました。 梅

肉エキスを飲みたいけれど、

すっぱいものが苦手という

方もぜひお試しください。

9,100円（9,828）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4978986102796

210230

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅肉エキス（国内製造）、米粉、さとうきび粉末、寒梅粉、デンプン、米

油

梅丹本舗

古式梅肉エキス
青梅の果汁を長時間加熱

して作る伝統的な健康補

助食品で、クエン酸を豊富

に含んでいます。ごく少量

で、レモンの様な酸味があ

ります。

4,520円（4,882）
内容量 90g　　入数 20　　賞味 3年
JAN 4978986102840

210227

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅（国産）

ジャフマック

梅肉酵母エキス
梅肉エキスの酸味は、天然

酵母を加えることでにより

まろやかで食べ易くなって

おります。香料、保存料、酸

化防止剤は使用しておりま

せん。

3,700円（3,996）
内容量 115g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4971969194368

210049

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

甜菜糖(国内製造 )、りんご、梅肉エキス、梅、みかん、食塩

アイリス

梅醤番茶
小麦不使用のたまり醤油

など、こだわりの厳選素材

で作る伝統の味。 マクロビ

の定番茶、免疫力を高め身

体の調子を整えるお茶とし

ても一年中大人気。

1,700円（1,836）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 1年
JAN 4952342515000

210052

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機たまり醤油、紀州産梅干し、有機三年番茶、国産生姜粉末

梅丹本舗

梅丹ＵＧ
国産の梅肉エキスに、沖縄

県産のさとうきび粉末 （ウ

ージパウダー）や、国産の米

粉、寒梅粉を配合し、飲み

やすい粒状にしました。 梅

肉エキスを飲みたいけれど、

すっぱいものが苦手という

方もぜひお試しください。

4,200円（4,536）
内容量 75g　　入数 20　　賞味 2年
JAN 4978986102789

210229

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

梅肉エキス（国内製造）、米粉、さとうきび粉末、寒梅粉、デンプン、米

油

梅丹本舗

梅丹ＵＧ
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アイリス

梅醤番茶お徳用
梅醤番茶のお徳用サイズ。

梅・醤油・生姜の香りを活

かし、和風パスタやドレッシ

ングなど、工夫次第で色々

なお料理に幅広くお使いい

ただけます。

2,900円（3,132）
内容量 360g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4952342527133

210204

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機たまり醤油、紀州産梅干し、有機三年番茶、国産生姜粉末

いんやん倶楽部

梅醤エキス
からだを芯から温めてくれ

る梅醤エキス。有機梅干し

を裏ごしたものと有機醤油

を合わせた梅醤 (うめしょ

う) は胃腸の妙薬といわれ

ます。番茶を加えてお飲み

ください。

1,650円（1,782）
内容量 250g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4522412040314

210225

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機梅干し（国内産）、本醸造醤油［大豆（国内産: 遺伝子組換え

でない）、小麦（国内産）、食塩］

いんやん倶楽部

濃縮番茶入梅醤エキス
梅醤エキスに濃縮番茶を

加えました。番茶は栽培

期間中化学肥料、農薬不

使用です。

1,850円（1,998）
内容量 250g　　入数 12　　賞味 1年
JAN 4522412040321

210226

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機梅干し（国内産）、本醸造醤油［大豆（国内産: 遺伝子組換え

でない）、小麦（国内産）、食塩］、番茶［茶（国内産）］

恒食

ハイゴールドＥ
低温圧搾法で小麦胚芽から抽出した良質の胚芽油

を飲みやすいソフトカプセルにしました。ロングセラ

ー商品です。

4,800円（5,184）
内容量 180球　　入数 48　　賞味 2年
JAN 4580101381162

110098

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦胚芽油（国内製造）、小麦胚芽濃縮油（ビタミンE含有）／ゼラチン、

グリセリン

健康増進

パワーガーリック ＥＸ－３０
粗放農法で育てたニンニ

クをまるごと使ったタブレッ

ト。2 粒で有効成分のアリ

シンを 4,000μg 取れるよ

う凝縮しました。ニンニク臭

が臭わないコーティング製

法でエチケット対策も万全

です。

3,800円（4,104）
内容量 30袋(60粒)　　入数 30　　賞味 30ヶ月
JAN 4560152831182

210197

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ガーリックパウダー、セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、セラック、

酵母細胞壁、グリセリン、ビタミン B2

命泉本舗

命泉粒
独自の真空低温乾留法により加工したニンニクに

真珠貝微粉末を加えた健康食品です。ニンニク特

有の臭いがなく、飲みやすくなっています。

2,200円（2,376）
内容量 240粒　　入数 50　　賞味 2年
JAN 4525823000014

210108

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

にんにく、還元麦芽糖水飴、硬化菜種油、でんぷん、真珠貝殻末

健康増進

まぐろのチカラ粒
DHA・EPA には血中の中

性脂肪の値を低下させる

機能があることが報告され

ています。まぐろ魚油はま

ぐろの頭部から抽出したも

ので、酸化防止剤等の添

加物は一切含まれており

ません。1日8 粒を目安に分

けてお召し上がりください。

【機能性表示食品】

4,743円（5,122）
内容量 180粒　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4560152831526

210232

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

DHA・EPA含有精製まぐろ魚油（国内製造）／ゼラチン（魚由来）、グリ

セリン

ファイン

卵黄にんにく
国産の卵黄を使用し、特

許抽出法で安全に抽出し

た卵黄油に、国産の福地

ホワイト六片を加えたソフト

カプセルです。

3,500円（3,780）
内容量 120粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652001978

210126

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦胚芽油、ゼラチン、卵黄油（国内産）、にんにくエキス末（国内産）、

豚プラセンタ抽出物、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロ

ウ、酸化防止剤（ビタミンE）

ファイン

コエンザイムＱ１０－３０
年齢とともに不足してくる

素材。欧米ではサプリメン

ト売り上げの上位にランキ

ングされています。1日あた

り2粒で60mg のコエンザ

イムＱ10が摂取できます。

3,500円（3,780）
内容量 60粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652004252

210120

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

サフラワー油、ゼラチン、コエンザイムQ10、グリセリン、ビタミンE（大

豆由来）、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、パントテ

ン酸カルシウム、ナイアシン、V.B2、V.B1、V.B6
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ファイン

ひとみの恵 ルテイン４０
日常生活で受ける光の刺

激から目を保護します。 紫

外線やブルーライトなど光

の刺激が気になる方、目の

健康を気遣っておられる

方におすすめです。

2,500円（2,700）
内容量 60粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652008458

210188

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

べに花油、ゼラチン、オキアミ抽出物、ビルベリーエキス／マリーゴールド色素

（ルテインエステル含有物）、V.C、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、

ヘマトコッカス藻色素（アスタキサンチン含有）、カラメル色素、ナイアシン、V.E(

大豆由来）、パントテン酸カルシウム、βカロテン、V.B2、V.B1、V.B6、V.B12

ファイン

コンドロイチン＆グルコサミン
鮫コンドロイチンにカニか

ら抽出したグルコサミン、ミ

ネラルが豊富な焼成コン

ブ末、骨の強度を維持する

大豆イソフラボン、更に相

乗的に働くビタミン C、ビタ

ミンＢ群を加えました。

3,500円（3,780）
内容量 約545粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652001879

210122

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鮫コンドロイチン含有物、焼成コンブ末、大豆イソフラボン（遺伝子組

換えでない）、鶏軟骨抽出物（Ⅱ型コラーゲン含有物）、グルコサミン（カ

ニ、エビ由来）、V.C、ショ糖脂肪酸エステル、V.B1、V.B2、V.B6

ファイン

イチョウの葉エキス粒
イチョウの葉には活性酸素

を抑制したり、物忘れ、成人

病の予防などの効果があ

るといわれています。 相乗

効果がある無臭ニンニクエ

キスを加えました。

3,000円（3,240）
内容量 約400粒　　入数 24　　賞味 37ヶ月
JAN 4976652001664

210078

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

イチョウの葉エキス末、乳糖、ニンニクエキス末、ショ糖脂肪酸エステ

ル、V.B6、V.B1、V.B2

星製薬

ホシコラーゲン
添加物を一切加えていな

い魚由来の低分子100％フ

ィシュコラーゲンペプチドで

す。白色の無味無臭で飲み

物やお料理に混ぜて、お手

軽にお使いいただけます。

3,300円（3,564）
内容量 120g　　入数 30　　賞味 3年
JAN 4905866130129

210019

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

コラーゲンペプチド（魚由来）

コーケン産業

アセロラビタミンＣ１００
ブラジル産アセロラを主原

料にした天然体ビタミン C

のチュアブル粒。黒糖の甘

味で食べやすく仕上げまし

た。美容と健康を意識さ

れる方に。1日1～3 粒を

目安に。

2,800円（3,024）
内容量 80.5g(90粒)　　入数 30　　賞味 2年
JAN 4961455120513

210063

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アセロラ末（ブラジル産）、黒糖、でん粉、還元麦芽糖、紅花エキス末／

クエン酸、ショ糖エステル

パナケア

パナケア
陰陽の調和、太極である

パナケアは、陰と陽の絶妙

なバランスを短期間に容

易に計り、中庸へ導く、他の

追随を許さない理想的な

食品です。

20,000円（21,600）
内容量 約690粒　　入数 10　　賞味 3年
JAN 4603380554000

210109

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

紫イペ発酵抽出物、米澱粉、乾燥酵母、プロポリス

龍泉堂

関節の友
変性しやすいⅡ型コラーゲンを、鶏胸部軟骨から「非

変性」のまま特殊製法で抽出、そのままの形で小腸

に届き、関節軟骨への攻撃をストップさせることが報

告されています。【機能性表示食品】

4,800円（5,184）
内容量 20粒　　入数 24　　賞味 2年
JAN 4900870061032

210236

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

鶏軟骨抽出物（非変性Ⅱ型コラーゲン含有）／結晶セルロース、HPMC、

塩化カリウム、カラメル色素

ファイン

アイビタン
北欧産野生種のビルベリ

ーより抽出したエキスに、

DHA、ブドウ種子エキス、メ

グスリノキエキスを加え、ソ

フトカプセルに包んだアント

シアニン高含有の栄養補

助食品です。

【機能性表示食品】

3,000円（3,240）
内容量 60粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652001848

210076

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

DHA含有精製魚油､ゼラチン、小麦胚芽油、ビルベリーエキス､ブドウ

種子エキス、メグスリノキエキス、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステ

ル、ミツロウ、酸化防止剤（ビタミンE）

龍泉堂

グロコポリサッカライド
パン酵母外壁から抽出さ

れた 3μのβ- グルカンが

体内で自然免疫機能を強

化し、免疫機能のバランス

を整えることが報告されて

います。

7,800円（8,424）
内容量 60粒　　入数 12　　賞味 30ヶ月
JAN 4900870061070

210237

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

パン酵母抽出物（β-1,3／1,6-グルカン含有）(アメリカ製造）／HPMC（ヒ

ドロキシプロピルメチルセルロース）、結晶セルロース
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森川健康堂

プロポリス液
エタノール抽出法でプロポ

リスの有効成分・ 特有成

分を抽出した商品です。の

どを痛めやすい方、風邪を

ひきやすい方などに最適

な商品です。添加物等は一

切含まれておりません。

6,000円（6,480）
内容量 30ml　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4952106212350

210141

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

プロポリスエタノール抽出液（国内製造）

森川健康堂

プロポリススプレー
携帯に便利なスプレータイ

プのプロポリス商品です。抗

アレルギー素材のユーカリ

エキスや花粉症の時期に

欠かせない甜茶エキスも

配合しており、花粉症対策と

しておすすめです。

2,000円（2,160）
内容量 20ml　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4952106214934

210143

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

エタノール、還元麦芽糖水飴、プロポリスエキス、甜茶／ユーカリ香料、

ペパーミント香料

森川健康堂

プロポリス粒
プロポリスエキス末に乾燥ローヤルゼリーなどを配

合し、食べやすく小粒にした健康補助食品です。ブラ

ジルのミナスジェライス洲を原産地とした新鮮で良

質なプロポリスを使用しています。

5,000円（5,400）
内容量 4粒×30　　入数 8　　賞味 2年
JAN 4952106215443

210144

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

プロポリスエキス末（国内製造）、桂皮末、還元麦芽糖水飴、乾燥ロー

ヤルゼリー／L-アルギニン、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウ

ム、L-ヒスチジン、セラック

森川健康堂

ネオ プロポリス粒
独自の製法で製造したプロ

ポリス濃縮エキスを飲みや

すいソフトカプセルタイプに

しました。ブラジルのミナス

ジェライス洲を原産地とし

た新鮮で良質なプロポリス

を使用しています。

30,000円（32,400）
内容量 360粒　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4952106212589

210147

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦胚芽油（ドイツ製造）、プロポリスエキス（国内製造）／ゼラチン、

グリセリン、ミツロウ、酸化防止剤（ビタミン E）

磐石ローヤル

ネオローヤルゼリーシルバー
女王蜂の生命力の源であるローヤルゼリーを成分

の極限まで生かして乾燥し、胃酸での破壊を防ぐよう

コーティングしました。

5,000円（5,400）
内容量 90粒　　入数 10　　賞味 4年
JAN 4950051211015

210155

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ローヤルゼリー、乳糖

太陽食品

のみやすい板藍根 顆粒
ホソバタイセイの根、板藍根を主原料に、甘草、生姜、

ビタミン類を加えました。季節の変わり目や寒気が

気になる方におすすめです。健康食品ですので、お

薬の苦手な方、お子さまにもお使いいただけます。

1,090円（1,177）
内容量 1g×12　　入数 30　　賞味 25ヶ月
JAN 4904866200313

210013

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

板藍根、甘草、生姜、ビタミン C、ナイアシン、ビタミン B2、ビタミン B1、

ビタミンA、ビタミン D3

太陽食品

のみやすい板藍根 お徳タイプ
ホソバタイセイの根、板藍

根を主原料に、甘草、生姜、

ビタミン類を加えました。季

節の変わり目や寒気が気

になる方におすすめです。

お徳タイプ。

2,950円（3,186）
内容量 1g×36　　入数 20　　賞味 25ヶ月
JAN 4904866210916

210014

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

板藍根、甘草、生姜、ビタミン C、ナイアシン、ビタミン B2、ビタミン B1、

ビタミンA、ビタミン D3

太陽食品

田七人参の力
中国雲南省の田七人参を

100％使用。田七人参でも

貴重な 40 頭のみを厳選

し、そのままを国内にて飲

みやすい小粒タイプに加

工しています。

8,800円（9,504）
内容量 1.5g×40　　入数 12　　賞味 25ヶ月
JAN 4904866200337

210016

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

田七人参末（中国）

太陽食品

田七人参の力 お徳タイプ
中国雲南省の田七人参を100％使用。田七人参でも

貴重な40 頭のみを厳選し、のままを国内にて飲みや

すい小粒タイプに加工しています。150包入のお徳用。

27,150円（29,322）
内容量 1.5g×150　　入数 4　　賞味 25ヶ月
JAN 4904866200320

210017

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

田七人参末（中国）
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ニップン

高麗紅蔘エキス
(株) 韓国人蔘公社のブランド「正官庄」の高麗人蔘

で、6 年根のみ使用。人参の持つ成分を余すことなく

エキス化しました。食品添加物不使用。

10,500円（11,340）
内容量 30g　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4902170701328

210101

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

高麗人蔘（紅蔘）エキス

シガリオ

プレミアムブラックジンガー玄米香琲 ボックス
有機玄米を丸ごと高温焙

煎し、微粉末にしました。消

化吸収性が非常に高く、玄

米の栄養素が手軽に摂取

できます。使いやすい分包

タイプ。
※店頭販売専用商品

2,800円（3,024）
内容量 2g×36　　入数 12　　賞味 26ヶ月
JAN 4964296150015

520005

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）

シガリオ

プレミアムブラックジンガー玄米香琲 お徳用
有機玄米を丸ごと高温焙

煎し、微粉末にしました。消

化吸収性が非常に高く、玄

米の栄養素が手軽に摂取

できます。
※店頭販売専用商品

4,500円（4,860）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 26ヶ月
JAN 4964296150039

520002

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機玄米（国産）

シガリオ

プレミアムブラックジンガー黒大豆香琲 ボックス
有機黒大豆を丸ごと高温

焙煎し、微粉末にしました。

消化吸収性が非常に高く、

イソフラボンやアントシアニ

ンが手軽に摂取できます。

使いやすい分包タイプ。
※店頭販売専用商品

2,800円（3,024）
内容量 2g×36　　入数 12　　賞味 26ヶ月
JAN 4964296160014

520006

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機黒大豆（遺伝子組換えでない）（国産）

シガリオ

プレミアムブラックジンガー黒大豆香琲 お徳用
有機黒大豆を丸ごと高温

焙煎し、微粉末にしました。

消化吸収性が非常に高く、

イソフラボンやアントシアニ

ンが手軽に摂取できます。
※店頭販売専用商品

4,500円（4,860）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 26ヶ月
JAN 4964296160038

520003

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

有機黒大豆（遺伝子組換えでない）（国産）

川ばた乃エキス

すいか糖エキス
鳥取県産完熟すいか、とう

がんを長時間煮詰め、トウ

モロコシの毛を着味として

ブレンド濃縮しました。カリ

ウム、リコピン、βーカロテン

を含みます。

3,500円（3,780）
内容量 120g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4962785000087

210036

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

すいか、とうがん、トウモロコシの毛（着味を目的とする）

サン・コア

シトルリンエキス（分包）
すいかの種、皮、果肉、全てを鉄釜で人の手によって

煮詰め、低温発酵させたシトルリンエキスです。体の

巡りが気になる方に。1日1～3 包を目安に。

4,743円（5,122）
内容量 120g(4g×30)　　入数 12　　賞味 31ヶ月
JAN 4540366201032

210106

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

国産西瓜（種繊維入り）

シガリオ

まるごと玄米香琲 ブラックジンガー
国産玄米を丸ごと高温焙

煎し、微粉末にしました。 消

化吸収性が非常に高く、玄

米の栄養素が手軽に摂取

できます。

840円（907）
内容量 2g×12　　入数 24　　賞味 26ヶ月
JAN 4964296910008

210228

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

玄米（国産）

ニップン

ローストアマニ粉末
ゴールデン種のアマニを

香ばしくローストして粉末化

しました。オメガ 3（α－リノ

レン酸）、植物ポリフェノー

ル（アマニリグナン）、食物繊

維が豊富です。

1,000円（1,080）
内容量 5g×15　　入数 24　　賞味 2年　　　
JAN 4902170701847

210195

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アマニ（ニュージーランド）
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アイリス

ママカル細粒末Ｌ（料理・炊飯用）
現代人が不足しがちなカル

シウムを風化貝カルシウム

で補いましょう！健康を考え

るお料理作りに、有機の善

玉Ｃａをプラスして骨まで

元気に健康家族。

5,500円（5,940）
内容量 400g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4952342660731

210219

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

八雲産風化ニシキ貝貝殻微粉、タピオカデンプン

ウメケン

エルカルシウム 顆粒
独自の製造技術により、増

量、結着剤等を一切使用

せず顆粒状に仕上げた、

カルシウム強化剤です。

10,000円（10,800）
内容量 400g　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4973839100417

210131

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乳酸カルシウム90％、塩水湖水ミネラル液10％

ウメケン

エルカルシウム 粒
独自の製造技術により、増

量、結着剤等を一切使用

せず粒状に仕上げた、カル

シウム強化剤です。

6,000円（6,480）
内容量 200g　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4973839100608

210132

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

乳酸カルシウム100％

太陽食品

ハトムギ酵素
国産ハトムギと40種類以上のフルーツ酵素が体の

中からキレイをサポートします。

4,300円（4,644）
内容量 2.5g×60　　入数 20　　賞味 13ヶ月
JAN 4904866231218

210181

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

はとむぎ（富山県）、有機はとむぎ若葉（島根県・富山県）、果実発酵

エキス（オレンジ・キウイフルーツ・バナナ・モモ・リンゴを含む）、有

機殻付きはとむぎ（富山県）、オリゴ糖、有胞子性乳酸菌

ファイン

ハトムギエキス末
ハトムギは栄養価が高く、

美容と健康の穀物として

愛用されていますが、殻が

固く吸収されにくいのが難

点です。本品はハトムギの

成分を抽出、エキス化し、

吸収をよくした濃縮エキス

末です。

3,000円（3,240）
内容量 145g　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652000032

210072

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハトムギ

ファイン

ハトムギエキス粒
酵素処理によってハトムギ

の成分を余すことなく抽出

した10倍濃縮エキス末に、

還元麦芽糖で甘味をつ

け、カルシウムやビタミン類

を加えました。食べやすい

粒状です。

3,000円（3,240）
内容量 約680粒　　入数 24　　賞味 25ヶ月
JAN 4976652000063

210073

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ハトムギエキス、還元麦芽糖、食用卵殻カルシウム粉、D-ソルビトー

ル、V.C、ショ糖脂肪酸エステル、V.B2､V.B6､V.B1

アイリス

ママカル細粒末Ｓ（料理・炊飯用）
貯骨生活始めませんか。

小魚や野菜のカルシウムと

同じように吸収される有機

の天然カルシウムです。 毎

日の食生活は善玉Ｃａで補

給しましょう。

2,200円（2,376）
内容量 130g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4952342620704

210218

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

八雲産風化ニシキ貝貝殻微粉、タピオカデンプン

川ばた乃エキス

しじみエキス 粒
鉄釜で煮出した木曽川産

しじみエキスに澱粉を加え

て、飲みやすい粒状に仕上

げました。 必須アミノ酸、鉄

分、カルシウム、亜鉛、赤い

ビタミン B12 を含みます。

5,000円（5,400）
内容量 50g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4962785000025

210135

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しじみエキス、とうもろこし澱粉（遺伝子組換えでないもの）、メープ

ルシュガー、酸化防止剤（ビタミン E）

川ばた乃エキス

しじみエキス 原液
必須アミノ酸をバランスよ

く含む木曽川産のヤマトし

じみを鉄釜で煮出し、身・

殻・灰汁を取り除き、煮汁だ

けを長時間煮詰めて仕上

げた濃縮エキスです。

8,000円（8,640）
内容量 60g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4962785000018

210136

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

ヤマトしじみ
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ときめき倶楽部

ハワイアンスピルリナ
深層水と清純な水、澄ん

だ空気、豊かな太陽光の

中で育ったハワイ島産のス

ピルリナ。豊富なたんぱく

質とビタミン・ミネラルをバ

ランス良く含み理想的な栄

養食品です。

5,500円（5,940）
内容量 150g　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4589589060033

210217

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スピルリナ原末

アイリス

珊瑚草粒
味が苦手な方に人気の粒状です。10粒で顆粒1包

と同じ量になります。不規則な食生活の方に必要な

ミネラルが豊富、ダイエットや体質改善におすすめ。

9,000円（9,720）
内容量 180g　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4952342385832

210223

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アッケシ草、タピオカデンプン、フラクトオリゴ糖、菜種硬化油、ビー

ル酵母、米酢

アイリス

珊瑚草顆粒９０
生命の源といわれる海水

で育つ珊瑚草は、食生活

で不足しがちな鉄分 ・ ミネ

ラル ・ 食物繊維を手軽に

補給し、体の中の老廃物を

排泄する働きがあります。

10,000円（10,800）
内容量 2g×90　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4952342395619

210220

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

アッケシ草、タピオカデンプン、フラクトオリゴ糖、ビール酵母、米酢

日本薬品開発

マグマしじみエキス
新鮮な国産しじみのエキ

スを独自の製法により抽

出し、粉末化しました。独特

の旨みと、本来の栄養素を

生かした天然の味をお楽

しみください。

5,800円（6,264）
内容量 65g　　入数 6　　賞味 3年
JAN 4987368120358

210137

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

しじみ（国産）、デキストリン

アルコイリス

インカインチ・プロテイン
インカインチナッツ100％

由来の良質なタンパク質を

多く含む、消化吸収性に優

れた純植物性プロテイン。

食品添加物不使用。きな

粉のような香りとナチュラ

ルな甘みが特徴です。

1,550円（1,674）
内容量 180g　　入数 10×4　　賞味 18ヶ月
JAN 4562393000136

210210

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

サチャインチ種子

ジャパンアルジェ

海洋深層水スピルリナブレンドスピルリナ１００%
沖縄県久米島の海洋深層

水で培養したスピルリナと

アルカリ水で培養した通常

培養のスピルリナを混合し

た商品です。

2,260円（2,441）
内容量 1,500粒　　入数 24　　賞味 3年
JAN 4937224925634

210091

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スピルリナ原末

ジャパンアルジェ

海洋深層水スピルリナブレンドスピルリナ１００%
沖縄県久米島の海洋深層

水で培養したスピルリナと

アルカリ水で培養した通常

培養のスピルリナを混合し

た商品です。

2,860円（3,089）
内容量 2,200粒　　入数 12　　賞味 3年
JAN 4937224925658

210092

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

スピルリナ原末

ラメール

酒粕の恵
酒粕のレジスタントプロテイ

ンは不溶性のタンパク質で

食物繊維のような働きで

腸内の余分な油を吸着し

体外へ排出させると言わ

れ、ダイエットや便通改善、

腸内環境の改善、そしてお

肌も綺麗になることが期待

できます。

5,000円（5,400）※ネット販売不可品

内容量 60粒　　入数 10　　賞味 2年
JAN 4580179661012

210234

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

酒粕発酵物（国内製造）、酒粕発酵エキス末（酒粕発酵エキス、デキス

トリン）、穀物麹（大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、紫黒米、米粉）／ゼ

ラチン、結晶セルロース

アルコイリス

チャスキブレンドオイル・アントニオ
今世界が注目する CBD。

低温圧搾のインカインチオ

イルをベースに、その CBD

のナチュラルな代替ハーブ

として注目を集める「コパイ

バ樹液」配合のサプリメン

トオイル。 CBD×コパイバ

の相乗効果で自然なエイ

ジングをやさしくサポート。

4,600円（4,968）
内容量 27g　　入数 24　　賞味 18ヶ月
JAN 4562393000778

210238

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用麻の実油（輸入）、食用サチャインチ種子油、食用コパイバ樹液
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フジワラ化学

はなどおり（カプセルタイプ）
ポリフェノール類が含まれ

ており、抗酸化作用など

様々な働きが期待されて

います。 HPMC は植物性

カプセルの原材料です。 添

加物は一切使用しており

ませんので、安心してお召し

上がりいただけます。

※販売時期 :１～４月

2,400円（2,592）
内容量 90粒　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4967111120354

510415

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

タラヨウ／HPMC

恒食

じゃばらＥｘ
和歌山県北山村産じゃば

らを使用。特にじゃばらの

果皮には抗アレルギー成

分ナリルチンが多く含まれ

ており、季節の変わり目の

不快症状におススメです。

内側からスッキリ爽快に。

4,000円（4,320）
内容量 60粒　　入数 300　　賞味 3年
JAN 4951895003491

110168

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

じゃばら果皮末（国内製造）、澱粉分解物／結晶セルロース

大高酵素

スーパーオータカ（植物エキス醗酵飲料）

主に北海道産の原料を使

用し、創業当時より継承され

た、植物エキス抽出・自然

醗酵技術を駆使して製造し

た商品です。 保存料・添加

物などは未使用です。

4,800円（5,184）
内容量 720ml　　入数 6　　賞味 -
JAN 4971578001248

210172

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

てんさい糖、リンゴ、ニンジン、ダイコン、キャベツ、セロリ、キュウリ、バナナ、タマネギ、ゴボウ、ホウレン
ソウ、ナシ、ミカン皮、トマト、ピーマン、リョクトウモヤシ、ナス、レンコン、カボチャ、生シイタケ、ショウガ、
レタス、ニンニク、ミツバ、ウド、アスパラ、食塩、クマザサ、クローバー、コンブ、フキノトウ、タンポポ、オ
オバコ、エンドウモヤシ、スギ葉、パセリ、カブ、パイン、ブドウ、イチゴ、イタドリの若芽、アサツキ、ハクサ
イ、エノキタケ、サラダナ、シュンギク、ヨモギ、セリ、ニラ、トドマツ葉、アオシソ、ワカメ…全52種類

大高酵素

ふげん（植物エキス醗酵食品・粉末）

大高酵素の植物エキス醗

酵飲料を使用し、独自の製

法により生まれた食生活

の改善に役立つ健康食。

醗酵に伴う微量栄養素な

ども生成されています。

2,800円（3,024）
内容量 250g×2　　入数 6　　賞味 3年
JAN 4971578001460

210231

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（北海道産）、植物エキス発酵飲料（バナナ・リンゴを含む）、砂

糖（てんさい）、塩

太陽物産

ビオタックスＥｘ
7種類の穀物（あわ・ひえ・きび・タカキビ・大麦・ 紫

黒米・米）を原料に、麹菌で熟成醗酵した多穀麹酵

素です。腸内環境を整える乳酸菌も入った機能性

食品。

6,500円（7,020）
内容量 3.8g×60　　入数 6　　賞味 2年
JAN 4904947150049

210034

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

多穀麹（大麦・あわ・ひえ・きび・タカキビ・紫黒米・米粉）（国産）、

小麦胚芽、還元麦芽糖、デキストリン、はと麦末、乳酸菌生菌末、昆布末

／ビタミンＣ、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミン

B6、ビタミンB12

万成酵素

スーパー酵素 オリジナル（顆粒）
米ぬかと米胚芽に米酢の水溶液を加え、蒸してから

麹菌を混ぜ、培養して作られた酵素です。 米ぬかの

栄養素にプラスして 50 種類以上の活きた酵素が

含まれています。 混ぜ物のない無添加食品です。

4,800円（5,184）
内容量 2.5g×90　　入数 24　　賞味 1年
JAN 4580172900101

510414

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

米ぬか・米胚芽、米酢、甘蔗分蜜糖、麹菌

恒食

発酵黒生姜
発酵黒生姜粉末は、宮崎

県産大生姜を酒粕発酵液

に漬け蒸して乾燥し、ショ

ウガオールの含有量を高

めました。生の金時生姜

の 280 倍！添加物を一切

使用しない特殊な製法で

安心安全な材料だけで作

られています。 温活に！

3,700円（3,996）
内容量 39g/90粒　　入数 100　　賞味 3年
JAN 4951895003477

110166

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

発酵黒生姜末（国内製造）、海藻カルシウム、米粉（国産）

ジャフマック

果実酵母マーベル
千葉県房総半島の自然の

酵母菌を使用し、醗酵させ

た天然酵母飲料です。 香

料、保存料、酸化防止剤は

使用しておりません。

4,800円（5,184）
内容量 565ml　　入数 12　　賞味 2年
JAN 4971969102578

210165

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

果実（りんご・みかん・梅・ぶどう）、甜菜糖、天然酵母、オタネニン

ジン葉抽出液

コトブキ薬粧

寿酵素ＢＦプラス
寿酵素の発酵液には乳酸

発酵の産生物以外に、酵

母発酵による有用産生物

も含まれています。 また、

糖の吸収を防げる桑の葉

と蕃果の抽出物も配合して

います。

6,400円（6,912）
内容量 1,200ml　　入数 6　　賞味 4年
JAN 4562256931010

210177

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

植物エキス発酵液、乳糖、麦芽糖、イソマルトオリゴ糖、還元水飴、桑の

葉抽出物、蕃果抽出物/環状オリゴ糖
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プリマール

リマ フェイトスキンローションＨ
水を加えない国内産へちま

水を配合。カサつく肌にしっ

とりした潤いを与える昔な

がらのへちま化粧水です。

2,500円（2,750）
内容量 120ml　　入数 6　　
JAN 4560267943121

220002

ヘチマ水、グリセリン、エタノール、クエン酸、デヒドロ酢酸 Na、クオタニウム73

プリマール

リマ ビューティーソープ
椿油配合のマイルドで、お肌に刺激の少ない植物性

石けんです。キメ細かい泡立ちでさっぱりとした洗い

上がりです。全身にも使用可能。

800円（880）
内容量 80g　　入数 12　　
JAN 4560267943213

220048

石けん素地、エチドロン酸、水、ツバキ油、酸化チタン

ニップンライフイノベーション

アサバ へちま水
国内の契約農家で栽培さ

れたへちまの茎から汲み

上げられた植物水です。水

は一滴も使用しておりませ

ん。 乾燥しがちな肌によく

なじみ潤いを与えます。

2,300円（2,530）
内容量 120ml　　入数 6　　
JAN 4975812103026

220006

ヘチマ水、エタノール、グリセリン、クオタニウム73、メチルパラベン

ニップンライフイノベーション

アサバ スキンローションＳ
洗顔後の肌を弱酸性に整

える化粧水です。保湿成分

としてハトムギ種子エキス、

オウバクエキス、黒砂糖エ

キスを配合。エタノール、パ

ラベンフリー。

2,000円（2,200）
内容量 120ml　　入数 6　　
JAN 4975812103019

220008

水、グリセリン、ペンチレングリコール、黒砂糖エキス、アラントイン、グリチルリチ
ン酸 2K、ヨクイニンエキス、キハダ樹皮エキス、クエン酸、クエン酸 Na、クオタニ
ウム73、BG

ニップンライフイノベーション

アサバ パールミルク
肌荒れを防ぐさっぱりとし

た乳液。保湿成分としてヒ

オウギエキス、籐茶エキ

ス、真珠エキスを配合しま

した。

2,300円（2,530）
内容量 100ml　　入数 6　　
JAN 4975812104016

220022

水、スクワラン、グリセリン、BG、ミリスチン酸オクチルドデシル、ポリソルベート
60、ホホバ種子油、ツバキ種子油、アンペロプシスグロセデンタタ葉エキス、加水
分解コンキオリン、ヒオウギエキス、トコフェロール、グリチルリチン酸 2K、ベヘニ
ルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ラウロイルグルタミン酸ジステアレス-５、
カルボマー、キサンタンガム、水酸化 K、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピ
ルパラベン、エタノール

ニップンライフイノベーション

ミズフィール へちま水Ｓ
国内で栽培されたへちま

水をベースに保湿成分とし

て米セラミド、ヒアルロン酸、

チューベロース多糖体、 8

種類のアミノ酸（※）を配合。

キメ細かな肌にしっとりなじ

みます。
（※）：セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、
リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン

3,900円（4,290）
内容量 120ml　　入数 6　　
JAN 4975812803117

220009

ヘチマ水、水、エタノール、グリセリン、チューベロース多糖体、コメヌカスフィンゴ
糖脂質、加水分解酵母エキス、ヒアルロン酸 Na、ダイズ種子エキス、グリチルリチ
ン酸 2K、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、
プロリン、ベタイン、PCANa、水添レシチン、リゾレシチン、ソルビトール、クオタニウ
ム73、BG、メチルパラベン

三粧

プロメ レモンローションＣ
ノンアルコールのさっぱり

とした化粧水です。お肌に

うるおいを与え、肌荒れを

防ぎます。

600円（660）
内容量 120mL　　入数 6　　
JAN 4936218001088

220013

水、グリセリン、レモン果実エキス、ベタイン、BG、メチルパラベン

三粧

プロメ エリートＵ
レモンローションCをワンラ

ンクアップさせたプロメ主

流の化粧水です。オールス

キンタイプ。

900円（990）
内容量 120mL　　入数 6　　
JAN 4936218001101

220012

水、グリセリン、エタノール、BG、ヒメフウロエキス、シソ葉エキス、クオタニウム73、
クエン酸、メチルパラベン

ニップンライフイノベーション

アサバ ホワイトエッセンス
うるおい成分として植物エ

キス、ローヤルゼリーエキ

スを配合した、クリアな肌

のための美容液です。

3,500円（3,850）
内容量 30ml　　入数 6　　
JAN 4975812103057

220039

水、BG、PEG75、ソメイヨシノ葉エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、サッカロ
ミセスセレビシアエエキス、ローヤルゼリーエキス、マグワ根皮エキス、オタネ
ニンジン根エキス、アルニカ花エキス、アロエベラ葉エキス、セイヨウオトギリ
ソウエキス花／葉／茎、スギナエキス、セイヨウキズタ葉／茎エキス、トウキ根
エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、ホップエキス、セイヨウアカマツ
球果エキス葉、セイヨウトチノキ葉エキス、ハトムギ種子エキス、レモン果実エ
キス、ローズマリーエキス、アラントイン、アルギン酸 Na、PVP、PEG60 水添ヒ
マシ油、クエン酸、エタノール、メチルパラベン
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三粧

プロメ ゴールドローションＳ
軽いながらもしっとりとした

使用感の乳液です。肌荒

れを防ぎすこやかさを保ち

ます。無香料タイプ。

1,500円（1,650）
内容量 120mL　　入数 12　　
JAN 4936218001026

220026

水、BG、オリーブ果実油、水酸化 Mg、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸
PEG-6ソルビタン、ポリソルベート60、グリセリン、酸化チタン、クエン酸、キサンタ
ンガム、アルギン酸 Na、メチルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメ ゴールドローション
軽いながらもしっとりとした

使用感の乳液です。肌荒

れを防ぎ、すこやかさを保ち

ます。ローズゼラニウムの

香り。

1,500円（1,650）
内容量 120mL　　入数 12　　
JAN 4936218001019

220027

水、BG、オリーブ果実油、水酸化 Mg、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸
PEG-6ソルビタン、ポリソルベート60、グリセリン、酸化チタン、クエン酸、キサンタ
ンガム、アルギン酸 Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料

三粧

プロメ ＳＰクリーム
トレハロースやスクワラン

がお肌にうるおいを与えま

す。ベタつかず、さらっとした

使い心地なので、昼間や

夏にも使いやすいクリーム

です。

1,200円（1,320）
内容量 18g　　入数 12　　
JAN 4936218012053

220028

水、オリーブ果実油、ステアリン酸グリセリル（SE）、ポリソルベート60、ステアリン
酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、ポリステアリン酸スクロース、スクワラン、オレ
イン酸、トレハロース、トコフェロール、グリセリン、エタノール、アルギン酸Na、メチ
ルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメ オリーブクリーム
精製されたオリーブ油のシ

ンプルなクリームです。 お肌

によくなじみ、しっとりとした

使い心地。冬の乾燥した

肌にぜひおすすめです。

600円（660）
内容量 32g　　入数 12　　
JAN 4936218001033

220029

水、オリーブ油、ステアリン酸グリセリル（SE）、ポリソルベート60、ステアリン酸、
ポリステアリン酸スクロース、トコフェロール、アルギン酸 Na、グリセリン、メチル
パラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメ サンゴールド
日常の紫外線予防にお使

いください。伸びがよく、白浮

きせずお水で落とせます。

SPF23 PA++

2,000円（2,200）
内容量 70mL　　入数 12　　
JAN 4936218002061

220103

水、BG、ミリスチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸ソルビタン、メトキシケイヒ
酸エチルヘキシル、シリカ、ポリソルベート60、ステアリン酸 PEG6ソルビタン、ヒ
メフウロエキス、水溶性プロテオグリカン、酸化チタン、クエン酸、tブチルメトキ
シジベンゾイルメタン、ポリシリコーン14、キサンタンガム、トコフェロール、エチド
ロン酸、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメ メーキャップ２号
水溶性ファンデーションで

す。 色は肌に近いベージ

ュ系で、よりお化粧感があ

るメイクに仕上がります。

600円（660）
内容量 22g　　入数 12　　
JAN 4936218001057

220092

水、オリーブ油、ステアリン酸グリセリル（SE）、酸化チタン、ポリソルベート60、ス
テアリン酸、ポリステアリン酸スクロース、グリセリン、トコフェロール、アルギン酸
Na、酸化鉄、赤203、メチルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメコーカ
天然のベニ花色素配合の

スキンケアクリーム。就寝

時にもご使用ください。淡

いさくら色で肌をほんのり

明るく、美しく整えます。

900円（990）
内容量 18g　　入数 12　　
JAN 4936218011094

220093

水、オリーブ果実油、ステアリン酸グリセリル（SE）、ポリソルベート60、酸化チタ
ン、ステアリン酸、ポリステアリン酸スクロース、ベニバナ赤、結晶セルロース、ク
チナシ果実エキス、グリセリン、トコフェロール、アルギン酸 Na、BG、酸化鉄、メチ
ルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメ シルキーメイク
水溶性ファンデーションで

す。色はオークル系で、ツ

ヤのある自然なメイクに仕

上がります。

1,200円（1,320）
内容量 12g　　入数 12　　
JAN 4936218001118

220094

水、ミリスチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸グリセリル-（SE）、ポリソルベー
ト60、ステアリン酸、エタノール、酸化チタン、ポリステアリン酸スクロース、シリカ、
スクワラン、トレハロース、グリセリン、アルギン酸 Na、トコフェロール、酸化鉄、ク
オタニウム73、メチルパラベン、プロピルパラベン

三粧

プロメアルファー
オウゴンエキス、ヨクイニン

エキスの植物抽出液（保

湿成分)配合で肌荒れを

防ぎ、キメ を整える美容

液。幅広い年齢層の方に

おすすめです。

2,000円（2,200）
内容量 40mL　　入数 12　　
JAN 4936218001125

220042

水、グリセリン、エタノール、ヒドロキシプロピルセルロース、BG、オウゴン根エキ
ス、ハトムギ種子エキス、クオタニウム-45、クエン酸、メチルパラベン
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パナールイオン

イオンクリーム
バランスのとれた天然ミネ

ラルイオン配合。肌あれを

防ぎ、素肌本来の美しさを

保ち、お肌にうるおいとみ

ずみずしさを与えます。メイ

クの下地としてもご使用い

ただけます。

1,800円（1,980）
内容量 40g　　入数 6　　
JAN -

220032

水、グリセリン、ソルビトール、ステアリン酸、ホホバ種子油、セタノール、ステアリ
ン酸グリセリル、TEA、パルミチン酸、オレイルアルコール、岩石抽出物、ミツロウ、グ
リチルレチン酸ステアリル、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ブチルパラベン

パナールイオン

パナール ビューティーソープｐ
ミネラルイオン配合。ほど

よい洗浄力で素肌を清潔

に保ち、うるおいを残しな

がら汚れをさっぱり洗い流

せるソープです。

900円（990）
内容量 105g　　入数 6　　
JAN -

220059

石ケン素地、水、グリセリン、アロエベラ葉エキス、スクワラン、PEG75、酸化鉄、
BG、酸化チタン、ケイ酸 Al、塩化 Na、エチドロン酸 4Na、ペンテト酸 5Na、香料

田中善

ニード ぬかっこ化粧水
米ぬか成分をはじめ、アロ

エエキス、ヘチマエキス

（保湿剤）を配合したお肌

にやさしい化粧水です。お

肌にうるおいを与え、しっと

りとしたなめらかな素肌を

保ちます。

600円（660）
内容量 138ml　　入数 6　　
JAN 4904546000257

220017

水、エタノール類、グリセリン、BG、オリザノール、キダチアロエエキス1、ヘチマエ
キス、ヒドロキシエチルセルロース、アラントイン、グリチルリチン酸 2K、ラウレス
9、クエン酸 Na、クエン酸、ポリソルベート80、ポリソルベート20、PEG40 水添ヒ
マシ油、メチルパラベン、香料、青1、黄4

デイリーフーズ

ＡＬＯＥＭＩ（アロエベラ化粧水） 
オーガニックアロエの圧搾

液でつくった化粧水です。

水は不使用。 無着色・ 無

香料・ 無鉱物油・ 石油系

界面活性剤無添加・ノンア

ルコール・ノンパラベン

2,480円（2,728）
内容量 150ml　　入数 12　　
JAN 4974636009491

220272

アロエベラ液汁-1、グリセリン、クエン酸、安息香酸ナトリウム、海塩

大高酵素

ヘーラールーノ（植物エキス醗酵化粧水）

植物醗酵から生まれた醗

酵化粧水。肌をしっかりと

保湿し、乾燥から守ってく

れます。自然素材だけを使

って醗酵熟成させ育てら

れたやさしさを体感してく

ださい。

2,600円（2,860）
内容量 120ml　　入数 24　　
JAN 4971578001149

220015

水、エタノール、リンゴエキス、ニンジン根エキス、（混合植物／白糖）発酵エキス、
チンピエキス、パイナップル果実エキス、クマザサ葉エキス、キュウリ果実エキ
ス、レモンエキス、ニオイヒバ葉エキス

東京アロエ

アロヴィヴィアロエ化粧水
自社農園で栽培した有機

キダチアロエの抽出エキス

（保湿成分）を使った化粧

水です。無香料、無着色、無

界面活性剤でお肌をさっ

ぱりと潤します。

800円（880）
内容量 500ml　　入数 24　　
JAN 4904722200228

220014

水、エタノール、キダチアロエ葉エキス、レモン果実エキス、マグワ根皮エキス、
BG、グリチルリチン酸 2K、クエン酸 Na、フェノキシエタノール

三粧

プロメ ホホ紅
自然な色合いで明るい印

象に仕上がります。適量を

指先でパッティングするよ

うにおつけください。

300円（330）
内容量 5g　　入数 12　　
JAN 4936218002023

220100

水、オリーブ油、ステアリン酸グリセリル（SE）、ポリソルベート60、ステアリン酸、
酸化チタン、グリセリン、ポリステアリン酸スクロース、アルギン酸 Na、トコフェロ
ール、赤204、メチルパラベン、プロピルパラベン

田中善

ニード ぬかっこ石鹸
米ぬか（天然スクラブ剤）、

米胚芽油（保湿剤）を配合

したお肌にやさしい化粧石

鹸です。お肌の汚れをやさ

しく落とし、キメの整ったな

めらかな素肌に洗い上げ

ます。

300円（330）
内容量 90g　　入数 12　　
JAN 4904546000264

220175

石ケン素地、コメヌカ、コメ胚芽油、アロエベラエキス1、トウモロコシ穂軸、水、
BG、エタノール、エチドロン酸、EDTA4Na、香料、酸化鉄

ジュゲン

高濃度 竹塩石鹸 さっぱりタイプ
石鹸素地と還元力500mv

超の超還元弥盛塩だけで

作った石鹸。完全無添加

で、お肌のトラブルや紫外

線による症状のケアなど

におすすめします。

(泡立てネット付き）

2,800円（3,080）
内容量 80g　　入数 12　　
JAN 4900801000529

220229

石鹸素地、海塩、竹炭
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ジュポン

ナチュラルスィート ファンデーションＳ
クリーム状から素早くパウ

ダー状に変わり適度な付

着力と通気性、カバー力、

透明感を保つ保湿力に優

れた水溶性ファンデーショ

ンです。日本人の肌に最も

合う1 番人気の色。

4,000円（4,400）
内容量 30ml　色 15号　　入数 3　　
JAN 4985395013155

220273

水、パリエタリアエキス、ジメチコン、BG、セイヨウノコギリソウエキス、メチコン、グ
リセリン、オウゴンエキス、スクワラン、エタノール、ラウレス4リン酸 Na、トリオク
タン酸トリメチロールプロパン、クインスシードエキス、クエン酸、シア脂、アルニ
カエキス、パラベン、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、キュウリエキス、酸化
チタン、tブチルメトキシベンゾイルメタン、セイヨウキズタエキス、マイカ、メトキ
シケイヒ酸オクチル、セイヨウニワトコエキス、酸化鉄、ゼニアオイエキス、水酸化
クロム

プリマール

リマ リップクリーム
椿油、ヨクイニンエキス配

合。唇の乾燥を防ぐ植物オ

イルのリップクリームです。

口紅の下地にも。

1,200円（1,320）
内容量 3g　　入数 12　　
JAN 4560267943534

220105

ひまし油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、ミリスチン酸オクチルドデ
シル、ホホバ油、トコフェロール、イソステアリン酸、ヨクイニンエキス、オリザノー
ル、ツバキ油 、グリチルレチン酸ステアリル、スクワラン、（+／）酸化チタン、酸化
鉄

いんやん倶楽部

愛情せっけん
椿油配合の無香料の植物性石けん。肌にやさしく、

負担がありません。体だけでなく洗顔や洗髪にもお

使いいただけます。

800円（880）
内容量 80g　　入数 12　　
JAN 4522412080075

220056

石ケン素地、ツバキ油、酸化チタン、水、エチドロン酸

ジュポン

ゴールド ファンデーション
植物エキスと美容液成分

で仕上げたファンデーショ

ンです。油分は配合してお

りませんので幅広い年齢

層にお使いいただけます。

1 号はお肌の赤みを抑え

たい方におすすめです。

2,000円（2,200）
内容量 30ml　色 1号（イエローグリーン）　入数 15　
JAN 4985395010314

220095

水、ハマメリスエキス、塩化アルミニウム、マイクロクリスタリンワックス、BG、ポ
リアクリル酸 Na、カオリン、スクワラン、グリセリン、ラウレス4 リン酸 Na、酸化
鉄、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、エタノール、クエン酸、グンジョウ、ジ
メチル PABA オクチル、クインスシードエキス、香料、ステアリン酸 Mg、tブチル
メトキシベンゾイルメタン、アルニカエキス、パラベン、ステアリン酸亜鉛、黄色
205（1 号のみ）、オトギリソウエキス、酸化チタン、タルク、セイヨウキズタエキ
ス、ノノキシノール 6 リン酸、オクチルドデカノール、ブドウ葉エキス、マイカ、ジ
メチコン、マロニエエキス、ココイル加水分解コラーゲン Na、イソステアリン酸

ヱスケー石鹸

うるおい 化粧石鹸
酸化防止剤、香料、着色料など添加物を使用してい

ません。 赤ちゃんやお肌のデリケートな方に。

120円（132）
内容量 100g　　入数 48　　
JAN 4964495710560

220171

石ケン素地

ジュポン

エレガンスルージュ
くちびるを保護し、色落ちし

にくい変色リップ。自然な色

とツヤがでます。使う方の

唇の水分量や、体温によっ

て発色がピンクからレッド

系に変わります。

2,000円（2,200）
内容量 -　色 1号（変色）　入数 10　　
JAN 4985395040014

220097

水、パリエタリアエキス、ジメチコン、BG、セイヨウノコギリソウエキス、メチコン、グ
リセリン、オウゴンエキス、スクワラン、エタノール、ラウレス4リン酸 Na、トリオク
タン酸トリメチロールプロパン、クインスシードエキス、クエン酸、シア脂、アルニ
カエキス、パラベン、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、キュウリエキス、酸化
チタン、tブチルメトキシベンゾイルメタン、セイヨウキズタエキス、マイカ、メトキ
シケイヒ酸オクチル、セイヨウニワトコエキス、酸化鉄、ゼニアオイエキス、水酸化
クロム

商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

220054 ニップンライフイノベーション ミズフィール  クレンジングクリーム 100g 6 4,000円(4,400) 4975812804107

220020 プリマール リマ　エモリエントクリーム 30g 6 5,500円(6,050) 4560267943176

220257 ジュポン ナチュラルスィート ファンデーションＳ 16 30ml 3 4,000円(4,400) 4985395014169

220237 ジュポン ゴールド ファンデーション ３号（ピンク） 30ml 15 2,000円(2,200) 4985395010338

220238 ジュポン ゴールド ファンデーション ５号（ナチュラル） 30ml 15 2,000円(2,200) 4985395010352

220172 ヱスケー石鹸 しっとり　化粧石鹸 100g 48 180円(198) 4964495710607

220035 田中善 ニード　ぬかっこスキンクリーム 162g 6 1,500円(1,650) 4904546000271

220060 田中善 ニード　ぬかっこ洗顔 80g 6 600円(660) 4904546000226

220185 田中善 ニード　ぬかっこボディ洗粉 40g 12 200円(220) 4904546000219
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プレマラボ

スキンケアオイル ブランドリップＳ
ブランドリップのお試し用

です。

500円（550）
内容量 10ml　　入数 50　　
JAN 4562139895125

220073

米ぬか油、ローズ油（ダマスクローズ）

シケン

ソラデー専用スペアブラシ Ｍ（ふつう）
ソラデー専用のスペアブラ

シ（ふつう）です。

※同シリーズで

[220206] Ｈ（かため）、

[220207] Ｃ(こども用）が

ございます。

1,000円（1,100）
内容量 4本入　　入数 12　　
JAN 4964859022018

220205

-

シケン

ソラデー３ ブルー
半導体 + ソーラーパネル

採用で抜群の歯垢除去力

を実現し、歯がツルツル

に！本体は半永久的に使

え、ブラシも交換可能。歯

磨き粉なしで水だけでも磨

けます。

1,900円（2,090）
内容量 1本　　入数 12　　
JAN 4964859007022

220261

-

不動化学

ナスジェットブラック
昔から歯と歯茎に良いと言われてきたナスの黒焼き

を配合。炭で汚れを吸着して、塩で歯茎を引き締めま

す。発泡剤や防腐剤不使用のハミガキです。

700円（770）
内容量 80g　　入数 12　　
JAN 4977457001576

220195

水、海塩、グリセリン、炭酸 Ca、カオリン、ナスの黒焼き、炭、シリカ、セルロースガ
ム、ヒドロキシアパタイト、キシリトール、メントール、香料

ヱスケー石鹸

薬用ソルトハミガキ
歯槽膿漏・歯肉炎・口臭を

予防します。合成界面活性

剤、サッカリン、防腐剤、CMC

（カルボキシメチルセルロー

ス）は使用しておりません。

450円（495）
内容量 140g　　入数 48　　
JAN 4964495610808

220192

研磨剤：炭酸カルシウム 
湿潤剤：濃グリセリン、ソルビット液 
有効成分：塩化ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム 
粘度調整剤：無水ケイ酸、キサンタンガム 
香味剤：香料（ペパーミントタイプ）

ヱスケー石鹸

ファミリーハミガキ
合成界面活性剤、パラベン

（防腐剤）、サッカリン（甘味

料）、CMC（カルボキシメチ

ルセルロース）は使用して

いません。

350円（385）
内容量 140g　　入数 48　　
JAN 4964495600809

220191

炭酸 Ca（研磨剤）、水（溶剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトール（湿潤剤）、キサ
ンタンガム（粘結剤）、石ケン素地（発泡剤）、カラギーナン（粘結剤）、メントール

（香味剤）、スペアミント油（香味剤）、香料

ヱスケー石鹸

Ｋｉｄｓハミガキ・グレープ
泡が立たずていねいにみ

がける子ども用。グレープ

の香料。合成界面活性剤、

パラベン（防腐剤）、味覚に

影響のある発泡剤（ラウリ

ル硫酸ナトリウム）不使用。

※同シリーズで

[220198] ストロベリー、

[220200] オレンジが

ございます。

270円（297）
内容量 60g　　入数 24　　
JAN 4964495600861

220199

炭酸 Ca（研磨剤）、水（溶剤）、グリセリン（湿潤剤）、トレハロース（甘味剤）、マル
チトール（甘味剤）、キサンタンガム（粘結剤）、クエン酸 Na（pH 調整剤）、グリチ
ルリチン酸 2K（矯味剤）、メントール（香味剤）、スペアミント油（香味剤）、香料（グ
レープタイプ）、ブドウ果汁（香味剤）

ヱスケー石鹸

薬用ハミガキ ペリオキュア
10種類の天然成分により、

歯と歯ぐきのケアを効果

的に行うことができる薬用

ハミガキです。泡立ちすぎ

ないのでしっかり磨け、歯

周ポケットの歯垢を除去し

やすくします。

850円（935）
内容量 100g　　入数 24　　
JAN 4964495610204

220255

〔湿潤剤〕濃グリセリン、ソルビット液、クワエキス、シャクヤクエキス、オウゴンエ
キス〔清掃剤〕炭酸カルシウム、無水ケイ酸、石けん用素地、ムクロジエキス〔香
味剤〕マルチトール、キシリトール、香料（ハーバルミントタイプ）〔粘度調整剤〕キ
サンタンガム〔pH調整剤〕クエン酸ナトリウム〔清涼剤〕l-メントール〔矯味剤〕
チャ乾留液〔薬用成分〕β-グリチルレチン酸、グリチルリチン酸ジカリウム

コーケン産業

ハミナー
丸なす塩蔵乾燥粉末の

歯磨き剤。虫歯予防はも

ちろん、歯槽膿漏や口臭予

防、歯周病の予防に。マッ

サージするように歯や歯

茎に浸透させてください。

1,000円（1,100）
内容量 40g　　入数 20　　
JAN -

220194

丸なす、塩
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薬師堂

ソンバーユ 無香料 ミニ
ソンバーユ無香料の携帯

用ミニタイプです。衛生的

で使いやすい容器は酸化

を防ぐ特殊樹脂製。いつ

でもどこでも使えます。

1,000円（1,100）
内容量 30ml　　入数 72　　
JAN 4993982003076

220070

馬油

薬師堂

ソンバーユ 無香料
中国伝来の馬の油のすばらしい効能に着目し、独自

の技術で油臭を除去した元祖馬油。お肌に素早く

浸透しベタつかず使いやすいオイルです。無添加、

無香料。

2,000円（2,200）
内容量 75ml　　入数 72　　
JAN 4993982003014

220064

馬油

薬師堂

ソンバーユ 馬油石鹸（ヒノキの香り）

エデト酸やパラベンは添加せず、馬油を主原料にし

て作ったソンバーユ馬油石鹸は純石鹸分99％です。

洗顔や浴用、洗髪に。赤ちゃんやデリケートなお肌

の方にも安心してお使いいただけます。

550円（605）
内容量 85g　　入数 6　　
JAN 4993982016014

220267

石ケン素地（馬油、パーム油、水、水酸化 Na、パーム核脂肪酸、塩化 Na）、香料（檜
の香り）、クエン酸 Na

ヱスケー石鹸

うるおい せっけんシャンプー詰替用
うるおいせっけんシャンプ

ーの詰替え用です。簡単で、

使い心地のよい泡タイプの

シャンプーです。気になる原

料臭を抑えています。無香

料タイプ。

700円（770）
内容量 450ml　　入数 12　　
JAN 4964495510573

220111

水、カリ石ケン素地、グリセリン、クエン酸 K

ヱスケー石鹸

うるおい リンス詰替用
うるおいリンスの詰替え用

です。せっけんシャンプー

で洗った毛髪のpHバラン

スを整え、髪をサラサラに

します。無香料タイプ。

700円（770）
内容量 450ml　　入数 12　　
JAN 4964495520572

220133

水、エタノール、グリセリン、クエン酸、クエン酸 Na、タマリンドガム

ヱスケー石鹸

しっとり せっけんシャンプー詰替用
しっとりせっけんシャンプー

の詰替え用です。頭皮と

毛髪に優しい、指通りの

なめらかなせっけんシャ

ンプーです。フローラルの

香り。

600円（660）
内容量 450ml　　入数 12　　
JAN 4964495510672

220113

水、カリ石ケン素地、クエン酸 K、エタノール、グリセリン、香料

ヱスケー石鹸

しっとり リンス詰替用
しっとりリンスの詰替え用

です。せっけんシャンプー

で洗った毛髪のpHバラ

ンスを整え、しっとりさせま

す。フローラルの香り。

600円（660）
内容量 450ml　　入数 12　　
JAN 4964495520671

220135

水、エタノール、グリセリン、クエン酸、クエン酸 Na、キサンタンガム、ホホバ油、香
料、カルボキシメチルキチン

プレマラボ

スキンケアオイル ブランドリップ
圧搾搾りの米ぬか油に天

然のダマスクローズの香油

を配合。抗酸化成分が豊

富な酸化しにくいスキンケ

アオイルです。髪の毛、お顔、

全身の保湿に。SPF2 で紫

外線防止にも。

4,000円（4,400）
内容量 100ml　　入数 12　　
JAN 4562139895118

220074

米ぬか油、ローズ油（ダマスクローズ）

アイリス

オレンジシャンプー詰替用
オレンジシャンプーのお得

な詰替え用です。アミノ酸

系洗浄成分（弱酸性）と13

種類の植物エキスが育毛・

血流を促進し、健康な地肌

と健やかな髪へ導きます。

6,000円（6,600）
内容量 940ml　　入数 24　　
JAN 4952342060142

220122

水、BG、コカミド DEA、ココイルメチルタウリン Na、コカミドプロピルベタイン、ココイルア

ラニンTEA、ジラウレス-10リン酸 Na、ポリクオタニウム-10、パンテノール、ステアラミド

エチルジエチルアミン、クエン酸、フェニルトリメチコン、ツバキ油、ホホバ油、サザンカ油、

トコフェロール、ダイズ油、オレンジ油、ローマカミツレ花エキス、オドリコソウ花エキス、

ゴボウ根エキス、セイヨウキズタエキス、アルニカ花エキス、オランダカラシエキス、ニンニ

クエキス、ローズマリーエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、オタネニンジン根エキス、

イチョウ葉エキス、アロエフェロックス葉エキス、ヒバマタエキス、エタノール、フェノキシ

エタノール
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大島椿

オイルシャンプー
椿油、ツバキ石けん配合。

椿油のリンス効果で健や

かなつやのある髪に仕上

げます。 健康な髪の方、ス

ッキリ洗い上げたい方にお

すすめです。

600円（660）
内容量 400ml　　入数 6　　
JAN 4970170204064

220116

水、ラウレス硫酸TEA、パーム核脂肪酸アミド DEA、塩化 Na、ツバキ脂肪酸 K、パ
ーム核脂肪酸アミドプロピルベタイン、カメリア種子油、ポリクオタニウム-10、グ
リセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、EDTA-2Na、香料

大島椿

ＥＸシャンプー
精製ツバキ油と 3 つの天

然成分配合で、ダメージヘ

アをいたわりながらやさしく

洗い上げます。 使い続け

るほどにハリ・ コシのある

つややかな髪に。

1,300円（1,430）
内容量 300ml　　入数 3　　
JAN 4970170140126

220114

水、ラウレス-2硫酸アンモニウム、コカミドDEA、ポリクオタニウム-10、ツバキ油、
BG、ヒマワリ種子エキス、オタネニンジンエキス、加水分解コンキオリン、クエン
酸、塩化 Na、安息香料 Na、香料

大島椿

ＥＸトリートメント
精製ツバキ油と 3 つの天

然成分配合でダメージヘア

をいたわりつややかな髪

に導くトリートメント。 使い

続けるほどにハリ・ コシの

あるつややかな髪に。

1,800円（1,980）
内容量 200g　　入数 3　　
JAN 4970170140133

220140

水、セタノール、オクチルドデカノール、ステアルトリモニウムクロリド、BG、セテス
-20、ツバキ油、エタノール、ポリクオタニウム-10、ヒマワリ種子エキス、オタネニ
ンジンエキス、加水分解コンキオリン、ジメチコン、ステアリン酸グリセリン（SE）、
クエン酸、ジステアリン酸 PEG-150、メチルパラベン、香料

大島椿

椿油
天然椿油100％。髪、頭皮、

肌のうるおいを保ち、すこ

やかに、美しく導きます。

少量でしっかりうるおい、に

おいもベタつきもなく、幅広

くお使いいただけます。

1,500円（1,650）
内容量 60ml　　入数 6　　
JAN 4970170109161

220233

カメリア種子油

大島椿

ヘアウォーター
椿油配合の髪にうるおい

を与えるヘアウォーター。

髪を補修しながらドライヤ

ーの熱などのダメージから

髪を守り、しっとりとまとまり

やすく、つややかな髪に仕

上げます。無香料・無着色・

無鉱物油。

1,000円（1,100）
内容量 180ml　　入数 3　　
JAN 4970170108133

220146

水、エタノール、グリセリン、BG、カメリア種子油、ツバキ種子エキス、加水分解シ
ルク、ベタイン、PCA-Na、ジラウロイルグルタミン酸リシン Na、ポリクオタニウム
-64、ステアルトリモニウムクロリド、ジココジモニウムクロリド、クエン酸、クエン酸
Na、PEG-20 水添ヒマシ油、PEG-60 水添ヒマシ油、イソプロパノール、メチルパ
ラベン、プロピルパラベン

スピカ

全身シャンプー湯洗美人
洗浄成分ヤシの実100％。

敏感なお肌をやさしくケア

する、髪もからだもやさしく

洗える低刺激の全身用シ

ャンプーです。

2,917円（3,209）
内容量 1,000ml　　入数 12　　
JAN 4983074200377

220181

水、ラウラミドプロピルベタイン、コカミド DEA、コカミド DEA(1:2)、ラウレス硫酸
Na、ラウリル硫酸 Na、クエン酸、フェノキシエタノール

田中善

ニード ぬかっこシャンプー
米ぬか成分、アロエエキス

（保湿剤）を配合したシャン

プーです。汚れをすっきりと

落とし、美しいつやのある

髪に洗い上げます。

680円（748）
内容量 300ml　　入数 6　　
JAN 4904546000288

220129

水、（C12・13）パレス-3 硫酸 Na、ココアンホ酢酸 Na、コカミド DEA、コカミドプロ
ピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム10、コメ胚芽油、アロ
エベラエキス1、クエン酸、塩化 Na、グリセリン、BG、エタノール、メチルパラベン、
プロピルパラベン、安息香酸 Na、EDTA4Na、緑 3、黄406、香料

ヱスケー石鹸

しっとり ボディソープ詰替用
しっとりボディーソープの詰

替えです。赤ちゃんやデ

リケートなお肌に優しい

ゆたかな泡立ちと、セー

ジエキスの皮脂分泌を

抑 える 効 果で、洗 い 上

が りさ っぱ り。フロ ー ラ

ルの香り。

600円（660）
内容量 450ml　　入数 12　　
JAN 4964495500673

220179

水、カリ石ケン素地、グリセリン、クエン酸 K、エタノール、香料、セージエキス

ヱスケー石鹸

しっとり ハンドソープ
押すだけでたっぷりの泡

になるハンドソープです。ト

レハロース配合でしっとり

とした洗い上がり。ラベン

ダーの香り。

560円（616）
内容量 300ml　　入数 12　　
JAN 4964495530663

220187

水、カリ石ケン素地、グリセリン、クエン酸 K、グリコシルトレハロース、クエン酸
Na、加水分解水添デンプン、エタノール、香料、クマザサエキス
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商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

220110 ヱスケー石鹸 うるおい　せっけんシャンプー 500ml 12 1,000円(1,100) 4964495510566

220132 ヱスケー石鹸 うるおい　リンス 500ml 12 1,000円(1,100) 4964495520565

220188 ヱスケー石鹸 しっとり　ハンドソープ 詰替用 250ml 12 350円(385) 4964495530670

220145 大島椿 ＥＸエッセンシャルオイル 40ml 3 2,500円(2,750) 4970170140119

220147 大島椿 ヘアスプレー 140g 3 1,200円(1,320) 4970170108157

220182 スピカ 全身シャンプーＥＸ 詰替用 500ml 15 660円(726) 4983074200346

220189 スピカ スピカココ　ハンドソープ ポンプ 300ml 24 500円(550) 4983074500019

220120 アイリス オレンジシャンプー 270ml 24 2,400円(2,640) 4952342024151

220121 アイリス オレンジシャンプー（ポンプ式） 600ml 24 4,200円(4,620) 4952342042179

220150 プリマール リマナチュレ　ヘアートニック 150ml 6 2,200円(2,420) 4560267943527

220158 マックプランニング マックヘナ　ナチュラルダークブラウン 60g×2 48 1,500円(1,650) 4580127310047

220159 マックプランニング マックヘナ　ナチュラルライトブラウン 100g 48 1,500円(1,650) 4580127310023

220160 マックプランニング マックヘナ　ナチュラルブロンズ 100g 48 1,500円(1,650) 4580127310092

220161 マックプランニング マックヘナ　ナチュラルオレンジ 100g 48 1,000円(1,100) 4580127310016

マックプランニング

マックヘナ ナチュラルブラウン
髪・地肌を傷めずカラーリ

ングできる、天然植物成分

100％のマックヘナパウダ

ー。シリーズで人気 No.1商

品です。

1,500円（1,650）
内容量 100g　　入数 48　　
JAN 4580127310030

220157

ナンバンアイ葉（インディゴ:インド産）、ヘンナ（ヘナ:インド産）

スピカ

スピカココ ハンドソープ 詰替用
スピカココハンドソープの

詰替え用。洗浄成分ヤシの

実100％。天然の抗菌剤と

言われるティーツリーオイル

を配合した、クリーミーな泡

立ちのハンドソープです。ウ

ッディ系の爽やかな香り。

380円（418）
内容量 280ml　　入数 24　　
JAN 4983074500026

220190

水、コカミド DEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸 Na、グリセリン、ラウ
リン酸 K、硫酸 Na、フェノキシエタノール、セリシン、ベタイン、ティートリー油

関西酵素

レオスパＢ
酵素と生薬が温浴効果を

高めて血行を促進し、身体

を芯から温めます。酵素が

洗浄力を高め肌を滑らか

にし、菖蒲根エキスが潤い

を与えます。

1,800円（1,980）
内容量 830g　　入数 12　　
JAN 4971883201272

220212

〈有効成分〉蛋白分解酵素、炭酸水素 Na、ウンシュウミカン、柚子、レモン合剤粉
末 <その他の成分>ショウブ根エキス、天然ビタミンE、BG、硫酸 Na、スルホコ
ハク酸ジエチルヘキシルNa液、水、無水ケイ酸、無水エタノール、エタノール、青1、
黄 202（1）、香料

ゼンケン

薬用重炭酸入浴剤 ナチュラルバス
重炭酸イオンを発生させる無色・無臭の入浴剤 ( 錠

剤）です。24 時間以上も効果が持続するので、ご自宅

で気軽に炭酸泉入浴が楽しめます。 【医薬部外品】

4,900円（5,390）
内容量 20個入（ZNB-20）　入数 12　　　　
JAN 4906601004132

220270

有効成分:炭酸水素 Na、炭酸 Na、硫酸 Mg(エプソムソルト)
その他成分:クエン酸、DL-リンゴ酸、PEG-6000、タルク

日本薬品開発

マグマオンセン別府（海地獄）

大分県別府海地獄のお湯

を噴霧乾燥した粉末や香

料等を配合した浴剤。優

雅な香りとマリンブルーの

お湯は身体を芯から温め

一日の疲れをとり去ります。

2,100円（2,310）
内容量 15g×21　　入数 6　　
JAN 4987368513129

220214

乾燥硫酸ナトリウム*、別府市海地獄の温泉水の噴霧乾燥末*、ポリリン酸ナト
リウム、青色1号、黄色4号、香料
*印は「有効成分」 無表示は「その他の成分」

大高酵素

バスコーソ（入浴剤）
針葉樹のオガクズに醗酵素材と大高酵素原液を加え

て培養し、有効な温泉成分を配合した、ナチュラルな入

浴剤。 身体を芯から暖め、ストレス緩和に役立ちます。

1,800円（1,980）
内容量 100g×6　　入数 12　　
JAN 4971578001095

220211

日本薬局方塩化ナトリウム、日本薬局方硫酸マグネシウム、（大高酵素・米糠・
大豆粉・木屑）を混合して醗酵させたもの
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スピカ

液体洗たく洗剤 詰替用
スピカ液体洗たく洗剤の

詰替え用です。洗浄成分

ヤシの実 100％。 アトピー

やアレルギー、敏感肌の

方、赤ちゃんの肌着洗いに

も向く衣料用洗剤です。 部

屋干し OK！

450円（495）
内容量 600g　　入数 20　　
JAN 4983074100363

230026

界面活性剤（18％ 脂肪酸アルカノールアミド・アルキル硫酸エステルナトリウ
ム）、工程剤（硫酸ナトリウム）、アルカリ剤（炭酸塩）

ヱスケー石鹸

うるおい 純マルセルせっけん
酸化防止剤、香料、着色料

を使用していません。 原

料臭が気になりません。

ふきんから衣類のエリ、ソ

デ口の頑固な汚れを落と

します。

270円（297）
内容量 200g×2　　入数 24　　
JAN 4964495700561

230027

脂肪酸ナトリウム

ヱスケー石鹸

特選固型石鹸
化粧せっけん素地（純石け

ん分97％）を使用した洗濯

用固型せっけんです。ワイシ

ャツのエリ、ソデ口の頑固な

汚れを落とします。レモンラ

イムのさわやかな香り。

150円（165）
内容量 140g　　入数 60　　
JAN 4964495008902

220173

脂肪酸ナトリウム、香料（レモンライム）

ヱスケー石鹸

しっとり 洗濯用粉せっけん詰替用
しっとり洗濯用粉せっけん

の詰替えです。レモンライ

ムの香り。

640円（704）
内容量 1.2kg　　入数 6　　
JAN 4964495100613

230016

脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、グリセリン、香料

ヱスケー石鹸

うるおい 洗濯せっけん詰替用
うるおい洗濯せっけんの

詰替えです。水に溶けやす

く、粉が舞わない新形状ミ

ニスティックタイプ。 デリケ

ートなウールやシルクのお

しゃれ着洗いに最適です。

無香料。

660円（726）
内容量 1kg　　入数 6　　
JAN 4964495100576

230014

脂肪酸ナトリウム

スピカ

粉末洗たく洗剤
洗浄成分ヤシの実100％。

お肌にやさしいシンプルな

処方。柔軟仕上げ剤なしで

も自然な仕上がり。除菌・

防臭でイヤな臭いを抑え

ます。部屋干し OK！

880円（968）
内容量 1.0kg　　入数 10　　
JAN 4983074100332

230018

界面活性剤（13.5％ 脂肪酸アルカノールアミド・アルキル硫酸エステルナトリ
ウム）、アルカリ剤（炭酸塩・けい酸塩）、工程剤（硫酸ナトリウム）、分散剤（CMC）

ヱスケー石鹸

うるおい 洗濯用液体せっけん詰替用
うるおい洗濯用液体せっけ

んの詰替えです。溶かす手

間のいらない液体タイプ、全

自動・ドラム式洗濯機に最

適です。 無香料。

490円（539）
内容量 900ml　　入数 12　　
JAN 4964495410576

230022

水、脂肪酸カリウム、グリセリン、クエン酸

ヱスケー石鹸

しっとり 洗濯用液体せっけん
溶かす手間のいらない液

体タイプ、全自動 ・ドラム式

洗濯機に最適です。フロー

ラルの香り。

700円（770）
内容量 1L　　入数 12　　
JAN 4964495410668

230023

水、脂肪酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、エチルアルコール、グリセ
リン、香料（フローラル系）

ヱスケー石鹸

しっとり 洗濯用液体せっけん詰替用
しっとり洗濯用液体せっけ

んの詰替えです。フローラ

ルの香り。

490円（539）
内容量 900ml　　入数 12　　
JAN 4964495410675

230024

水、脂肪酸カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、エチルアルコール、グリセ
リン、香料（フローラル系）
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ヱスケー石鹸

すっきり せっけんクリームクレンザー
ヤシ油を主原料とした純

せっけんのクリームタイプ

のクレンザーです。粉末タ

イプに比べて使いやすく、

キッチン、トイレと多目的に

使えます。

300円（330）
内容量 400g　　入数 24　　
JAN 4964495920709

230009

水（溶剤）、ケイ酸アルミニウム系鉱物（研磨剤）、脂肪酸カリウム（洗浄剤）、炭
酸カリウム（アルカリ剤）、炭酸水素カリウム（アルカリ剤）、キサンタンガム（粘
結剤）、グリセリン（湿潤剤）

ヱスケー石鹸

うるおい 台所用せっけん詰替用
うるおい台所用せっけんの

詰替え用です。

180円（198）
内容量 280ml　　入数 12　　
JAN 4964495400577

230002

水、脂肪酸カリウム、グリセリン、クエン酸

まいにち

おとなのふわっしゅ 詰替
化学物質不使用。敏感肌

の方も安心して使えます。

柔軟剤なしのすすぎ 1回

で OK なので、コスパも良

し。ウールやシルク等のお

しゃれ着も洗えます。

1,060円（1,166）
内容量 400ml　　入数 24　　
JAN 4571263021027

510405

ミネラル水、ハーブエキス（青森ヒバエキス・オレンジエキス）大豆レシチン（非
遺伝子組換え大豆のみ使用）、発酵物質

ベビーマーク

シェルミラック エコ洗濯パウダー
ホタテ貝殻とお酢の力で汚

れを落とす洗濯パウダー。

1回1g 程度でOK、1袋で約

120回分とお得です。全洗

濯機種対応です。ウール、

シルクには適しません。

1,500円（1,650）
内容量 120g　　入数 40　　
JAN 4942758002201

230020

貝殻焼成カルシウム、食酢

ヱスケー石鹸

うるおい 台所用せっけん
無香料ですが気になる原

料臭を抑えています。手肌

にもやさしく、汚れをすっきり

落とし、すすぎが簡単です。

300円（330）
内容量 290ml　　入数 12　　
JAN 4964495400560

230001

水、脂肪酸カリウム、グリセリン、クエン酸

ヱスケー石鹸

しっとり 台所用せっけん詰替用
しっとり台所用せっけんの

詰替えです。 手肌にやさし

く、食器洗いのすすぎが簡

単です。 柑橘系の香り。

180円（198）
内容量 280ml　　入数 12　　
JAN 4964495400676

230004

水、脂肪酸カリウムグリセリン、クエン酸ナトリウム、エチルアルコール、クエン酸、
香料

まいにち

やさいくだものあらい
化学物質不使用。 原料の

相乗還元作用により、生鮮

食品の鮮度を保ち、汚れ

や不純物も落とすので食

品がより美味しく長持ちし

ます。

1,100円（1,210）
内容量 200ml　　入数 40　　
JAN 4571263020846

510406

ミネラル水、ハーブエキス（青森ヒバエキス・オレンジエキス）大豆レシチン、貝殻、
発酵物質

スピカ

キッチンスピカココ ボトル
洗浄成分ヤシの実100％。

水仕事によるダメージをお

さえて、手肌をやさしくいた

わるシンプル処方！野菜、

果物、赤ちゃんのほ乳瓶も

洗えます。

380円（418）
内容量 500ml　　入数 20　　
JAN 4983074300138

230006

界面活性剤（7％ 脂肪酸アルカノールアミド・アルキルエーテル硫酸エステル
ナトリウム・アルキルアミドプロピルベタイン）

スピカ

キッチンスピカココ 詰替用
キッチンスピカココの詰替

え用です。

300円（330）
内容量 400ml　　入数 20　　
JAN 4983074300145

230007

界面活性剤（7％ 脂肪酸アルカノールアミド・アルキルエーテル硫酸エステル
ナトリウム・アルキルアミドプロピルベタイン）
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ヱスケー石鹸

食器洗い用スポンジ
泡立ちがよく、水切れに優

れておりご使用後、清潔に

長期間保ちます。 体躯湯

性抜群です。 適当なサイ

ズに切ってお使いくださ

い。

160円（176）
内容量 1個　　入数 30　　
JAN 4964495000012

230011

軟質ポリウレタンフォーム

ヱスケー石鹸

すっきり 酸素系漂白剤
台所、お洗濯、お風呂と多

目的にご使用できます。

除臭・ 除菌もできるので、

まな板やふきん、調理器具

等の衛生管理に最適で

す。 茶しぶの漂白や、洗濯

物のしみの漂白にもご使

用できます。

400円（440）
内容量 500g　　入数 24　　
JAN 4964495900701

230029

過炭酸ナトリウム

ヱスケー石鹸

すっきり 洗濯槽クリーナー
洗濯槽の裏側に付着した

黒カビを、酸素の泡の力で

根こそぎ洗い流します。

900円（990）
内容量 500g×2　　入数 12　　
JAN 4964495910700

230032

過炭酸ナトリウム、脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム

クリンネル

クリンネル / Ｍ
テーブル拭き、ハードな油

汚れに。 汚れをすばやく吸

い取り、付いた汚れは水洗

いだけでスッキリ落としま

す。使いやすい天然パルプ

素材で最後まで「真っ白・

ふっくら・臭わない」耐久性

も抜群です。

400円（440）
内容量 1枚/サイズ 30×30cm　入数 450　　
JAN 4992361240446

230012

レーヨン100％

竹内化研

ノンハーム Ｃ－１２
米ぬか油とヤシ油の植物

油のみを原料とした植物

性脂肪酸系洗剤。使用済

み液は自然に分解され、川

や海を汚す公害源になり

にくい洗剤です。

630円（693）
内容量 800ml　　入数 20　　
JAN 4985429678909

230005

主原料:界面活性剤（17％ 脂肪酸アルカノールアミド・脂肪酸カリウム）

ヱスケー石鹸

すっきり クエン酸
電気ポット、自動食器洗い

乾燥機、台所、洗面所、お

風呂など多目的にご使用

できます。 また、洗濯物の

黄ばみ、臭いの防止、ドラ

ム式洗濯機の黒カビの防

止にもご使用できます。

560円（616）
内容量 500g　　入数 24　　
JAN 4964495190713

230031

クエン酸

ヱスケー石鹸

すっきり 炭酸ソーダ
うるおい洗濯せっけん、液

体せっけんとの併用で、衣

類の汚れ落ちをよくします。

住居用品の多目的洗浄剤

としてもご使用できます。

280円（308）
内容量 500g　　入数 24　　
JAN 4964495190706

230030

炭酸ナトリウム

ヱスケー石鹸

すっきり 食器洗い機専用洗浄剤
粉末タイプの自然にやさし

いアルカリ洗浄剤で、泡が

立たないのが特徴です。

480円（528）
内容量 500g　　入数 24　　
JAN 4964495950706

230028

過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム

ヱスケー石鹸

除菌用アルコールスプレー
インフルエンザ対策に最

適。サトウキビ由来成分で

できているので、口に入っ

ても安全。炊事や家事に

幅広く使用でき、水で洗う

必要もありません。

840円（924）
内容量 500ml　　入数 12　　
JAN 4964495070084

220222

エタノール(58％ )、50％乳酸(0.1％ )、精製水(41.9％ )
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プレマ

かえる印のナチュラルかとり線香
天然除虫菊を有効成分と

した、天然素材100％のけ

むりの優しいかとり線香で

す。美しく花開く白菊が感じ

られる懐かしい香りが広

がります。

933円（1,026）
内容量 30巻　　入数 20　　
JAN 4580174450017

220227

除虫菊粉末（ピレトリン）、除虫菊粕粉、木粉、タブ粉末、ヤシガラ粉末

玉華堂

蚊取り線香 菊月香（きくづきこう）

蚊(成虫）の駆除に効果の

ある着色料・ 防腐剤不使

用の茶色い蚊取り線香。

刺激臭がほとんどなく、安

定した効き目が持続しま

す。線香立付き。

440円（484）
内容量 20巻　　入数 30　　
JAN 4972332011770

220226

【防除用医薬部外品】 除虫菊粕粉、糊粉、木粉、アレスリン

ＦＥＲ

ピレカロール
すべて天然植物由来成分

だけでできた防除用医薬

部外品として認められてい

る、国内唯一の虫除け+ 殺

虫スプレーです。スプレー

しておくと虫が寄り付きにく

くなる効果があります。

1,900円（2,090）
内容量 250ml　　入数 30　　
JAN 4935137901479

220265

3つの天然成分:除虫菊エキス、ユーカリオイル、レモンセントティーツリーオイ
ル

ときめき倶楽部

多目的機能アイマスク ときめき
育成光線を放射する天照石、生地そのものから強力

な遠赤外線、活性光線を放射する加工を施した新型

のアイマスクが心地よい質の良い睡眠を誘います。

7,500円（8,250）
1枚　色 ブルー　　入数 1　　
JAN 4589589060019

240052

-

花工房三皇

樹液不思議シート
天然樹液の抽出成分をお

やすみ前に足裏に貼るだ

けで、寝ている間に足裏か

ら不要な水分等を吸い取

って、翌朝には身体がスッ

キリ爽やかになります。

230円（253）
内容量 2枚　　入数 100　　
JAN 4511484957132

220217

天然樹液抽出物（木酢液 +ハーブ）

花工房三皇

樹液不思議シート Ｂセット
足裏に貼るだけでスッキリ

爽やか！三皇樹液不思議

シートお徳用です。

4,600円（5,060）
内容量 2枚×24　　入数 10　　
JAN 4511484957040

220218

天然樹液抽出物（木酢液 +ハーブ）

ツルシマ

里芋粉
国内産里芋、国内産小麦

粉、国内産生姜を使用した

粉末です。水で練ってから

お使いください。

680円（734）
内容量 200g　　入数 50　　消費 9ヶ月
JAN 4931860000236

220216

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

里芋、小麦粉、生姜

日本美健

ＣＵＣＨＥＮ Premium Ｎｅｗ圧力名人
発芽玄米炊飯器を長年販

売してきた豊富な知識と経

験を持つ日本美健と、高い

技術力を持つ韓国クチェン

社が創り上げた最高峰の

発芽玄米炊飯器です。面倒

な発芽から炊飯までを全自

動で行い、炊き上がりからす

ぐに発芽酵素玄米としてお

召し上がりいただけます。

66,000円（72,600）※ネット販売不可品

内容量 6合炊　　入数2　　
JAN 8809469884044

240055

-
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浄水ポットジームスシルキー

小さな消防士

アクアセンチュリープラス

商品コード メーカー名 商品名 品番 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

230098 ゴーダ水処理 ジームスシルキー水素水生成器（350ml用） - 1 65,000円(71,500) 4573198110012

230093 ゼンケン アクアセンチュリープラス MFH-11K 6 27,000円(29,700) 4906601003548 

230075 ゼンケン クリスタル21DX 交換カートリッジ C-MFH-502DX 12 16,800円(18,480) 4906601001520 

230069 ゼンケン アクアセンチュリースマート 交換カートリッジ C-MFH-70 12 9,500円(10,450) 4906601002671 

230071 ゼンケン スリマー 交換カートリッジ C-MFH-35DX 12 11,000円(12,100) 4906601001711 

230082 ゼンケン 吐出管（ZS-2500/ZS-1500共通） - 1 3,600円(3,960) -

230074 ゼンケン 共通Aカートリッジ C-MFH-KA 12 16,800円(18,480) 4906601002633 

230072 ゼンケン vikura浄水ポット VF-P1 12 4,000円(4,400) 4906601002787 

230073 ゼンケン vikura浄水ポット用 交換カートリッジ VC-P1 25 2,500円(2,750) 4906601002794 

520047 ゼンケン ピュアストリーム３ CF-12N 1 6,200円(6,820) 4906601004187

230102 ゼンケン ピュアストリーム２･３共通 交換カートリッジ C-CF-12 20 3,000円(3,300) 4906601003579 

240041 ゼンケン ミニエアクリーナー 白 ZF-PA05-W 12 12,000円(13,200) 4906601003623

240042 ゼンケン ミニエアクリーナー 赤 ZF-PA05-R 12 12,000円(13,200) 4906601003630

240023 ゼンケン エアフォレスト 交換用HEPAフィルター ZF-200対応 1 7,200円(7,920) 4906601001506 

240024 ゼンケン エアフォレスト 活性炭フィルター ZF-200対応 1 5,400円(5,940) 4906601001612 

商品コード メーカー名 商品名 品番 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

230037 鋳物屋 ＰＣ－２８Ａ（炊飯量/外鍋５合、内鍋３合） - 6 21,000円(23,100) 4580352230103

230038 鋳物屋 ＰＣ－４５Ａ（炊飯量/外鍋８合、内鍋５合） - 6 23,000円(25,300) 4580352230110

230039 鋳物屋 ＰＣ－６０Ａ（炊飯量/外鍋１升、内鍋６合） - 4 29,000円(31,900) 4580352230127

230043 鋳物屋 内鍋（PC-5/240/2400/28A対応） - 1 1,600円(1,760) -

230044 鋳物屋 内鍋（PC-8/380/3800/45A対応） - 1 1,900円(2,090) -

230046 鋳物屋 パッキン PC-28A - 1 1,300円(1,430) -

230047 鋳物屋 パッキン PC-45A - 1 1,400円(1,540) -

230048 鋳物屋 パッキン PC-60A - 1 1,500円(1,650) -

230049 鋳物屋 パッキン PC-240/2400 - 1 1,300円(1,430) -

230050 鋳物屋 パッキン PC-380/3800 - 1 1,400円(1,540) -

230057 鋳物屋 安全装置 平パッキン（穴あり） - 1 100円(110) -

230058 鋳物屋 安全装置 パッキン（穴なし） - 1 200円(220) -

230059 鋳物屋 安全装置 チップ式本体セット - 1 800円(880) -

230060 鋳物屋 重いオモリ（金色） - 1 1,500円(1,650) -

230061 鋳物屋 軽いオモリ（白色） - 1 1,200円(1,320) -

230063 鋳物屋 むし板 PC-8/380/3800/45A - 1 1,600円(1,760) -

510419 エビス総研 小さな消防士（手投げ消火弾） 1個 12 6,000円(6,600) -

510423 エビス総研 小さな消防士 天ぷら油火災用 約80g 50 1,700円(1,870) 4589793830033 

ミニエアクリーナー

小さな消防士 天ぷら油火災用

※メーカー直送品は別途送料がかかります
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１人用電熱マット（タイマー付）アーバンホット オーガニックコットン毛布

【直送】ヘアードライヤー

レッド

【直送】サーキュレーター　ピュアドライ

【直送】スープリーズR

【直送】電気ホットカーペット2畳用カバー付 【直送】電気ひざかけ（グレー） 【直送】腰すっぽりヒーター

【メーカー直送】 ※メーカー直送品は別途送料がかかります

【直送】ベジフルZ
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商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

240005 ゼンケン 遠赤外線暖房機　アーバンホット RH-2200 1 36,000円(39,600) 4906601003531 

240056 ゼンケン １人用電熱マット（タイマー付） ZMT-75CT 3 19,000円(20,900) 4906601004453 

240054 ゼンケン 電気掛け敷き　オーガニックコットン毛布 ZB-OC101SGT 5 22,800円(25,080) 4906601003869 

商品コード メーカー名 商品名 品番 入数    本体価格（税込価格） ＪＡＮ

520007 ゼンケン 遠赤外線暖房機　アーバンホットスリム RH-502M 1 19,000円(20,900) 4906601003722

520008 ゼンケン 遠赤外線デスク下ヒーター　スポットウォームＳ RH-153 1 13,500円(14,850) 4906601004316

520009 ゼンケン 電気ホットカーペット　1畳用本体のみ ZCB-10P 1 26,000円(28,600) 4906601004224 

520029 ゼンケン 電気ホットカーペット　1畳用カバー付 ZC-10P 1 32,000円(35,200) 4906601004323

520012 ゼンケン 電気ホットカーペット　2畳用本体のみ ZCB-20P 1 36,000円(39,600) 4906601004231

520025 ゼンケン 電気ホットカーペット　2畳用カバー付 ZC-20P 1 46,000円(50,600) 4906601004330

520014 ゼンケン 電気ホットカーペット　3畳用本体のみ ZCB-30P 1 48,000円(52,800) 4906601004248

520015 ゼンケン 電気ホットカーペット　3畳用カバー付 ZC-30P 1 59,000円(64,900) 4906601004347

520016 ゼンケン 足入れ電熱マット ZMT-50F 1 16,000円(17,600) 4906601002770

520017 ゼンケン 電気ひざかけ（ブラウン） ZR-50LT 1 16,000円(17,600) 4906601002855

520027 ゼンケン 電気ひざかけ（グレー） ZR-51LT 1 16,000円(17,600) 4906601004460

520019 ゼンケン 腰すっぽりヒーター ZR-51HT 1 15,000円(16,500) 4906601003715 

520026 ゼンケン スープリーズＲ ZSP-4 1 39,000円(42,900) 4906601004149

520044 ゼンケン 低速回転式ジューサー　ベジフルＺ ZJ-B2-Z 1 31,000円(34,100) 4906601003524

520023 ゼンケン 除菌・サーキュレーター　ピュアドライ ZCL-1200 1 15,000円(16,500) 4906601004194

520021 ゼンケン 電磁波低減　ヘアードライヤー　レッド ZD-1000R 1 16,000円(17,600) 4906601004101

520022 ゼンケン 電磁波低減　ヘアードライヤー　ピンク ZD-1000P 1 16,000円(17,600) 4906601004118

520049 ゼンケン 電磁波低減　ヘアードライヤー　パールホワイト ZD-1000W 1 16,000円(17,600) 4906601004491

520045 ゼンケン 高反発マット キュービック・ボディープレミアム シングル PT-100／紺 1 38,000円(41,800) 4589502930016

520048 ゼンケン キュービック・ボディー枕 NPC-050 1 10,000円(11,000) 4589502930054

520050 ゼンケン 消臭枕カバー（30×50㎝） PC-050-LB 1 2,700円(2,970) 4906601004477
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商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

170003 地主共和商会 国産有精卵 6個パック 1 オープン価格 18日 -

170004 地主共和商会 国産有精卵 10個パック 1 オープン価格 18日 -

商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

250090 ヤマセイ ペルー産有機アンデスバナナ 5kg 1 オープン価格 - -

250091 ヤマセイ ペルー産有機アンデスバナナ 10kg 1 オープン価格 - -

250092 ヤマセイ エクアドル産こだわりバナナ 5kg 1 オープン価格 - -

250093 ヤマセイ エクアドル産こだわりバナナ 10kg 1 オープン価格 - -

商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

250100 保谷納豆 有機小粒納豆 ２カップ 35g　×2 1 140円(151) 9日 4976577661318 

250101 保谷納豆 有機小粒納豆 ３カップ 35g×3 1 178円(192) 9日 4976577660847 

250102 保谷納豆 有機認定･国産小粒 紬 35g×2 1 198円(214) 9日 4976577662407 

250103 保谷納豆 有機認証･国産小粒納豆 40g×2 1 170円(184) 9日 4976577662490 

250104 保谷納豆 国産有機納豆 ２パック 40g×2 1 160円(173) 10日 4976577661769 

250111 保谷納豆 国産ひきわり納豆 ２パック 40g×2 1 132円(143) 7日 4976577662377 

250108 保谷納豆 国産丸大豆納豆 ３パック（たれなし） 45g×3 1 132円(143) 9日 4976577661882 

250109 保谷納豆 国産極小粒納豆 ３パック 45g×3 1 160円(173) 9日 4976577661981 

250105 保谷納豆 国産極大粒 つるの舞 ３パック 40g×3 1 160円(173) 10日 4976577662087 

250110 保谷納豆 国産小粒納豆 ３パック 45g×3 1 170円(184) 9日 4976577662421

250106 保谷納豆 国産炭火納豆 ２カップ 35g×2 1 138円(149) 9日 4976577661493 

250107 保谷納豆 国産炭火納豆 ３カップ 35g×3 1 189円(204) 9日 4976577661486 

250113 保谷納豆 黒豆納豆カップ（国産） 40g 1 110円(119) 10日 4976577662469

250115 保谷納豆 東京の納豆売り少年 三角 85g 1 160円(173) 9日 4976577661509 

250112 保谷納豆 発芽玄米入小粒納豆（国産） 35g×2 1 158円(171) 9日 4976577661233 

133-134ページの 商品は弊社に在庫がございません
事前にご予約をお願いいたします

【バナナ】

【納豆】

【有精卵】

商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

250010 ザクセン プチパン 5個 1 363円(392) 4日 4948650000062 

250012 ザクセン プチレーズンパン 5個 1 437円(472) 4日 4948650000130 

250019 ザクセン くるみのプチパン 4個 1 437円(472) 4日 4948650005036 

250020 ザクセン 紅茶のプチパン 4個 1 418円(451) 4日 4948650005821 

250021 ザクセン いよかんのプチパン 4個 1 437円(472) 4日 4948650005753 

250023 ザクセン チーズのプチパン 3個 1 347円(375) 3日 4948650005883 

【パン】 ※<ザクセン>のパンはこちらに掲載されていない商品もございます
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商品コード メーカー名 商品名 内容量 入数    本体価格（税込価格） 賞味 ＪＡＮ

250001 ザクセン 食パン 1斤 1 342円(369) 4日 4948650000017 

250002 ザクセン 食パンスライス 6枚 1 342円(369) 4日 4948650003193 

250003 ザクセン 胚芽食パン 1斤 1 418円(451) 4日 4948650000024 

250004 ザクセン 胚芽食パンスライス 6枚 1 418円(451) 4日 4948650003209 

250006 ザクセン ぶどう食パン 1斤 1 418円(451) 4日 4948650000031 

250007 ザクセン 全粒粉食パン 1斤 1 484円(523) 3日 4948650000208 

250061 ザクセン 全粒粉食パンスライス 6枚 1 484円(523) 3日 4948650005470 

250062 ザクセン 国産１６穀食パン 6枚 1 430円(464) 3日 4948650006019 

250008 ザクセン 有機食パンスライス 6枚 1 440円(475) 3日 4948650100014 

250009 ザクセン 有機ぶどう食パンスライス 6枚 1 495円(535) 3日 4948650100113

250031 ザクセン バゲット 1本 1 363円(392) 4日 4948650000123 

250032 ザクセン バタール 1個 1 333円(360) 4日 4948650003162 

250035 ザクセン チーズフランス 1本 1 340円(367) 3日 4948650005371 

250013 ザクセン ドックパン 4本 1 395円(427) 4日 4948650000277 

250016 ザクセン 胚芽ドックパン 3本 1 280円(302) 4日 4948650003223 

250011 ザクセン テーブルロール 5個 1 437円(472) 4日 4948650000079 

250015 ザクセン バターロール 5個 1 445円(481) 3日 4948650006149

250030 ザクセン ホワイトロール 2個 1 363円(392) 4日 4948650005586

250060 ザクセン ドライトマトとバジルのセミハードロール 5個 1 430円(464) 3日 4948650006170

250022 ザクセン ごまチーズ 2個 1 407円(440) 3日 4948650005029

250028 ザクセン ベーグル 3個 1 448円(484) 4日 4948650003186 

250014 ザクセン よもぎパン 5個 1 437円(472) 4日 4948650000093 

250038 ザクセン あんぱん 2個 1 327円(353) 3日 4948650000116 

250039 ザクセン よもぎあんぱん 2個 1 327円(353) 3日 4948650000109 

250040 ザクセン ごまあんパン 1個 1 203円(219) 3日 4948650005708 

250036 ザクセン メロンパン 1個 1 231円(249) 3日 4948650005074 

250037 ザクセン チョコチップメロンパン 1個 1 225円(243) 3日 4948650005524 

250041 ザクセン クロワッサン 2個 1 397円(429) 4日 4948650000215 

250042 ザクセン ミニクロワッサン 5個 1 495円(535) 3日 4948650005685 

250047 ザクセン シナモンロール 1個 1 242円(261) 3日 4948650003124 

250045 ザクセン チョコデニッシュ 1個 1 270円(292) 3日 4948650005081 

250044 ザクセン かぼちゃデニッシュ 2個 1 418円(451) 3日 4948650000628 

250043 ザクセン あんこデニッシュ 2個 1 418円(451) 3日 4948650000598 

250049 ザクセン アップルリング 1個 1 687円(742) 3日 4948650005418 

250027 ザクセン パン・ド･コンプレ 1個 1 517円(558) 4日 4948650000550 

250025 ザクセン いちじくパン 1個 1 418円(451) 4日 4948650000475 

250026 ザクセン ダブルベリー 1個 1 418円(451) 4日 4948650005227 

250024 ザクセン フルーツライブレッド 4枚 1 523円(565) 6日 4948650005661 

250059 ザクセン ホシノ天然酵母（丹沢酵母菌） 500g 1 オープン価格 1年 4996777060025

食パン クロワッサン あんぱん国産１６穀食パン アップルリング
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丸和食品

味付いなり W
圧搾一番搾りの菜種油

で揚げた、肉厚で柔らか

い油揚げをこだわりの調

味液で味付しました。 五

目ごはんやきつねうどん、

煮物などにもご利用いた

だけます。

620円（670）
内容量 6枚×2　　入数 35　　賞味 3ヶ月
JAN 4992544000096

170009

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国産・遺伝子組換えでない）、砂糖、菜種油（遺伝子組換えで

ない）、醤油、発酵調味料、食塩、かつお節、昆布、さば節／凝固剤〈粗

製海水塩化マグネシウム（にがり）〉

菅野製麺所

堅実選品 玄米パン あんなし
国内産の小麦粉 ・玄米粉

を使用し沖縄県産の黒糖

を加え風味豊かに蒸し上

げたパンです。 温めてその

まま食べたり、ジャムやマー

ガリンを添えて、野菜やハ

ムなどをサンドしたりとお好

みでどうぞ。

400円（432）
内容量 3個入　　入数 15　　賞味 35日
JAN 4972243001068

31161724

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

小麦粉（国内製造）、黒糖（沖縄県製造）、玄米粉（国内製造）、パーム

油、パン酵母、水飴、食塩

菅野製麺所

堅実選品 玄米パン あん入り
国内産小麦粉 ・玄米粉を

使用し沖縄県産の黒糖を

加え、北海道産小豆の「つ

ぶあん」を包んで風味豊

かに蒸し上げたパンです。

420円（454）
内容量 3個入　　入数 15　　賞味 35日
JAN 4972243001051

31161725

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

つぶあん（国内製造）、小麦粉（国内製造）、黒糖（沖縄県製造）、玄米

粉（国内製造）、パーム油、パン酵母、食塩

創健社

発酵豆乳入りマーガリン
植物性乳酸菌で発酵させた豆乳を使用しました。

純植物性100％のマーガリンです。 香料、着色料不

使用。 トランス脂肪酸の少ない製法で作りました。

315円（340）
内容量 160g　　入数 20　　賞味 8ヶ月
JAN 4901735020409

31101030

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用植物油脂、食用精製加工油脂、発酵豆乳、食塩／レシチン（大豆

由来）、酸化防止剤（トコトリエノール）

創健社

べに花ハイプラスマーガリン
一番搾りの高オレイン酸べに花油を主原料に素材

の持つおいしさを大切にした無香料、無着色、酸化

防止剤不使用のマーガリンです。 トランス脂肪酸の

少ない製法で作りました。

310円（335）
内容量 180g　　入数 20　　賞味 9ヶ月
JAN 4901735020423

31101029

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

食用植物油脂、食用精製加工油脂、発酵乳、全粉乳、クリーム、食塩／

レシチン（大豆由来）

丸和食品

絹豆腐（充填豆腐）
国産丸大豆100％、消泡剤無添加、海水にがり100％

使用。30日間日持ちするので、保存にも大変便利です。

そのまま冷奴や味噌汁、鍋物、マーボー豆腐等にご利

用ください。

200円（216）
内容量 300g　　入数 20　　賞味 1ヶ月
JAN 4992544000829

170007

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

大豆（国内産:遺伝子組換えでない）、凝固剤（塩化マグネシウム（に

がり））

三輝

無添  濃厚キムチ
昆布だしや香味野菜で濃

厚な味に仕上げました。

後味はさっぱりとした白菜

キムチです。 化学調味料

無添加。豚キムチや納豆、

豆腐にのせても美味しく

いただけます。 通も納得

の逸品です。

原産国名：韓国　

※販売時期：10 ～ 6 月

400円（432）
内容量 210g　　入数 12　　賞味 2ヶ月
JAN 4950539100626

130329

乳 卵 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

白菜、にら、玉ねぎ、漬け原材料［糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、唐

辛子粉、にんにく、もち米粉、魚醤（カタクチイワシ）、食塩、長ねぎ、醸

造酢、昆布だし、しょうが、アミ塩辛］、（原材料の一部にえびを含む）



商品索引
				英数字
240056	 	 １人用電熱マット（タイマー付）	 132
130286	 	 ３色の蒸しキヌア　	 041
180497	 	 ７大アレルゲン原料を使わない米粉のおやつ	 072
220272	 	 ＡＬＯＥＭＩ　（アロエベラ化粧水）	 121
240055	 	 ＣＵＣＨＥＮ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｎｅｗ圧力名人	130
190124	 	 ＥＣＯ・ＢＬＡＣＫ（無糖）	 099
220145	 	 ＥＸエッセンスオイル	 126
220114	 	 ＥＸシャンプー　	 125
220140	 	 ＥＸトリートメント　	 125
220200	 	 Ｋｉｄｓハミガキ・オレンジ　	 123
220199	 	 Ｋｉｄｓハミガキ・グレープ　	 123
220198	 	 Ｋｉｄｓハミガキ・ストロベリー　	 123
190127	 	 ＫＯＪＩ	ＰＯＷＥＲ	ＤＲＩＮＫ	ＣＬＥＡＲ	 101
230037	 	 ＰＣ－２８Ａ　炊飯量（外鍋５合、内鍋３合）	 131
230038	 	 ＰＣ－４５Ａ　炊飯量（外鍋８合、内鍋５合）	 131
230039	 	 ＰＣ－６０Ａ　炊飯量（外鍋１升、内鍋６合）	 131
180178	 	 ＳＯＹＰＬＵＳ　寿元ビスケット	 084
230072	 	 ｖｉｋｕｒａ浄水ポット	 131
230073	 	 ｖｉｋｕｒａ浄水ポット用　交換カートリッジ	 131

	 あ
180001	 	 アーモンドキャラメル	 075
130015	 	 アーモンドクリーム　	 029
180319	 	 アーモンドじゃこ	 080
130274	 	 アーモンドチョコクリーム　	 029
220056	 	 愛情せっけん　	 122
210076	 	 アイビタン　	 113
110078	 	 恒食　青さのり粉　	 064
190029	 	 青汁豆漿　	 100
210095	 	 青汁の素　分包	 110
180299	 	 青森県産りんご１００％りんごチップ	 086
110013	 	 恒食　アカシヤとんがり蜂蜜　330g	 015
110014	 	 恒食　アカシヤとんがり蜂蜜　500g	 015
110015	 	 恒食　アカシヤ蜂蜜　1.2kg	 015
110016	 	 恒食　アカシヤ蜂蜜　2kg	 015
180003	 	 赤ちゃんせんべい	 072
180129	 	 あかちゃんせんべい　よもぎ入り	 080
180539	 	 アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー		みかん	 087
180513	 	 アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー		もも　	 087
180514	 	 アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー		らふらんす	087
180515	 	 アガベシロップと国産果実の贅沢ゼリー		りんご　	087
180480	 	 アガベチョコレート　ストロベリーピンク	 093
230069	 	 アクアセンチュリースマート	交換カートリッジ	 131
230093	 	 アクアセンチュリープラス	 131
120095	 	 赤穂の天塩　	 011
120166	 	 あごつゆ　	 019
220008	 	 アサバ　スキンローションＳ　	 119
220022	 	 アサバ　パールミルク　	 119
220006	 	 アサバ　へちま水　	 119
220039	 	 アサバ　ホワイトエッセンス	 119
520016	 	 足入れ電熱マット	 132
120206	 	 味酵母　	 024
170009	 	 味付いなりＷ	 135
150035	 	 味のそば	 062
120201	 	 味の母　300ml	 025
120202	 	 味の母　720ml	 025
120203	 	 味の母　1.8L	 025
140018	 	 あずきーの	 057
130126	 	 小豆かぼちゃ　	 042
180005	 	 あずきなクラッカー　	 071
130125	 	 小豆の水煮　	 042
210063	 	 アセロラビタミンＣ１００	 113
120066	 	 圧搾一番しぼりなたねサラダ油　角缶	 008
120065	 	 圧搾一番しぼりなたねサラダ油　丸缶　	 008
130052	 	 あっさり醤油味の寄せ鍋スープ　	 020
180502	 	 アップルグミ	 080
250049	 	 アップルリング	 134
130076	 	 あとひきぱりぱり大根　	 034
120020	 	 天塩味噌　	 004
120070	 	 アマニ油　	 009
120340	 	 アマニ習慣	 009
130022	 	 奄美カレー　甘口　	 030
130023	 	 奄美カレー　中辛　	 030
130342	 	 奄美ベジタブルレトルトカレー　中辛　	 048
120097	 	 あらしお　	 010
180473	 	 荒挽きえびせん　	 072
120231	 	 粗びき塩胡椒　	 026
220014	 	 アロヴィヴィ	アロエ化粧水	 121

110103	 	 恒食　アロエスペシャルエキス	 110
250043	 	 あんこデニッシュ	 134
180183	 	 あんず寒天　	 085
230059	 	 安全装置　チップ式本体セット	 131
230058	 	 安全装置　パッキン（穴なし）	 131
230057	 	 安全装置　平パッキン（穴あり）	 131
120100	 	 アンデスソルトロサ　卓上容器　	 012
120101	 	 アンデスソルトロサ　粉末　	 012
250038	 	 あんぱん	 134

	 い	 	
220032	 	 イオンクリーム　	 121
140080	 	 いずも美人　有機玄米丸餅	 040
140090	 	 いずも美人　有機白米丸餅	 040
150069	 	 出雲福そば　	 061
180384	 	 磯辺巻　	 074
250025	 	 いちじくパン	 134
110007	 	 恒食　一番絞りえごま油　	 009
120068	 	 一番搾り菜種さらだ油　	 008
120302	 	 一味　	 027
210078	 	 イチョウの葉エキス粒	 113
180362	 	 いづも美人　玄米おかき　	 081
180363	 	 いづも美人　古代米おかき　	 081
180011	 	 芋けんぴ　	 074
120103	 	 イヤシロソルト　	 012
250021	 	 いよかんのプチパン	 133
140146	 	 煎りごま金　	 028
110048	 	 恒食　いりごま　黒　	 053
110047	 	 恒食　いりごま　白　	 053
130064	 	 いわし味付　しょうゆ味	 043
110165	 	 恒食　岩手県産白ひえ	 050
110039	 	 恒食　岩手県産はとむぎの粉　	 052
110157	 	 恒食　岩手県産もちあわ　	 050
110155	 	 恒食　岩手県産もちきび	 050
414016	 	 岩のリ入り　のり佃煮　	 037
120297	 	 インカインチオイル	 009
210210	 	 インカインチ・プロテイン	 117

	 う	 	
180246	 	 ウインターチョコレート　	 094
190110	 	 ヴェリタスブロイ	 098
200114	 	 宇治有機緑茶　金　	 102
200115	 	 宇治有機緑茶　銀　	 102
120182	 	 ウスタースペシャル　300ml	 023
120184	 	 ウスターソース　360ml	 024
230043	 	 内鍋　ＰＣ5／２４０／２４００／２８Ａ	 131
230044	 	 内鍋　ＰＣ8／３８０／３８００／４５Ａ	 131
140151	 	 美味かめし　無農薬コシヒカリ　	 038
120085	 	 海の精　あらしお（赤ラベル）　240g	 011
120086	 	 海の精　あらしお（赤ラベル）　500g	 011
120092	 	 海の精　やきしお　	 011
120091	 	 海の精　やきしお　詰替用　	 011
120090	 	 海の精　やきしお　食卓ビン　	 011
120083	 	 海の華（やきしお）　	 010
210037	 	 梅炫　梅エキス　	 111
210039	 	 梅炫　梅エキス粒　	 111
200107	 	 梅昆布茶　	 063
210225	 	 梅醤エキス　	 112
210052	 	 梅醤番茶　	 111
210204	 	 梅醤番茶お徳用	 112
110031	 	 恒食　梅茶漬　	 036
130268	 	 梅にんにく	 035
130105	 	 梅干　	 033
220171	 	 うるおい　化粧石鹸　	 122
230027	 	 うるおい　純マルセルせっけん	 127
220110	 	 うるおい　せっけんシャンプー　	 126
220111	 	 うるおい　せっけんシャンプー詰替用　	 124
230014	 	 うるおい　洗濯せっけん詰替用　	 127
230022	 	 うるおい　洗濯用液体せっけん詰替用　	 127
230001	 	 うるおい　台所用せっけん	 128
230002	 	 うるおい　台所用せっけん詰替用	 128
220132	 	 うるおい　リンス　	 126
220133	 	 うるおい　リンス詰替用　	 124

	 え	 	
240024	 	 エアフォレスト　活性炭フィルター　	 131
240023	 	 エアフォレスト　交換用ＨＥＰＡフィルター	 131
180015	 	 英字ビスケット　	 070
120071	 	 エキストラバージンオリーブオイル　	 009
230026	 	 液体洗たく洗剤　詰替用　	 127
250092	 	 エクアドル産こだわりバナナ　5kg	 133
250093	 	 エクアドル産こだわりバナナ　10kg	 133
180244	 	 エクストラチョコレート　	 094

190092	 	 江戸の誉（玄米甘酒）	 102
180016	 	 えび小判	 079
180018	 	 えびスナック	 079
120167	 	 えびつゆ　	 019
180308	 	 えびまるせん　	 072
210131	 	 エルカルシウム　顆粒　	 116
210132	 	 エルカルシウム　粒　	 116
220097	 	 エレガンスルージュ　１号（変色）　	 122
520007	 	 遠赤外線暖房機　アーバンホットスリム	 132
200025	 	 えんめい茶ＴＢ　5g×24	 104
200026	 	 えんめい茶ＴＢ　5g×84	 104

	 お	 	
190072	 	 オーガニックアップルサイダー＋レモン	 097
373402	 	 オーガニックアマランサス	 051
120296	 	 オーガニック	インカインチオイル　	 009
200074	 	 オーガニックインスタントコーヒー	クスコ緑ラベル	 107
200075	 	 オーガニックインスタントコーヒー	クスコ緑ラベル詰替	107
510437	 	 オーガニックヴィーガンレトルトカレー　豆	 047
510432	 	 オーガニックヴィーガンレトルトカレー　野菜	 047
120335	 	 オーガニックココナッツミルク　	 026
200015	 	 オーガニック自然の実り	むぎ茶 32袋	 104
190071	 	 オーガニックジンジャーエール	 097
120334	 	 オーガニックスイートチリソース　	 026
510425	 	 オーガニックハヤシルゥ	 030
190073	 	 オーガニックぶどうサイダー＋レモン	 098
130021	 	 オーガニックワイルドブルーベリー	 028
110150	 	 恒食		おいしいスパイスカレー	中辛 /ガラムマサラ付	030
130347	 	 美味しい帆立姿炊	 044
510427	 	 美味しい鱒　味付け	昆布仕込	 044
220116	 	 オイルシャンプー　	 125
120169	 	 おおたのマヨネーズ	 021
110087	 	 恒食　大判草加せん　ごま　	 069
110086	 	 恒食　大判草加せん　醤油　	 069
150032	 	 大麦麺　	 062
180022	 	 おから入り揚げあられ	 080
120121	 	 沖縄黒糖蜜　	 014
110164	 	 恒食　沖縄の一温糖	 013
120080	 	 沖縄の海水塩　青い海　	 010
120081	 	 沖縄の海水塩　青い海　焼塩　	 010
120077	 	 沖縄の海水塩　美ら海育ち　80g	 010
120079	 	 沖縄の海水塩　美ら海育ち　500g	 010
180023	 	 小倉ようかん　	 077
180151	 	 おこげ風味直火焼きせんべい	 080
140014	 	 お好み焼粉　	 056
180454	 	 お米でつくったパフスナック　ソース味　	 073
140012	 	 お米のホットケーキミックス　	 056
180024	 	 おしゃぶりこんぶ	 075
230100	 	 お茶だしパックＬ無漂白タイプ	 104
230099	 	 お茶パック無漂白タイプ	 103
130311	 	 おでん（２人前）　	 045
510405	 	 おとなのふわっしゅ詰替	 128
412728	 	 尾道まぜ麺	 060
412822	 	 尾道ラーメン	 059
120016	 	 おふくろ自慢　	 004
120018	 	 おふくろ自慢　減塩甘口　	 004
120017	 	 おふくろ自慢　こし　	 004
230060	 	 重いオモリ（金色）	 131
180025	 	 おやつカステラ　	 076
180459	 	 オレゴン産大粒ソフトプルーン　種付き　	 092
220120	 	 オレンジシャンプー	 126
220122	 	 オレンジシャンプー詰替用	 124
220121	 	 オレンジシャンプー（ポンプ式）　	 126

	 か	 	
200143	 	 ガーデン・オブ・アンデス		有機カモミール	 109
200142	 	 ガーデン・オブ・アンデス		有機ペパーミント	 109
200141	 	 ガーデン・オブ・アンデス
　　　　　　　　　　有機ローズヒップ＆ハイビスカス	 109
160012	 	 海藻サラダ	 064
190133	 	 海東プレミアム	有機金花プーアール茶（PET）	 099
190132	 	 海東プレミアム	有機ジャスミン茶（PET）	 099
210091	 	 海洋深層水スピルリナブレンドスピルリナ１００％		1500 粒	117
210092	 	 海洋深層水スピルリナブレンドスピルリナ１００％		2200 粒	117
110072	 	 恒食　かえり	 062
220227	 	 かえる印のナチュラルかとり線香	 130
130355	 	 香り高いごま豆乳鍋スープ	 020
130357	 	 香り立つゆず鍋つゆ	 020
200132	 	 柿茶ＴＢ　Ｓ	 106
200133	 	 柿茶ＴＢ　Ｌ	 106
180342	 	 柿ピー　	 074
180360	 	 鹿児島県種子島産安納干し芋　	 091
160009	 	 がごめとろろ昆布　	 063

136
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210165	 	 果実酵母マーベル	 118
412001	 	 かつおだしの素　10g×10	 018
412002	 	 かつおだしの素　10g×50	 018
120168	 	 かつおつゆ　	 019
412142	 	 かつおめんつゆ　	 019
180029	 	 カップケーキ	 076
220226	 	 蚊取り線香　菊月香（きくづきこう）	 130
180181	 	 かぼちゃカンパン　缶入り　	 084
180030	 	 かぼちゃサブレ	 072
250044	 	 かぼちゃデニッシュ	 134
140022	 	 かぼちゃフレーク　	 057
120305	 	 からし　	 027
510263	 	 辛麺（スープ付）	 061
180464	 	 カリカリかりんとう　黒砂糖	 089
180463	 	 カリカリかりんとう　天然塩	 089
180333	 	 カリフォルニアプルーン　チャック付　	 092
180031	 	 カリポテスナック　	 073
415633	 	 かりんはちみつしょうが湯（袋入）	 109
230061	 	 軽いオモリ（銀色）	 131
190044	 	 カルゲンエース　	 101
180032	 	 カルシウムウエハース３００	 072
130040	 	 カルシウムスープ	 031
180033	 	 カル鉄スティック　ココア味	 071
510287	 	 カルマグ 1000	 012
150052	 	 カレーうどん（スープ付）	 060
130261	 	 カレーの壺　スパイシー	 031
130270	 	 カレーの壺　マイルド	 031
130267	 	 カレーの壺　ミディアム	 031
130308	 	 カレーの壺		とろっとナスのポークカレー	中辛	 047
130309	 	 カレーの壺		ピリッとスパイスチキンカレー	辛口	047
130327	 	 カレーの壺		ほくっとひよこ豆カレー	辛さ控えめ	047
140073	 	 皮去りほうじはとむぎ　	 052
190104	 	 完熟とまとジュース　食塩無添加　	 096
130148	 	 完熟トマトソース野菜大豆ボール　	 046
190106	 	 完熟りんごジュース	 096
210236	 	 関節の友	 113
160046	 	 乾燥　スライスにんにく	 067
160079	 	 乾燥粒こんにゃく　粒こんきらり	 065
160090	 	 乾燥野菜　九州産青ねぎ　	 066
160092	 	 乾燥野菜　九州産ごぼう　	 067
160088	 	 乾燥野菜　九州産小松菜　	 066
160087	 	 乾燥野菜　九州産大根葉　	 066
160093	 	 乾燥野菜　九州産人参　	 067
160089	 	 乾燥野菜　九州産ほうれん草　	 066
160091	 	 乾燥野菜　九州産れんこん	 067
130331	 	 元祖の本辛なめ茸　	 037
130330	 	 元祖の本造りなめ茸　	 037
180184	 	 寒天つるし柿　	 085
180186	 	 寒天トマト　	 085
180187	 	 寒天ゆずしぼり　	 085
120114	 	 カントリーＨ　オーガニック黒糖　	 014
120113	 	 カントリーＨ　オーガニック純糖　	 014
120352	 	 カントリーＨ　オーガニックトマトソース	 023
120180	 	 カントリーＨ　中濃ソースミニパック（お弁当用）	 024
120193	 	 カントリーＨ　有機イタリアンドレッシング	 021
120120	 	 カントリーＨ　有機黒みつ　	 014
120171	 	 カントリーＨ　有機トマトケチャップ　	 022
120173	 	 カントリーＨ　有機トマトケチャップミニパック
　　　　　　　　　　　　		（お弁当用）	 024
120172	 	 カントリーＨ　有機フルーティーケチャップ　	 022
120192	 	 カントリーＨ　有機和風ドレッシング　	 021

	 き	 	
130323	 	 木桶で熟成味噌汁　あおさ海苔　	 032
130325	 	 木桶で熟成味噌汁　ほうれん草　	 032
130324	 	 木桶で熟成味噌汁　わかめ　	 032
510413	 	 喜界島産特別栽培すりごま（白）	 053
110138	 	 恒食　刻み梅入しそひじきふりかけ　	 036
110120	 	 恒食　刻み出し昆布　	 063
150045	 	 きしめん　	 060
130107	 	 紀州南高梅　	 033
130104	 	 紀州の梅（塩分８％）	 033
190081	 	 北アルプス茶屋の緑茶　	 099
230007	 	 キッチンスピカココ　詰替用　	 128
230006	 	 キッチンスピカココ　ボトル　	 128
180035	 	 きな粉ウエハース	 072
180201	 	 きなこ棒	 090
140040	 	 絹こし胡麻黒　300g	 054
140041	 	 絹こし胡麻黒　500g	 054
140038	 	 絹こし胡麻白　300g	 054
140039	 	 絹こし胡麻白　500g	 054
170007	 	 絹豆腐（充填豆腐）　	 135
140001	 	 岐阜県産薄力粉　	 055

190009	 	 キャロットジュース	 095
200136	 	 九州産ごぼう茶	 107
160084	 	 九州産米ひじき　	 064
130135	 	 九州産ザーサイ入り高菜油炒め　	 045
160013	 	 九州産長ひじき　	 064
130356	 	 九州だし寄せ鍋つゆ	 019
180530	 	 牛乳かすてら	 089
180036	 	 牛乳かりんとう	 074
230074	 	 共通Ａカートリッジ	 131
120159	 	 京風仕立て白だし　	 017
120154	 	 京風だしの素　うすいろ　300ml	 017
120155	 	 京風だしの素　うすいろ　500ml	 017
120156	 	 京風だしの素　うすいろ　1L	 017
190024	 	 業務用国産大豆の無調整豆乳　	 099
130134	 	 きよちゃんの三池高菜油炒め　	 045
31110126	金笛減塩醤油　	 002
31110443	金笛　春夏秋冬のだしの素　	 017

	 く	 	
180270	 	 クコの実　	 092
180453	 	 くだものと野菜のスティックゼリー	 077
160085	 	 熊本県天草産カットわかめ　	 064
180341	 	 熊本県湯前産ポップコーン（乾燥）　	 052
180276	 	 グラノーラ　	 093
180248	 	 クランベリーチョコ　	 094
180396	 	 クリームサンドクラッカー　メープル風味	 071
210058	 	 グリーンマグマ生　分包	 110
120141	 	 グリーンラベル結晶はちみつ　	 016
180200	 	 栗しぐれ　	 090
230075	 	 クリスタル２１ＤＸ　交換カートリッジ	 131
230012	 	 クリンネル／Ｍ　（３０×３０ｃｍ）	 129
160100	 	 グルテンバーガー	 068
180426	 	 グルテンフリークッキーココア　	 083
180169	 	 グルテンフリークッキープレーン　	 083
160057	 	 グルテンミート　	 068
160026	 	 くるま麩	 065
180358	 	 くるみ黒糖　	 090
250019	 	 くるみのプチパン	 133
180401	 	 くるみ餅	 077
120307	 	 黒コショー（粗挽き）　	 027
210237	 	 グロコポリサッカライド	 113
140024	 	 黒ごま入りハトムギきな粉　	 057
180042	 	 黒ごまかりん糖　	 074
130017	 	 黒ゴマクリーム　135g	 029
130018	 	 黒ゴマクリーム　190g	 030
140046	 	 黒ゴマペースト　	 053
120107	 	 黒三温糖　	 013
180383	 	 黒酢入りすこんぶ　	 089
140037	 	 黒すりごま	 053
180199	 	 黒棒	 090
200073	 	 黒豆ごぼう茶（ティーバッグ）	 106
250113	 	 黒豆納豆カップ（国産）	 133
250041	 	 クロワッサン	 134

	 け	 	
140019	 	 契約栽培　片栗粉　	 055
190047	 	 げんきなカルシウムみかん　	 101
190050	 	 げんきなカルシウム（ヨーグルト風味）　	 100
190046	 	 げんきなカルシウムりんご　	 101
140062	 	 健康一番　十穀	 050
110065	 	 恒食　健康田舎切麦（割麦）　	 051
110064	 	 恒食　健康田舎丸麦　	 051
110063	 	 恒食　健康田舎麦　	 051
180298	 	 健康野菜　野菜チップ	 086
31161725	堅実選品　玄米パン　あん入り	 135
31161724	堅実選品　玄米パン　あんなし	 135
31150045	堅実選品　国産はるさめ　	 065
210200	 	 減肥くわ青汁	 110
140104	 	 玄米いも粥　	 039
180046	 	 玄米おこし	 074
140103	 	 玄米かぼちゃ粥　	 039
140086	 	 玄米きびもち　	 040
180277	 	 玄米グラノーラ	 093
110147	 	 恒食　玄米黒胡麻せんべい　	 069
140079	 	 玄米黄金もち　	 040
180316	 	 玄米このは　うす塩味　	 081
180317	 	 玄米このは　しょうゆ味　	 081
180318	 	 玄米このは　プレーン　	 081
140096	 	 玄米五目ごはん	 038
180535	 	 玄米雑穀クラッカー	 071
110148	 	 恒食　玄米白胡麻せんべい　	 069
120049	 	 玄米酢　	 006
130037	 	 玄米スープ	 031

180474	 	 玄米パフのクランチチョコレート	 077
140081	 	 玄米もち	 040
140083	 	 玄米よもぎもち　〈コジマフーズ〉	 040
140084	 	 玄米よもぎもち　〈秋田白玉〉	 040
110071	 	 恒食　玄米ラーメン　	 058
110149	 	 恒食　玄米若布昆布せんべい　	 069

	 こ	 	
180049	 	 珈琲キャラメル	 075
180188	 	 珈琲ゼリー　〈光陽製菓〉	 085
391514	 	 珈琲ゼリー　〈マルヤス〉	 088
180351	 	 珈琲豆チョコ　	 094
180048	 	 コーヒーバウムクーヘン	 076
220095	 	 ゴールド		ファンデーション1号　	 122
220237	 	 ゴールド		ファンデーション３号	 122
220238	 	 ゴールド		ファンデーション５号	 122
180217	 	 コーレンキャンディ　	 085
31111120	コーンクリームシチューフレーク　	 030
190128	 	 糀美水	 101
130095	 	 麹屋甚平　浅漬の素　	 035
130092	 	 麹屋甚平　熟成ぬか床（容器付）　	 035
250020	 	 紅茶のプチパン	 133
220229	 	 高濃度　竹塩石鹸　さっぱりタイプ　	 121
140159	 	 高野山特産　黒ごま豆腐箱入　	 045
140158	 	 高野山特産　ごま豆腐箱入　	 045
210101	 	 高麗紅蔘エキス	 115
210030	 	 香蓮　	 057
180216	 	 香蓮飴　	 085
210120	 	 コエンザイムＱ１０－３０	 112
180465	 	 穀菜美食　グラノーラ	 093
180466	 	 穀菜美食　玄米グラノーラ　	 093
120315	 	 国産１００％なたね油　	 008
130352	 	 国産１０種の蒸し雑穀	 041
250062	 	 国産１６穀食パン	 134
190011	 	 国産温州みかん１００	 096
180295	 	 国産果汁のみかんゼリー	 078
180052	 	 国産果汁のりんごゼリー	 078
200024	 	 国産活性はとむぎ茶１００	 104
110035	 	 恒食　国産強力粉　	 054
250105	 	 国産極大粒　つるの舞　３パック	 133
250109	 	 国産極小粒納豆　３パック	 133
250110	 	 国産小粒納豆　３パック	 133
120073	 	 国産こめ胚芽油　	 009
120133	 	 国産さくら純粋はちみつ　	 016
120136	 	 国産信州あかしあ純粋はちみつ　	 016
250106	 	 国産炭火納豆　２カップ	 133
250107	 	 国産炭火納豆　３カップ	 133
190027	 	 国産大豆の調製豆乳　200ml	 100
190108	 	 国産大豆の調製豆乳　1L	 100
160049	 	 国産大豆ミートミンチ　	 067
120347	 	 国産たまねぎのノンオイルドレッシング	 022
110034	 	 恒食　国産中力粉　	 054
110018	 	 恒食　国産豆乳マヨ　	 021
110154	 	 恒食　国産特別栽培農産物	小豆　	 052
110043	 	 恒食　国産特別栽培農産物	黒豆	 052
110160	 	 恒食　国産特別栽培農産物	大豆	 052
130337	 	 国産鶏サラダチキン		カレー　	 046
130338	 	 国産鶏サラダチキン		長ネギ＆生姜　	 046	
130336	 	 国産鶏サラダチキン	ブラックペッパー＆ガーリック　	046
130335	 	 国産鶏サラダチキン　プレーン　	 046
200110	 	 国産ノンカフェイン寿元茶	 106
110036	 	 恒食　国産薄力粉　	 054
120131	 	 国産はちみつ　アカシヤ　	 016
120128	 	 国産はちみつ　混花　500g	 015
120129	 	 国産はちみつ　混花　1.2kg	 015
120130	 	 国産はちみつ　レンゲ　	 015
140163	 	 国産はとむぎ炊飯器用　	 052
140070	 	 国産はとむぎほうじ粒　	 052
140071	 	 国産はとむぎほうじ粒（小袋）	 052
250111	 	 国産ひきわり納豆　２パック	 133
120135	 	 国産百花純粋はちみつ　	 016
190012	 	 国産ふじりんご１００	 096
140169	 	 国産真鯛の鯛だしがゆ	 039
250108	 	 国産丸大豆納豆　３パック（たれなし）	 133
130119	 	 国産水煮大豆　	 042
200016	 	 国産麦茶 28袋	 104
120346	 	 国産野菜のおろしぽん酢	 026
180053	 	 国産野菜のかりんとう	 080
190102	 	 国産有機あま酒ストレート　ときめく糀	 102
120211	 	 国産有機塩麹　	 005
411653	 	 国産有機純米酢　500ml	 006
411600	 	 国産有機純米酢　900ml	 006
250104	 	 国産有機納豆　２パック	 133
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510288	 	 国産有機ゆずマーマレード	 028
170003	 	 国産有精卵　６個パック	 133
170004	 	 国産有精卵　１０個パック	 133
120132	 	 国産りんご純粋はちみつ　	 016
110004	 	 恒食　黒泉（玄米黒酢）　	 006
180359	 	 黒糖アーモンド　	 091
180393	 	 黒糖カシューナッツ　	 091
180528	 	 黒糖かすてら	 089
180394	 	 黒糖ピーナッツ	 091
110093	 	 恒食　黒糖ふ菓子	 070
130055	 	 コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ　	 020
110054	 	 恒食　国内産１００％十五穀ブレンド	 050
110053	 	 恒食　国内産１００％十五穀ブレンド（業務用）	 050
110052	 	 恒食　国内産１００％十穀ブレンド	 049
110051	 	 恒食　国内産１００％十穀ブレンド（業務用）	 049
150037	 	 国内産エルボパスタ　	 062
140025	 	 国内産きなこ　	 057
130343	 	 国内産金時豆と紅はるか甘煮	 044
130114	 	 国内産金時豆煮豆　スタンドパック　	 044
130109	 	 国内産昆布豆煮豆　スタンドパック　	 044
130111	 	 国内産丹波黒黒豆　スタンドパック　	 044
110129	 	 恒食　国内産原木栽培干し椎茸　	 064
110130	 	 恒食　国内産スライス干し椎茸　	 064
110136	 	 恒食　国内産はとむぎ粒　	 051
140009	 	 国内産パン粉　	 056
110114	 	 恒食　国内産ふのり　	 063
510420	 	 国内産もち麦	 051
200012	 	 国内産有機麦茶ＴＢ	 104
150036	 	 国内産ロングパスタ　	 062
180059	 	 こぐまのビスケット	 079
180062	 	 ココアプチクッキー	 078
180063	 	 小魚スナック　	 073
180064	 	 小魚せんべいノンフライ　	 072
210227	 	 古式梅肉エキス　	 111
520019	 	 腰すっぽりヒーター	 132
160025	 	 こだわり高野豆腐	 065
160024	 	 こだわりの一品こうや豆腐	 064
180417	 	 小粒水ようかん	 078
150061	 	 五島手延うどん　	 061
210177	 	 寿酵素ＢＦプラス　	 118
200106	 	 昆布茶（根昆布）　	 063
180377	 	 ごぼうあられ　	 081
110153	 	 恒食　胡麻油　	 007
250040	 	 ごまあんパン	 134
180397	 	 ごま入り味付けいりこ	 075
180069	 	 胡麻ゴーフレット	 072
250022	 	 ごまチーズ	 134
110021	 	 恒食　ごまドレッシング　	 021
110091	 	 恒食　胡麻ロール　	 069
510429	 	 こめッキー　えだ豆	 084
510428	 	 こめッキー　トマト＆オニオン	 084
210122	 	 コンドロイチン＆グルコサミン	 113

	 さ	 	
130171	 	 菜彩ふりかけ　大根葉　	 037
130084	 	 砂丘らっきょう　甘酢漬　	 034
130085	 	 砂丘らっきょう　ピリ辛　	 034
180131	 	 サクサクボーロかぼちゃ　	 082
150078	 	 (RSPO)さくらいのラーメン　ごま　	 058
150077	 	 (RSPO)さくらいのラーメン　しお	 058
150076	 	 (RSPO)さくらいのラーメン　しょうゆ	 058
150080	 	 (RSPO)さくらいのラーメン　とんこつ	 058
150079	 	 (RSPO)さくらいのラーメン　みそ	 058
150081	 	 (RSPO)さくらいの焼きそば	 059
150027	 	 桜うどん　	 061
210234	 	 酒粕の恵	 117
210235	 	 笹オリゴ	 110
220216	 	 里芋粉	 130
412795	 	 さぬきゆでうどん（スープ付）１食　	 060
130065	 	 さば味噌煮　	 043
130340	 	 サラダサバ　ブラックペッパー＆ガーリック	 047
130339	 	 サラダサバ　プレーン	 046
210220	 	 珊瑚草顆粒９０	 117
210223	 	 珊瑚草粒	 117
120303	 	 山椒　	 027
110167	 	 恒食　山椒入わかめちりめんふりかけ	 036
200010	 	 三年番茶	 103
200011	 	 三年番茶　徳用	 103
130262	 	 三陸鯖水煮	 043
130334	 	 三陸鯖味噌煮	 043

　　　　　　　　　

	 し	 	
230098	 	 ジームスシルキー水素水生成器	 131
230020	 	 シェルミラック　エコ洗濯パウダー	 128
180374	 	 しおあられ　	 081
180481	 	 塩チョコ×カシュー	 094
120308	 	 軸付タカノ爪	 027
210136	 	 しじみエキス　原液　	 116
210135	 	 しじみエキス　粒　	 116
130039	 	 しじみスープ	 031
110140	 	 恒食	自然農法	青森県産あきたこまち玄米	2kg	 049
110141	 	 恒食	自然農法	青森県産あきたこまち玄米	5kg	 049
110144	 	 恒食	自然農法	青森県産あきたこまち白米	2kg	 049
110145	 	 恒食	自然農法	青森県産あきたこまち白米	5kg	 049
120069	 	 しそ油　	 009
130346	 	 しそもみじ　	 037
120300	 	 七味　	 027
220172	 	 しっとり　化粧石鹸　	 122
220113	 	 しっとり　せっけんシャンプー詰替用　	 124
230023	 	 しっとり　洗濯用液体せっけん　	 127
230024	 	 しっとり　洗濯用液体せっけん詰替用　	 127
230016	 	 しっとり　洗濯用粉せっけん詰替用　	 127
230004	 	 しっとり　台所用せっけん詰替用	 128
220187	 	 しっとり　ハンドソープ　	 125
220188	 	 しっとり　ハンドソープ詰替用	 126
220179	 	 しっとり　ボディソープ詰替用	 125
220135	 	 しっとり　リンス詰替用　	 124
120283	 	 実生ゆずかけぽん　密封ボトル　	 025
190116	 	 Ｓ .ミニャール	スパークリングワイン	グレープジュース	赤	 098
190117	 	 Ｓ .ミニャール	スパークリングワイン	グレープジュース	白	 098
210106	 	 シトルリンエキス（分包）	 115
250047	 	 シナモンロール	 134
110025	 	 恒食　芝田さんの梅干し（低塩・紀州南高梅）	 033
130246	 	 島根県産たけのこ水煮	 042
120082	 	 シママース　	 010
110032	 	 恒食　鮭茶漬　	 036
110168	 	 恒食　じゃばらEx	 118
140020	 	 重曹　	 057
150047	 	 十割そば　	 060
220217	 	 樹液不思議シート	 130
220218	 	 樹液不思議シート　Ｂセット	 130
180213	 	 寿元の塩飴（塩分２％）　	 084
140088	 	 十穀入り玄米餅　	 040
140023	 	 純白玉粉　	 055
120143	 	 純粋はちみつ（瓶）　	 016
411206	 	 純正醤油（淡口）　900ml	 002
411205	 	 純正醤油（淡口）　1.8L	 002
411201	 	 純正醤油（濃口）　900ml	 002
411200	 	 純正醤油（濃口）　1.8L	 002
411210	 	 純正生しょうゆ（濃口）　900ml	 003
411209	 	 純正生しょうゆ（濃口）　1.8L	 003
150015	 	 純正ラーメン（５食入）　	 058
120042	 	 純米富士酢　500ml	 006
120043	 	 純米富士酢　900ml	 006
120044	 	 純米富士酢　1.8L	 006
120051	 	 純りんご酢　丸ビン　	 006
200087	 	 しょうが紅茶	 108
130071	 	 生姜ごはんの友	 037
414150	 	 生姜でごはん　	 037
130321	 	 生姜ひじきごはんの素　	 038
140027	 	 生姜末　	 057
130326	 	 しょうがみそ鍋つゆ　	 020
415534	 	 しょうが湯（直火釜炊き）	 109
415520	 	 しょうが湯（直火釜炊き）箱入	 109
110162	 	 恒食　上新粉（微細粉製法）　	 055
150021	 	 小豆島手延べそうめん	 061
160028	 	 庄内板麩	 065
160029	 	 庄内きざみ麩　	 065
110070	 	 恒食　しょうゆラーメン	 058
520023	 	 除菌・サーキュレーター　ピュアドライ	 132
220222	 	 除菌用アルコールスプレー	 129
250001	 	 食パン	 134
250002	 	 食パンスライス	 134
31111134	 植物素材の本格カレーフレーク　辛口　	 030
31111133	 植物素材の本格カレーフレーク　中辛　	 030
230011	 	 食器洗い用スポンジ	 129
120306	 	 白コショー　	 027
130016	 	 白ゴマクリーム	 029
110010	 	 恒食　白三温糖　	 013
140036	 	 白すりごま	 053
190113	 	 信州・安曇野トマトジュース　低塩	 095
190112	 	 信州・安曇野トマトジュース　食塩無添加	 095
190114	 	 信州・安曇野野菜ジュース　食塩無添加	 095

190115	 	 信州・安曇野りんごジュース　	 096
190119	 	 信州生まれのおいしいトマト　食塩無添加	 095
190002	 	 信州生まれのおいしいトマト　低塩	 095
190125	 	 信州まるごとプルーンジュース	 096

	 す	 	
210172	 	 スーパーオータカ（植物エキス醗酵飲料）	 118
510414	 	 スーパー酵素　オリジナル（顆粒）	 118
130192	 	 スーパー発芽黒豆　	 041
130185	 	 スーパー発芽大豆　	 041
520026	 	 スープリーズＲ	 132
210036	 	 すいか糖エキス	 115
120110	 	 杉俣紘二朗作　喜界島黒糖（かち割り）　	 013
120162	 	 すき焼わりした　	 018
220074	 	 スキンケアオイル　ブランドリップ　	 124
220073	 	 スキンケアオイル　ブランドリップＳ	 123
160081	 	 すじ青のり	 028
120218	 	 すし飯名人　すし酢	 007
120127	 	 スッキリオリゴ糖	 015
230031	 	 すっきり　クエン酸　	 129
230029	 	 すっきり　酸素系漂白剤　	 129
230028	 	 すっきり　食器洗い機専用洗浄剤　	 129
230009	 	 すっきり　せっけんクリームクレンザー　	 128
230032	 	 すっきり　洗濯槽クリーナー	 129
230030	 	 すっきり　炭酸ソーダ　	 129
120165	 	 ストレートつゆ三昧　	 019
120233	 	 スパイス塩　	 026
220190	 	 スピカココ　ハンドソープ　詰替用	 126
220189	 	 スピカココ　ハンドソープ　ポンプ　	 126
520008	 	 スポットウォームＳ	 132
120037	 	 酢みそ　	 005
230071	 	 スリマー　交換カートリッジ	 131

	 せ	 	
140111	 	 贅沢穀類　キヌア　	 051
140145	 	 贅沢穀類　もち麦　	 051
412872	 	 瀬戸内いりこラーメン（しょうゆ味）	 059
160077	 	 せんぎり大根　	 066
220182	 	 全身シャンプーＥＸ　詰替用　	 126
220181	 	 全身シャンプー湯洗美人	 125
120312	 	 洗双糖　	 014
190056	 	 仙人秘水　500ml	 098
190120	 	 仙人秘水　1100ml	 098
160086	 	 ゼンパスタ	 066
180073	 	 全粒粉クラッカー　	 071
250007	 	 全粒粉食パン	 134
250061	 	 全粒粉食パンスライス	 134

	 そ	 	
200072	 	 爽快減肥茶（ティーバッグ）	 106
150025	 	 そうめん	 061
140093	 	 即席白玉もち	 041
110008	 	 恒食　粗精糖　	 013
180198	 	 蕎麦ぼうろ	 090
130238	 	 ソフティーピーナッツクリーム　	 029
180132	 	 ソフトせんべい塩味	 080
130103	 	 素朴なしそ漬小梅干　	 033
220261	 	 ソラデー３　ブルー　	 123
220207	 	 ソラデー専用スペアブラシ　Ｃ（こども用）　	 123
220206	 	 ソラデー専用スペアブラシ　Ｈ（かため）　	 123
220205	 	 ソラデー専用スペアブラシ　Ｍ（ふつう）　	 123
220267	 	 ソンバーユ　馬油石鹸（ヒノキの香り）	 124
220064	 	 ソンバーユ　無香料	 124
220070	 	 ソンバーユ　無香料　ミニ	 124

	 た	 	
180446	 	 ダーデン	アガベチョコレート　ミルク	 094
180444	 	 ダーデン	有機アガベチョコレート	ダークカカオ70％	 094
120058	 	 太香胡麻油	 008
160050	 	 大豆たんぱくうす切り　	 067
160051	 	 大豆たんぱく細切り　	 067
160064	 	 大豆のハム　	 068
130121	 	 大豆の水煮　	 042
160099	 	 大豆ミート　ミンチタイプ	 067
160065	 	 大豆ローフ　リッチテイスト　	 068
120060	 	 太白胡麻油	 008
130322	 	 たけのこごはんの素　	 038
120015	 	 だし入りかけ醤油	 003
120147	 	 だしの素　10g×10	 018
120149	 	 だしの素　10g×50	 018
120151	 	 だしの素　こいいろ　300ml	 017
120152	 	 だしの素　こいいろ　500ml	 017
120153	 	 だしの素　こいいろ　1L	 017
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110137	 	 恒食　種子島産三温糖　	 013
250026	 	 ダブルベリー	 134
110080	 	 恒食　タプロ８０　	 067
180077	 	 タマゴボーロ	 079
120337	 	 玉締め絞り胡麻油　胡香の光　	 008
240052	 	 多目的機能アイマスク　ときめき　ブルー	 130
31090303	丹沢サイダー	 097
180205	 	 丹波黒　黒豆甘納豆　	 090
180206	 	 丹波黒　抹茶黒豆甘納豆　	 090
110096	 	 恒食　たんぽぽ珈琲　150g	 108
110097	 	 恒食　たんぽぽ珈琲　290g	 108

ち	
250023	 	 チーズのプチパン	 133
250035	 	 チーズフランス	 134
510419	 	 小さな消防士（手投げ消火弾）	 131
510423	 	 小さな消防士　天ぷら油火災用	 131
120039	 	 千鳥酢　360ml	 005
120040	 	 千鳥酢　900ml	 005
120041	 	 千鳥酢　1.8L	 005
210238	 	 チャスキブレンドオイル・アントニオ	 117
413067	 	 茶漬昆布　	 036
130146	 	 中華風野菜大豆ボール　	 045
120178	 	 中濃ソース　	 023
240005	 	 超薄型　遠赤外線暖房機　アーバンホット	 132
120105	 	 超還元弥盛塩	 012
120309	 	 超特選　うすむらさき　「生」　 002
120011	 	 超特選　減塩醤油　500ml	 002
120012	 	 超特選　減塩醤油　900ml	 002
120261	 	 超特選　減塩醤油　密封ボトル　	 002
120004	 	 超特選　むらさき　	 001
120246	 	 超特選　むらさき生しょうゆ　密封ボトル　	 003
120003	 	 超特選　有機醤油うすくち　	 001
120002	 	 超特選　有機醤油こいくち　	 001
120267	 	 超特選　有機醤油こいくち　密封ボトル　	 001
250037	 	 チョコチップメロンパン	 134
180543	 	 チョコっとビオ	有機アガベチョコレートカカオ70％	094
180544	 	 チョコっとビオ	有機ココシュガーチョコ	アーモンドミルク	 094
180545	 	 チョコっとビオ	有機ミントチョコレート	カカオ71％	 094
250045	 	 チョコデニッシュ	 134
110073	 	 恒食　ちりめん	 062

つ	
120212	 	 つけ上手（塩こうじ）　 005
180078	 	 包み黒糖飴	 075
220233	 	 椿油	 125
150029	 	 つむぎうどん　	 061

て	
250011	 	 テーブルロール	 134
520044	 	 低速回転式	ジューサー	ベジフルＺ	 132
413063	 	 手ほぐし天然紅鮭　	 037
130145	 	 デミグラスソース風野菜大豆バーグ　	 045
130344	 	 デミグラスソース風野菜大豆ボール　	 046
130101	 	 手もみ梅干　150g	 033
130102	 	 手もみ梅干　1kg	 033
130144	 	 てり焼き野菜大豆バーグ　	 045
120025	 	 輝麦（てるむぎ）　 004
120294	 	 天海の塩　ポリ袋チャック付　	 011
120036	 	 田楽みそ　	 005
190055	 	 天川村の湧水　	 098
240054	 	 電気掛敷　オーガニックコットン毛布	 132
520017	 	 電気ひざかけ（ブラウン）	 132
520027	 	 電気ひざかけ（グレー）	 132
520009	 	 電気ホットカーペット１畳用　本体のみ	 132
520029	 	 電気ホットカーペット１畳用　カバー付	 132
520012	 	 電気ホットカーペット２畳用　本体のみ	 132
520025	 	 電気ホットカーペット２畳用　カバー付	 132
520014	 	 電気ホットカーペット３畳用　本体のみ	 132
520015	 	 電気ホットカーペット３畳用　カバー付	 132
110163	 	 恒食　てんさい含蜜糖粉末	 013
210016	 	 田七人参の力	 114
210017	 	 田七人参の力　お徳タイプ	 114
520049	 	 電磁波低減　ヘアードライヤー	パールホワイト	132
520022	 	 電磁波低減　ヘアードライヤー	ピンク	 132
520021	 	 電磁波低減　ヘアードライヤー	レッド	 132
120099	 	 天日熟成塩　塩田　	 012
510390	 	 天日干したくあん	 033
140013	 	 天ぷら粉　	 056

と	
250115	 	 東京の納豆売り少年　三角	 133
190028	 	 豆漿　200ml	 100

190026	 	 豆漿　1L	 100
110094	 	 恒食　豆乳くずもち	 070
130319	 	 豆乳仕立てのかぼちゃスープ　	 032
130317	 	 豆乳仕立てのじゃがいもスープ　	 031
130318	 	 豆乳仕立てのとうもろこしスープ　	 032
130316	 	 豆乳仕立てのにんじんスープ　	 031
180207	 	 豆乳ぜんざい	 091
180080	 	 豆乳どーなっつ	 076
180081	 	 豆乳プチクッキー	 078
110095	 	 恒食　豆乳わらびもち	 070
180536	 	 とうもろこしでつくったパフスナック　塩味	 073
220173	 	 特選固型石鹸	 127
120006	 	 特選　純むらさき　900ml	 001
120007	 	 特選　純むらさき　1L	 001
120008	 	 特選　純むらさき　1.8L	 001
200053	 	 どくだみ茶	 106
120183	 	 特別栽培の野菜使用　ウスターソース　	 024
120179	 	 特別栽培の野菜使用　中濃ソース　	 024
120186	 	 特別栽培の野菜使用　とんかつソース　	 024
140153	 	 特別栽培米　発芽玄米	 049
3911020	 	トコゼリー　甘夏	 088
391502	 	トコゼリー　パイン	 088
391501	 	トコゼリー　ピーチ	 088
391504	 	トコゼリー　ぶどう	 088
391503	 	トコゼリー　みかん	 088
180278	 	トコゼリーセット　６個入	 088
180279	 	トコゼリーセット　８個入	 088
180280	 	トコゼリーセット　１６個入	 088
180281	 	トコゼリーセット　２４個入	 088
3990246	 	トコゼリー専用化粧箱 (6個入箱 )	 088
3990247	 	トコゼリー専用化粧箱 (8個入箱 )	 088
3990248	 	トコゼリー専用化粧箱 (16 個入箱 )	 088
3990250	 	トコゼリー専用化粧箱 (24 個入箱 )	 088
230082	 	 吐出管（ＺＳ２５００／ＺＳ１５００共通）	 131
110079	 	 恒食　栃木県産無漂白かんぴょう　	 064
140049	 	 特許ごますり器「スリッキーＮ」	 053
250013	 	ドックパン	 134
150031	 	 とびきり鍋焼用うどん	 061
120175	 	トマトケチャップ　	 023
130143	 	トマトソース野菜大豆バーグ　	 045
250060	 	ドライトマトとバジルのセミハードロール	 134
130320	 	 鶏ごぼう飯の素　	 037
130240	 	 鶏だしコク鍋つゆ　	 020
180567	 	 とろふるあずき　	 087
180568	 	 とろふる黒豆　	 087
110139	 	 恒食　とろろ昆布入ひじき納豆ふりかけ　	 036

な	
140170	 	 長崎県平戸産焼きあごだしがゆ	 039
120351	 	 長崎素材ドレッシング		大村産黒田五寸にんじん

使用スウィートベジタブル	 022
120350	 	 長崎素材ドレッシング		長崎県産焼きあご使用

和風だししょうゆ	 022
120221	 	 長崎南蛮酢　	 007
120031	 	 長崎麦米合わせみそ　	 004
120026	 	 長崎みそ　500g	 003
120027	 	 長崎みそ　1kg	 003
220195	 	 ナスジェットブラック　	 123
180565	 	 ナチュラルビーガンクッキー　アーモンド　	 083
180559	 	 ナチュラルビーガンクッキー　アールグレイ　	082
180561	 	 ナチュラルビーガンクッキー　いちじく　	 083
180557	 	 ナチュラルビーガンクッキー　かぼちゃ　	 082
180558	 	 ナチュラルビーガンクッキー　玄米　	 082
180563	 	 ナチュラルビーガンクッキー　珈琲　	 083
180562	 	 ナチュラルビーガンクッキー　黒糖バナナ　	 083
180560	 	 ナチュラルビーガンクッキー　ココア　	 083
180566	 	 ナチュラルビーガンクッキー　島レモン	 083
180556	 	 ナチュラルビーガンクッキー　たんぽぽ　	 082
180564	 	 ナチュラルビーガンクッキー　野菜ミックス　	 083
220273	 	 ナチュラルスィート	ファンデーションＳ	１５号	 122
220257	 	 ナチュラルスィート	ファンデーションＳ	１６号	 122
150043	 	 なつかしうどん　	 060
120343	 	 生羅漢果顆粒　	 014
160010	 	 鳴門産生わかめ　	 063
120262	 	 なんでもソルト　詰替用　	 026

に	
220017	 	 ニード　ぬかっこ化粧水	 121
220129	 	 ニード　ぬかっこシャンプー　	 125
220035	 	 ニード　ぬかっこスキンクリーム	 122
220175	 	 ニード　ぬかっこ石鹸　	 121
220060	 	 ニード　ぬかっこ洗顔　	 122
220185	 	 ニード　ぬかっこボディ洗粉　	 122

130226	 	 煮込みメンマ	 035
110161	 	 恒食　煮干し	 062
110075	 	 恒食　煮干粉	 062
190010	 	 にんじん５５	 095
190105	 	 人参ジュース　	 095
120336	 	 にんにくペースト　	 026

ぬ	
130313	 	 ぬか風味スライスたくあん　	 034

ね	
210147	 	 ネオ　プロポリス粒	 114
210155	 	 ネオローヤルゼリーシルバー	 114
180437	 	 根昆布あられ　	 075
110077	 	 恒食　根昆布入りとろろ昆布	 063
180084	 	 ねじりん棒　	 073
180085	 	 ねじりん棒カレー味	 074
180405	 	 ねじりん棒ミニパック　	 074
130108	 	 ねりうめ　	 033
140044	 	 ねり胡麻チューブ　黒	 054
140043	 	 ねり胡麻チューブ　白	 054

の	
120189	 	 濃厚ソース　〈パパヤ〉	 023
120190	 	 濃厚ソース　〈ヒカリ〉	 024
120106	 	 濃厚にがり液　海の調べ　	 012
210226	 	 濃縮番茶入梅醤エキス　	 112
200099	 	 農薬を使わずに育てたアッサムブレンド紅茶ＴＢ	 108
200137	 	 農薬を使わずに育てた宇治緑茶ＴＢ	 102
200080	 	 農薬を使わずに育てた紅茶ＴＢ	 108
200081	 	 農薬を使わずに育てた紅茶リーフティ　	 108
200134	 	 農薬を使わずに育てた生姜紅茶ＴＢ	 108
110033	 	 恒食　野沢菜茶漬　	 036
180086	 	 のど飴　	 075
180087	 	 のどガム	 076
180323	 	 のどにやさしい金銀花のど飴　	 085
210014	 	 のみやすい板藍根　お徳タイプ	 114
210013	 	 のみやすい板藍根　顆粒	 114
200131	 	 飲みやすい板藍根茶	 106
190034	 	 飲む大豆無加糖　	 100
230005	 	 ノンハーム　Ｃ－１２		 129

は	
190084	 	 バーモント酢　アポロ　720ml	 101
190085	 	 バーモント酢　アポロ　1.8L	 101
250003	 	 胚芽食パン	 134
250004	 	 胚芽食パンスライス	 134
180088	 	 胚芽スティック　	 070
250016	 	 胚芽ドックパン	 134
180538	 	 胚芽ビスケット	 070
140065	 	 はいがむぎ　	 051
110098	 	 恒食　ハイゴールドＥ	 112
110100	 	 恒食　梅肉エキス　	 111
180506	 	 梅肉エキス飴　	 084
110101	 	 恒食　梅肉エキス粒　	 111
210049	 	 梅肉酵母エキス	 111
180090	 	 バウムクーヘン	 076
120093	 	 伯方の塩　	 011
120094	 	 伯方の塩・焼塩　	 011
190030	 	 麦芽豆漿　	 100
250031	 	 バケット	 134
220211	 	 バスコーソ（入浴剤）	 126
250032	 	 バタール	 134
250015	 	 バターロール	 134
180091	 	 畑のクラッカー　	 071
180092	 	 畑のスナック　カレー味　	 073
190083	 	 ハチミツりんご酢　	 101
180190	 	 はちみつレモンゼリー	 086
250112	 	 発芽玄米入小粒納豆（国産）	 133
180297	 	 発芽玄米ブランのサンド	 071
200022	 	 発芽はと麦茶ＴＢ	 104
230049	 	 パッキン　ＰＣ２４０／２４００	 131
230046	 	 パッキン　ＰＣ２８Ａ	 131
230050	 	 パッキン　ＰＣ３８０／３８００	 131
230047	 	 パッキン　ＰＣ４５Ａ	 131
230048	 	 パッキン　ＰＣ６０Ａ	 131
190095	 	 醗酵カシス飲料　	 097
180332	 	 醗酵カシス粒　	 092
130011	 	 醗酵カシスの魅力（ジャム）　	 029
110166	 	 恒食　発酵黒生姜	 118
510410	 	 醗酵生姜　	 097
31101030	発酵豆乳入りマーガリン	 135
200018	 	 はと茶ＴＢ	 104
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210073	 	 ハトムギエキス粒	 116
210072	 	 ハトムギエキス末	 116
180093	 	 はとむぎおこし	 074
210181	 	 ハトムギ酵素	 116
220059	 	 パナール　ビューティーソープｐ　	 121
210109	 	 パナケア	 113
510415	 	 はなどおり（カプセルタイプ）	 118
413412	 	 はぶ茶〈マルシマ〉	 106
200052	 	 はぶ茶〈小谷穀粉〉	 106
220194	 	 ハミナー　	 123
110159	 	 恒食　早煮昆布	 063
210197	 	 パワーガーリック　ＥＸ－３０	 112
210217	 	 ハワイアンスピルリナ　	 117
250027	 	 パン・ド・コンプレ	 134
180507	 	 板藍根飴　	 084

	 ひ	 	
130014	 	 ピーナッツクリーム	 029
130012	 	 ピーナッツバター　	 029
130207	 	 ピーナッツペースト（砂糖不使用）　	 029
210034	 	 ビオタックスＥｘ	 118
180380	 	 ひじきあられ　	 075
180095	 	 ひじきスティック	 071
130120	 	 ひじき大豆　	 042
180241	 	 ビターチョコレート　	 094
110158	 	 恒食　日高昆布　	 063
180509	 	 ヒット　オーガニックミントドロップ	 085
110089	 	 恒食　一口草加せん　ごま	 069
110088	 	 恒食　一口草加せん　醤油	 069
180196	 	 一口ようかん　芋　	 090
180195	 	 一口ようかん　塩　	 089
180391	 	 一口ようかん　抹茶　	 090
180194	 	 一口ようかん　煉　	 089
210188	 	 ひとみの恵　ルテイン４０　	 113
140048	 	 美の光　黒（ゴマペースト）　	 053
140047	 	 美の光　白（ゴマペースト）　	 053
150056	 	 冷し中華麺（スープ付）	 060
150019	 	 冷しらーめん（ノンフライ麺）	 059
150026	 	 ひやむぎ　	 061
230102	 	 ピュアストリーム２・３共通カートリッジ	 131
520047	 	 ピュアストリーム３	 131
130053	 	 ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ　	 020
220265	 	 ピレカロール	 130
160094	 	 広島県産有機千切り大根　	 066
160095	 	 広島県産有機たんざく大根	 066
160096	 	 広島県産有機割干し大根　	 066

	 ふ	 	
220191	 	 ファミリーハミガキ　	 123
210231	 	 ふげん（植物エキス醗酵食品・粉末）	 118
210031	 	 節香蓮　	 057
190059	 	 富士山のおいしい水　イオン水	 099
120217	 	 富士すし酢　	 007
120220	 	 富士ピクル酢　	 007
250010	 	 プチパン	 133
250012	 	 プチレーズンパン	 133
31091154	ぶどうしぼり　　	 096
250006	 	 ぶどう食パン	 134
180430	 	 フルーツ＆ナッツ　トレイルミックス　	 092
250024	 	 フルーツライブレッド	 134
180098	 	 フルーツラムネ　〈サンコー〉	 078
180133	 	 フルーツラムネ　〈ウイングフーズ〉	 089
180191	 	 ブルーベリーゼリー　	 086
180192	 	 プルーンゼリー　	 086
120298	 	 プレミアムドレッシング　オリーブオイル　	 022
120317	 	 プレミアムドレッシング　九州産野菜　	 022
120318	 	 プレミアムドレッシング　シーザーサラダ　	 022
120299	 	 プレミアムドレッシング　ゆず　	 021
520003	 	 プレミアムブラックジンガー	黒大豆香琲	お徳用	 115
520006	 	 プレミアムブラックジンガー	黒大豆香琲ボックス	 115
520002	 	 プレミアムブラックジンガー玄米香琲	お徳用	 115
520005	 	 プレミアムブラックジンガー玄米香琲	ボックス	 115
210141	 	 プロポリス液	 114
180209	 	 プロポリスキャンディー　	 084
210143	 	 プロポリススプレー	 114
210144	 	 プロポリス粒	 114
220028	 	 プロメ　ＳＰクリーム	 120
220042	 	 プロメアルファー	 120
220012	 	 プロメ　エリートＵ　	 119
220029	 	 プロメ　オリーブクリーム	 120
220093	 	 プロメコーカ	 120
220027	 	 プロメ　ゴールドローション　	 120
220026	 	 プロメ　ゴールドローションＳ　	 120

220103	 	 プロメ　サンゴールド	 120
220094	 	 プロメ　シルキーメイク	 120
220100	 	 プロメ　ホホ紅	 121
220092	 	 プロメ　メーキャップ２号	 120
220013	 	 プロメ　レモンローションＣ　	 119
160075	 	 粉末寒天	 065
120108	 	 粉末黒糖　	 013
230018	 	 粉末洗たく洗剤	 127

	 へ	 	
250028	 	 ベーグル	 134
180242	 	 ヘーゼルナッツチョコレート　	 094
220015	 	 ヘーラールーノ（植物エキス醗酵化粧水）　	 121
220146	 	 ヘアウォーター　	 125
220147	 	 ヘアスプレー	 126
130141	 	 ベジタブルミートソース　	 048
150008	 	 ベジタリアンのしょうゆらーめん	 059
150068	 	 ベジタリアンのソース焼そば	 059
130028	 	 ベジタリアンのためのカレー	 030
130152	 	 ベジタリアンのための根菜カレー　	 047
130150	 	 ベジタリアンのための豆カレー　	 047
130149	 	 ベジタリアンのための野菜カレー　	 047
150071	 	 ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん	 059
150070	 	 ベジタリアンのとんこつ風らーめん	 059
150009	 	 ベジタリアンのみそらーめん	 059
160066	 	 ベジツナ　	 068
120254	 	 紅芋酢	 007
510407	 	 紅玉梅酢　	 007
31101029	べに花ハイプラス　マーガリン　	 135
31110562	べに花マヨネーズ　	 021
210010	 	 ヘリクロゲン	 110
210011	 	 ヘリクロパック　1g×50	 110
210012	 	 ヘリクロパック　1g×100	 110
250090	 	 ペルー産有機アンデスバナナ　5kg	 133
250091	 	 ペルー産有機アンデスバナナ　10kg	 133

	 ほ	 	
120104	 	 ポケットイヤシロソルト	 012
210018	 	 ホシ隈笹エキス　	 110
210019	 	 ホシコラーゲン	 113
250059	 	 ホシノ天然酵母 (丹沢酵母菌 )	 134
130093	 	 補充用　熟成ぬか　　	 035
190107	 	 北海道産あずき美人茶（無糖）　	 099
140171	 	 北海道産昆布だしがゆ	 039
140010	 	 ホットケーキミックス無糖　	 056
140011	 	 ホットケーキミックス有糖　	 056
180534	 	 ポテトチップスしお味	 073
250030	 	 ホワイトロール	 134
120187	 	 本格ソース甘口　	 024
510416	 	 ボンヌファーム　有機素焼きミックスナッツ　	 093
130241	 	 本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ　	 020
130227	 	 本物のいわしくん　醤油味付　	 044
130221	 	 本物のいわしくん　ブツ切り味付	 044
130224	 	 本物のいわしくん　水煮　	 044

	 ま	 	
120353	 	 マービー液状低カロリー甘味料６２０	 015
130358	 	 マービー低カロリー　ストロベリージャム	 028
130360	 	 マービー低カロリー　ブルーベリージャム	 028
130359	 	 マービー低カロリー　マーマレード	 028
130158	 	 麻婆豆腐の素　	 048
130251	 	 毎日かんたんおみそ汁	 032
220214	 	 マグマオンセン別府（海地獄）	 126
210137	 	 マグマしじみエキス　	 117
210232	 	 まぐろのチカラ粒	 112
130263	 	 鮪ライトツナフレーク・油漬	 043
130264	 	 鮪ライトツナフレーク・オイル無添加	 043
120324	 	 まぜるめんつゆ		こってりしょうゆ焼きあご風味	 019
120323	 	 まぜるめんつゆ		さっぱりゆずサラダ風	 019
120345	 	 まぜるめんつゆ		本場長崎仕込み冷やしちゃんぽん風	 019
220161	 	 マックヘナ　ナチュラルオレンジ　	 126
220158	 	 マックヘナ　ナチュラルダークブラウン	 126
220157	 	 マックヘナ　ナチュラルブラウン　	 126
220160	 	 マックヘナ　ナチュラルブロンズ　	 126
220159	 	 マックヘナ　ナチュラルライトブラウン　	 126
120348	 	 松田のマヨネーズ甘口	 021
120349	 	 松田のマヨネーズ辛口	 021
180529	 	 抹茶かすてら	 089
180193	 	 抹茶ゼリー　	 086
180540	 	 抹茶チョコ×カシュー	 094
120338	 	 マヌカハニーＭＧＯ　１００＋　250g	 016
120339	 	 マヌカハニーＭＧＯ　１００＋　500g	 016
180390	 	 マヌカハニーＵＭＦ１０＋ロゼンジ	 084

210218	 	 ママカル細粒末Ｓ（料理・炊飯用）　	 116
210219	 	 ママカル細粒末Ｌ（料理・炊飯用）　	 116
160073	 	 まめ麩	 065
210228	 	 まるごと玄米香琲　ブラックジンガー	 115
180344	 	 まるごと小魚	 080
110001	 	 恒食　丸大豆醤油　1L	 001
110002	 	 恒食　丸大豆醤油　1.8L	 001
120329	 	 マルホン　かけ旨ごま油　マイルド　	 008
120330	 	 マルホン　純正ごまラー油　	 010
120327	 	 マルホン　太香胡麻油　ペット　	 007
120328	 	 マルホン　太白胡麻油　ペット　	 008

	 み	 	
130353	 	 ミートソース	 048
180369	 	 みかんのドリンク　	 077
220054	 	 ミズフィール　クレンジングクリーム　	 122
220009	 	 ミズフィール　へちま水Ｓ　	 119
240042	 	 ミニエアクリーナー　赤	 131
240041	 	 ミニエアクリーナー　白	 131
180309	 	 ミニえびまるせん	 079
180503	 	 ミニ柿ピー	 080
250042	 	 ミニクロワッサン	 134
180110	 	 ミニ小魚スナック	 079
180411	 	 ミニチョコ　エスプレッソ	 094
180352	 	 ミニチョコ　オレンジビター	 094
180447	 	 ミニチョコ　カカオ８０％	 094
180354	 	 ミニチョコ　ジンジャーレモン	 094
180111	 	 ミニどうぶつビスケット	 079
180112	 	 ミニどら焼	 077
180331	 	 ミニバウムクーヘン	 076
180114	 	 ミニミレービスケット	 079
180115	 	 ミニ野菜スティック	 079
190053	 	 ミネラル水　深海の恵み	 098
110009	 	 恒食　ミネラルブラウンシュガー　	 013
180116	 	 ミルクキャラメル　	 075
180395	 	 ミルクスティック　	 070
180240	 	 ミルクチョコレート　	 094
180118	 	 ミレービスケット	 070
180407	 	 ミレービスケット　ノンフライ　	 070
180119	 	 ミントガム	 076

	 む	 	
230063	 	 むし板　ＰＣ8／３８０／３８００／４５Ａ	 131
3541401	 	 無双番茶　	 103
3541409	 	 無双番茶徳用　	 103
120023	 	 無添加玄米みそ　	 004
120028	 	 無添加長崎麦みそ　カップ　	 003
190126	 	 無添加りんごジュース　	 097
130329	 	 無添　濃厚キムチ	 135
160031	 	 無漂白寒天	 065
180120	 	 紫いもチップ　	 073

	 め	 	
210108	 	 命泉粒	 112
210229	 	 梅丹　ＵＧ　75g	 111
210230	 	 梅丹　ＵＧ　180g	 111
250036	 	 メロンパン	 134

	 も	 	
130035	 	 もずくスープ	 032
110057	 	 恒食　もちあわ　	 050
110061	 	 恒食　もちきび　	 050
180501	 	 もものドリンク　	 077
130312	 	 もろこし畑（クリーム）	 043
130300	 	 もろこし畑（ホールカーネル）　	 042

	 や	 	
412165	 	 焼あごだし	 018
120160	 	 焼きあごだし　うすいろ　	 017
120215	 	 焼肉のたれ　	 026
140060	 	 やく膳健康食品	黒米	 050
220270	 	 薬用重炭酸入浴剤	ナチュラルバス	 126
220192	 	 薬用ソルトハミガキ　	 123
220255	 	 薬用ハミガキ　ペリオキュア　	 123
130298	 	 野菜がおいしいとり塩鍋スープ　	 020
510406	 	 やさいくだものあらい　	 128
130038	 	 野菜スープ	 031
180122	 	 野菜スティック	 071
180123	 	 野菜スナック　	 073
130222	 	 野菜と豆のカレー　	 048
180124	 	 野菜プチクッキー	 078
150007	 	 野菜らーめん（ノンフライ麺）	 058
510290	 	 やさしいプリン	 086
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180456	 	 やさしいラムネ	 078
200126	 	 野草茶房　国産イチョウ茶　	 105
200125	 	 野草茶房　国産かきの葉茶　	 105
200127	 	 野草茶房　国産くわ茶　	 105
200130	 	 野草茶房　国産すぎな茶	 105
200122	 	 野草茶房　国産どくだみ茶　	 105
200035	 	 野草茶房　国産はとむぎ茶　	 105
200124	 	 野草茶房　国産びわ茶　	 105
200038	 	 野草茶房　甜茶	 105
200042	 	 野草茶房　よもぎ茶　	 105
190122	 	 ヤマタカ　おいしいあま酒　青　	 102
190068	 	 ヤマタカ　おいしいあま酒　赤	 102
180288	 	 やわらかほしいも　	 091

	 ゆ	 	
140161	 	 有機ＪＡＳ認定	自然農法	魚沼産コシヒカリ玄米		2kg	 049
140162	 	 有機ＪＡＳ認定	自然農法	魚沼産コシヒカリ玄米		5kg	 049
120035	 	 有機赤だし　	 004
190111	 	 有機茜しるこ	 101
180443	 	 有機アガベチョコレートダーク　カカオ85%	 093
190123	 	 有機あまざけ　	 102
130305	 	 有機いちごジャム	 028
180381	 	 有機いちじく	 092
120272	 	 有機ウスターソース　	 023
140005	 	 有機お菓子をつくるお米の粉　	 056
370405	 	 有機オリーブ油　	 009
130306	 	 有機キーマカレー	中辛	 048
200139	 	 有機金花プーアール茶ティーバッグ	 109
180307	 	 有機クランベリー　	 092
372236	 	 有機くるみ	 093
200140	 	 有機黒烏龍茶ティーバッグ	 109
140102	 	 有機玄米小豆粥　	 038
140095	 	 有機玄米小豆ごはん	 038
140101	 	 有機玄米粥　	 038
140110	 	 有機玄米クリーム　	 039
140085	 	 有機玄米黒豆もち　	 039
140094	 	 有機玄米ごはん	 038
180142	 	 有機玄米セラピー　黒胡麻	 081
200006	 	 有機玄米茶　	 103
180423	 	 有機玄米プラス　黒胡麻　	 082
180424	 	 有機玄米プラス　めかぶ　	 082
140078	 	 有機玄米もち　	 039
140082	 	 有機玄米よもぎもち　	 039
200076	 	 有機珈琲ほろにが深煎り　	 107
200077	 	 有機珈琲まろやか中煎り　	 107
250100	 	 有機小粒納豆　２カップ	 133
250101	 	 有機小粒納豆　３カップ	 133
510421	 	 有機栽培カフェインレスインスタントコーヒー	瓶	 107
200102	 	 有機栽培カフェインレスコーヒードリップバッグ	 107
140030	 	 有機雑穀で作った天然酵母	 056
200008	 	 有機三年番茶ＴＢ	 103
372811	 	 有機シナモンパウダー　	 057
200138	 	 有機ジャスミン茶ティーバッグ	 109
140105	 	 有機十割粥（白粥）　	 038
200007	 	 有機熟成三年番茶　	 103
110003	 	 恒食　有機純米酢（酸度４．３）　	 005
250008	 	 有機食パンスライス	 134
140089	 	 有機白もち　	 040
200078	 	 有機ダージリン紅茶ＴＢ	 108
200079	 	 有機ダージリン紅茶リーフティ　	 108
180479	 	 有機チョコレートダーク　カカオ100%	 093
120271	 	 有機中濃ソース　	 023
130236	 	 有機青椒肉絲の素（２～３人前）	 048
190096	 	 有機豆乳無調整　	 100
130297	 	 有機トマト缶　カット　	 043
130296	 	 有機トマト缶　ホール　	 043
110020	 	 恒食　有機トマトケチャップ　	 022
120263	 	 有機トマトケチャップ　〈パパヤ〉	 023
190006	 	 有機トマトジュース食塩無添加	 095
120273	 	 有機とんかつソース　	 023
414790	 	 有機生芋蒟蒻（板）　	 042
414791	 	 有機生芋蒟蒻（糸）	 042
250103	 	 有機認証・国産小粒	 133
250102	 	 有機認定・国産小粒　紬	 133
120234	 	 有機ハーブソルト　	 026
180432	 	 有機パウチ小倉あん　	 091
180431	 	 有機パウチこしあん　	 091
180433	 	 有機パウチぜんざい　	 091
120034	 	 有機八丁味噌　	 004
200117	 	 有機深蒸し茶　匠　	 102
250009	 	 有機ぶどう食パンスライス	 134
120321	 	 有機ブルーアガベシロップ　	 014
190103	 	 有機フルーティーＭｉｘジュースプラス野菜	 097

130303	 	 有機ブルーベリージャム　	 028
180527	 	 有機プルーン種抜き　	 092
140157	 	 有機ベーキングパウダー	 056
130237	 	 有機回鍋肉の素（２～３人前）	 048
200003	 	 有機ほうじ茶　	 103
130256	 	 有機ほの甘あずき　	 041
120222	 	 有機ぽん酢　うすいろ　300ml	 025
120223	 	 有機ぽん酢　うすいろ　500ml	 025
130292	 	 有機麻婆の素（２～３人前）	 048
190019	 	 有機みかんジュース　	 097
180532	 	 有機水ようかん　小倉　	 087
180531	 	 有機水ようかん　こし　	 087
180533	 	 有機水ようかん　抹茶　	 087
120030	 	 有機味噌　麦米あわせ（無添加）　	 003
120024	 	 有機味噌　麦（無添加）　	 003
130302	 	 有機蒸し大豆　	 041
130279	 	 有機蒸しひよこ豆	 041
130255	 	 有機蒸しミックスビーンズ	 041
190093	 	 有機野菜とバナナのスムージー	 097
190063	 	 有機リキッドコーヒー　無糖　	 099
190064	 	 有機リキッドコーヒー　有糖　	 099
200109	 	 有機ルイボスティＴＢ	 107
180334	 	 有機レーズン　	 092
120310	 	 有機レモン果汁　	 007
120207	 	 雪の花（こうじ）　	 005
120225	 	 ゆず醤油かけぽん　170ml	 025
120226	 	 ゆず醤油かけぽん　400ml	 025
411761	 	 ゆずぽん酢　	 025

	 よ	 	
110040	 	 恒食　吉野葛　	 055
110041	 	 恒食　吉野本葛　	 055
180372	 	 よもぎあられ　	 081
250039	 	 よもぎあんぱん	 134
250014	 	 よもぎパン	 134

	 ら	 	
150055	 	 ラーメンしょうゆ味（スープ付）	 060
120076	 	 ラー油　	 010
180285	 	 ライスクラッカー　オニオン＆ペッパー　	 082
180286	 	 ライスクラッカー　トマト＆パセリ　	 082
120342	 	 羅漢果顆粒ゴールド　	 014
110090	 	 恒食　落花ロール　	 069
180250	 	 ラ・トリュフ	 094
210126	 	 卵黄にんにく	 112

	 り	 	
140167	 	 リブレフラワーカルシウムミックス（深炒り）　	055
140166	 	 リブレフラワーブラウン（深炒り）　	 055
140165	 	 リブレフラワーホワイト（浅炒り）　	 055
220020	 	 リマ　エモリエントクリーム	 122
220150	 	 リマナチュレ　ヘアートニック　	 126
220048	 	 リマ　ビューティーソープ　	 119
220002	 	 リマ　フェイトスキンローションＨ　	 119
220105	 	 リマ　リップクリーム	 122
160098	 	 リンケッツ　160g	 068
160062	 	 リンケッツ　400g	 068
160097	 	 リンケッツライト	 068
180127	 	 りんごガム	 076
180415	 	 りんご寒天飴　	 086
31091164	りんごしぼり　	 096
180239	 	 りんごちゃん＆ぐれーぷる	 086
180370	 	 りんごのドリンク　	 077

	 る	 	

	 れ	 	
180249	 	 レーズンチョコ　	 094
120249	 	 レアシュガー	Ｄ‐プシコース	希少糖含有シロップ	014
150050	 	 冷麺（スープ付）	 060
220212	 	 レオスパＢ	 126
190121	 	 レモンサイダー	 098

	 ろ	 	
210195	 	 ローストアマ二粉末	 115
130354	 	 ローストスモークサラダチキン	 046

	 わ	 	
130032	 	 わかめ赤だし	 032
110029	 	 恒食　わかめ茶漬　	 036
130031	 	 わかめみそ汁	 032
180555	 	 わくわくミックスゼリー	 078

120304	 	 わさび　	 027
110030	 	 恒食　わさび茶漬　	 036
120301	 	 和七味　	 027
120291	 	 和然　素材を生かす昆布つゆ　	 018
120316	 	 和然　本格風味鰹だしつゆ　	 018
130348	 	 和の膳　国産がりしょうが	 034
130196	 	 和の膳　国産味ざーさい　	 035
510426	 	 和の膳　国産味付メンマ	 035
130197	 	 和の膳　国産梅酢しょうが　	 035
130218	 	 和の膳　国産きゅうり漬　	 034
130273	 	 和の膳　国産さわやからっきょう　	 034
130219	 	 和の膳　国産しば漬　	 034
130220	 	 和の膳　国産福神漬　	 034
130147	 	 和風野菜大豆ボール　	 046


