
２０１６年度　第2回「ひとり一品以上利用拡大キャンペーン」

1 黒糖ドーナツ棒　40本 40本／箱 卵、小麦 小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類〔黒糖(沖縄産)、粗糖、水飴、糖蜜〕、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨脹剤 90日

2 黒糖ドーナツ棒　20本 20本／箱 卵、小麦
小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類〔黒糖(沖縄産)、粗糖、水飴、糖蜜〕、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂
蜜、膨脹剤 90日

3 毎日元気！ ８ｇ×３０／袋 小麦、乳 黒大豆、昆布、片口イワシ、砂糖、乳糖、醤油(小麦を含む)、麦芽糖、食塩、ゴマ、調味料(アミノ酸等) 150日

4 熟成乾燥くまモンロゴ入り熊本ラーメン
（熟成乾燥麺８０ｇ×５、
スープ１３ｇ×５、マー油
７ｇ×５）／箱

小麦、卵、乳
めん（小麦粉、卵白、食塩、小麦たん白）、食塩、ごま油、畜肉エキス、香辛料、ラード、サラダ油（菜種）、砂糖、ぶどう糖、粉
末醤油、たまねぎ、醤油、調味料（アミノ酸）、かんすい、クチナシ色素、（原材料の一部に小麦、豚肉、大豆、乳成分を含む） 180日

5 三陸茎めかぶ 30g×6袋／袋 なし
湯通し塩蔵わかめ(三陸産)、砂糖、食塩、デキストリン、みりん、さとうきび抽出物、酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸
等)、乳酸カルシウム 180日

6 宮城県産　かき詰合せ
（炙りかき３５ｇ）×１、
（燻製かき３５ｇ）×２／
箱

なし かき（宮城県産） 365日

7 うまくて生姜ねえ ２４０ｇ／瓶 小麦
生姜（国産）、漬け原料（しょうゆ・砂糖・混合ぶどう糖果糖液糖・発酵調味料・食塩・醸造酢・米酢・昆
布・えごま）ソルビトール、調味料（アミノ酸等）（原材料の一部に小麦、大豆含む）

１年

8 揚げとうもろこし 130g(個包装紙込み)／
袋

なし とうもろこし、植物油、食塩、麦芽糖、調味料（アミノ酸） 150日

9 ソイジャーキー　ブラックペッパー味 50ｇ×6袋／袋 小麦、卵、乳
粒状大豆たん白（脱脂大豆、食塩）、還元水飴、しょうゆ、ビーフジャーキー風味調味料、大豆食物繊維、食塩、香辛料、オブ
ラートパウダー、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、乳化剤（原材料の一部に小麦、卵、乳成分を含む） 10ヶ月

10 おつまみキムチ大根 カクテキ風 23ｇ×6袋／袋 小麦

干し大根(中国)、唐辛子、漬け原材料【砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖)、アミノ酸液、発酵調味料、食塩、醸造
酢、梅酢、還元水飴、キムチ粉末調味料、かつお節エキスパウダー、シトラスファイバー】、甘味料(ソルビトール、ステビア、
甘草)、調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K)、安定剤(タマリンド)、唐辛子抽出物、香辛料抽
出物、(原材料の一部に小麦、ごま、オレンジを含む)

120日

11 おやじのいきぬき

5種（味付焼ままかり２
５ｇ、炙りいわし１８ｇ、
鯛の醤油焼１５ｇ、うに
味鯛物語１５ｇ、焼きあ
ご１８ｇ）／袋

小麦

味付焼ままかり：ままかり、砂糖、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸）　炙りいわし：いわし、砂糖、食塩、ソル
ビット、調味料（アミノ酸）　鯛の醤油焼：金時鯛、砂糖、食塩、醸造調味料、醤油、ソルビット、調味料（アミノ酸
等）、着色料（トウガラシ色素、紅麹）　うに味醂物語：金時鯛、砂糖、食塩、デキストリン、ウニエキス、混合ウ
ニ、食用パーム油、蛋白加水分解物、酵母エキス、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、パプリカ色素　焼きあご：と
び魚、砂糖、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸）

120日

12 俺の贅沢　燻製ローストいか&チーズ　5袋セット 50g×5袋／袋 乳
ナチュラルチーズ、いか、澱粉分解物、砂糖、ゼラチン、食塩、醸造酢、ソルビット、安定剤（ローカストビーンガム）、調味料
（アミノ酸等）、酸味料、リン酸塩（Na）、保存料（ソルビン酸K） 150日

13 そら豆菓子（マヨネーズ味） 180g／袋 小麦・卵・乳
そら豆、小麦粉、植物油、でん粉、砂糖、寒梅粉、マヨネーズパウダー、香辛料、食塩、デキストリン、膨張材、
着色料（クチナシ）、マルチトール

5ヶ月

14 胡麻フィッシュ 15枚×2袋／袋 小麦、落花生 胡麻、砂糖、水飴、小魚（国内産いわし）、落花生、醤油（大豆、小麦含む）、オリゴ糖、食塩 180日

15 ほっこり安納芋ようかん ２２０ｇ（個包装紙込み）
／袋

なし 水飴、安納芋ペースト、砂糖、寒天、オブラート、着色料（酸化チタン、クチナシ）、香料、レシチン（大豆由来） 180日

16 茨城の干し芋（べにはるか） 300g なし
冷暗所にて
60日

原材料名規　　　格 アレルゲン 賞味期限商　　　品　　　名№
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原材料名規　　　格 アレルゲン 賞味期限商　　　品　　　名№

17 海鮮天ぷらセット
いわし煎餅53ｇ／のり
天62ｇ／チーズいか天
80ｇ

いわし煎餅・のり
天：小麦、卵
チーズいか天：小
麦・卵・乳

いわし、小麦粉、植物油、醤油、コーンスターチ（遺伝子組み換えでない）、食塩、卵白、澱粉分解物、唐辛子、卵殻カルシウ
ム、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、甘味料（ステビア）、酸化防止剤（ビタミンE）、（原材料の一部に大豆、ゼラチン
を含む）小麦粉、植物油、コーンスターチ（遺伝子組み換えでない）、のり、醤油、みりん、砂糖、食塩、卵白、澱粉分解物、あ
おさ、唐辛子、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア、カンゾウ）、酸化防止剤（ビタミンE）、香辛料抽出物、（原
材料に一部に大豆、ゼラチンを含む）小麦粉、植物油脂、魚肉すり身、カマンベールチーズシーズニング、でん粉、いか、
卵、植物たん白、食塩、香辛料、卵白、たん白加水分解物、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、トレハロース、
香料、甘味料（ステビア、スクラロース）、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル）、酸味料、香辛料抽出物、（原材料の一部に乳成分、
大豆を含む）

120日

18 ころころまんてん大豆 (7g×10袋)×4袋／袋 なし 砂糖、大豆、食塩 120日

19 国産１２穀粉のクッキー(プレーン・ココア・塩メープル)３種セット
90g×3種(プレーン・コ
コア・塩メープル)／袋

小麦、卵、乳

【プレーン】小麦粉、砂糖（粗糖）、マーガリン、鶏卵、国産１２穀粉（大麦、うるち玄米、黒米、赤米、うるちひえ、
半もちひえ、いなきび、もちあわ、たかきび、黒千石大豆、はとむぎ、アマランサス）、食塩、膨張剤（重曹）、（原
材料の一部に乳を含む）【ココア】小麦粉、砂糖(粗糖)、マーガリン、鶏卵、国産十二穀粉(大麦、うるち玄米、黒
米、赤米、うるちひえ、半もちひえ、いなきび、もちあわ、たかきび、黒千石大豆、はとむぎ、アマランサス）、食
塩、膨張剤（重曹）、（原材料の一部に乳を含む）　【塩メープル】小麦粉、砂糖(粗糖)、マーガリン、国産十二穀
粉(大麦、うるち玄米、黒米、赤米、うるちひえ、半もちひえ、いなきび、もちあわ、たかきび、黒千石大豆、はと
麦、アマランサス)、鶏卵、食塩、メープルシロップ、香料、膨張剤(重曹)、（原材料の一部に乳を含む）

120日

20 ビアードパパのチーズケーキ ４号１２ｃｍ／箱 小麦、卵、乳
ナチュラルチーズ、鶏卵、砂糖、小麦粉、マーガリン、植物油脂、還元水あめ、レモン、砂糖、異性化液糖、乳化剤、膨張剤、
香料、カロチノイド色素、（原材料の一部に大豆、ごまを含む） 45日

21 かきじゃが １２０ｇ／カップ なし
じゃがいも、植物油、食塩、かきパウダー[デキストリン・生カキ・食塩・調味料（アミノ酸等）]、酵母エキス、調味料（L－グルタ
ミン酸ナトリウム）、酸化防止剤（ビタミンＥ） 120日

22 秋田あられんこ １７５ｇ×3個 小麦、卵、えび

もち米（秋田県産）、植物油、醤油（小麦・大豆を含む）、食塩、砂糖、魚肉すり身、いかシーズニング（小麦・え
び・大豆を含む）、海老、澱粉（小麦を含む）、小麦粉、エビパウダー（小麦・大豆を含む）、するめ粉、魚醤
（しょっつる）、いか粉、寒梅粉、発酵調味料、たん白加水分解物（大豆を含む）、植物蛋白（小麦・大豆を含
む）、あおさ、チリシーズニング（大豆を含む）、卵白、香辛料（小麦を含む）、チキンエキスパウダー、酵母エキ
ス、調味料（アミノ酸等）、加工澱粉、ソルビット、トレハロース、香料（いか・大豆を含む）、酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、甘味料（ステビア・カンゾウ）、乳化剤、着色料（赤102・カラメル・パプリカ色素）、香辛料抽出物、酸味料

160日

23 グリーンカレーのおせんべい １８０ｇ（個包装込）／袋 小麦、乳、えび、

うるち米（国産）、グリーンカレーたれ（水飴、醤油、グリーンカレーペースト、デキストリン、ココナッツミルクパウダー、砂糖、
植物油脂、食塩、魚醤、醸造酢、チキンパウダー、酵母エキス）、植物油脂、ココナッツミルクパウダー、唐辛子、乾燥香菜、
レモングラス、カフィルライム、コリアンダー、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香料、（原材料の一部に小
麦、乳、えび、大豆、鶏肉を含む）

120日

24 わさび豆 １１５ｇ（個包装紙込）／
袋×２

小麦、大豆
グリーンピース、でん粉、食用油脂、砂糖、小麦粉、水あめ、食塩、寒梅粉、ブドウ糖、わさび粉末、調味料(アミ
ノ酸等)、香料、環状オリゴ糖、膨脹剤、乳化剤、着色料(黄4、青1)、(原材料の一部に大豆を含む)

150日

25 ビーフせん ７ｇ×３０袋／袋 小麦、えび
澱粉、牛肉そぼろ（小麦・大豆・豚肉を含む）、植物油、えび、食塩、ガーリックパウダー、砂糖、いか／調味料
（アミノ酸等）、膨張剤、香辛料抽出物

120日

26 瀬戸内レモン味レンコン天チップス ６０ｇ／袋×２ 小麦、卵
天ぷら粉（小麦、でん粉）、植物油、れんこん、でん粉、食塩、レモンシーズニング、卵白、食物繊維、香辛料、卵
殻粉、調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）、香料、微粒酸化ケイ素、（原材料の一部に卵を含む）

180日

27 粉末フルーツグラノーラ ６９ｇ（１１．５ｇ×６袋）
／袋×２

なし
砂糖、大麦粉、きな粉、玄米粉、黒ごま、ココナッツ、小豆パウダー、デキストリン、イチゴ濃縮果汁パウダー、マ
ンゴーピューレパウダー、プルーンエキスパウダー、パイナップル濃縮果汁パウダー、加工でん粉、香料、野菜
色素

13ヶ月

28 さかなっつハイ！ 10g×30袋／箱 落花生、えび
アーモンド、いわし、落花生、砂糖、植物油脂、食塩、ゴマ、水あめ、魚介パウダー、ドコサヘキサエン酸含有精
製魚油、こんぶパウダー、香辛料、トレハロース、香料、調味料（アミノ酸等）、ビタミンD、（原材料の一部に
エビ、大豆を含む）

180日

29 大地の恵みナッツ&フルーツ 27袋入／袋 なし
カシューナッツ、アーモンド、バナナ、砂糖、ココナッツオイル、クランベリー、クコの実、かぼちゃの種、食塩、植
物油脂、調味料（アミノ酸等）

150日

30 食塩無添加 素焼きミックスナッツ 13g×25袋／箱 落花生 アーモンド、落花生、カシューナッツ 180日
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原材料名規　　　格 アレルゲン 賞味期限商　　　品　　　名№

31 おばあちゃんの焼こあじ 32枚／フードパック なし しまあじ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット 5ヶ月

32 ブラックサンダー 20本／箱 小麦、卵、乳
ココアクッキー、砂糖、植物油脂、小麦粉、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、ココアパウダー、カカオマス、ショートニング、食塩、ホ
エイパウダー、甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、乳化剤、卵殻カルシウム、香料、（原材料の一部に大豆を含む） 240日

33 カレーカシュー 190g（個包装込）／ポッ
ト

小麦、乳
カシューナッツ、小麦粉、寒梅粉、砂糖、食塩、カレーシーズニング、かつお節エキス、メープルシュガー、加工澱粉、調味料
（アミノ酸等）、着色料（カロチノイド、ウコン）、香料、香辛料抽出物、リン酸Ca、酸味料、（原材料の一部に乳、大豆、鶏肉、
豚肉、さばを含む）

150日

34 野菜チーズナッツ 20袋／袋 小麦、乳
小麦粉、アーモンド（アメリカ産）、プロセスチーズ、植物油脂、ショートニング、鱈すり身、乾燥野菜（たまねぎ、ネギ、赤ピー
マン、にんじん、キャベツ）、食塩、でん粉、イースト、食物繊維、大豆たん白、乳化剤、炭酸カルシウム、ソルビトール、膨脹
剤、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンE）

150日

35 ドラゴンボール超木製ごほうびスタンプ セット内容=スタンプ11
種、木製BOX

MDF、ウレタン、ゴム、PP、紙 ●サイズ：3×3cm（3種）・4.5×2cm（2種）・2×1.5cm（6種）、木製BOX＝8.6×10.1×2.6cm 

36 くまのがっこう2木製ごほうびスタンプ セット内容=スタンプ11
種、木製BOX

MDF、ウレタン、ゴム 印面サイズ=3ｘ3ｃｍ（3種）、4.5ｘ2ｃｍ（2種）、2ｘ1.5ｃｍ（6種）、 木製BOX=8.6×10.1×2.6ｃｍ

37 林家木久蔵ラーメン
3食（めん120g、ス-プ
33g、焼のり全形0.125
枚×各3）／箱

小麦

【めん】小麦粉、食塩、酒精、乳酸Na、かんすい、ソルビト-ル、貝Ca、クチナシ色素　【打ち粉】加工デンプン
【スープ】しょうゆ、食塩、豚脂、たん白加水分解物、砂糖、魚介エキス、ビ-フエキス、酵母エキス、たまねぎ、魚
醤、なたね油、かつおぶし、香辛料、白菜エキス、いりこ、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、酒精、カラメル色
素、増粘剤(グァ-ガム)　【のり】乾のり(国産)　(原料の一部に小麦、大豆、魚介類を含む)

29日

38 瞬の一杯　あったかにゅうめんセット
5食（とろみ醤油、すま
し柚子・五種の野菜・ま
ろやか鶏だし・揚げなす
と青じそ×各1食）／袋

小麦、卵、乳

【とろみ醤油】しょうゆ、チキンエキス、でん粉、みりん、風味調味料、食塩、砂糖、チキンブイヨン、チキンオイル、酵母エキ
ス、具（そうめん、ごぼう、まいたけ、にんじん、ねぎ、香辛料）、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料
の一部に乳成分、小麦を含む）【すまし柚子】かつおぶし昆布抽出液、でん粉、還元水あめ、食塩、かつおエキス、みりん、
しょうゆ、酵母エキス、風味調味料、しいたけエキス、かつお節粉末、こんぶ粉末、具（そうめん、鶏卵、ほうれんそう、しいた
け、ゆず、香辛料）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部に小麦を含む）【五種の野菜】かつおぶし昆布抽出液、米み
そ、麦みそ、でん粉、魚介エキス、みりん、酵母エキスパウダー、はくさいエキス、かつおエキス、砂糖、しいたけエキスパウ
ダー、かつお節粉末、こんぶ粉末、具（そうめん、ほうれんそう、キャベツ、たまねぎ、しいたけ、ねぎ、にんじん、香辛料）、増
粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、(原材料の一部に小麦、さばを含む)【まろやか鶏だし】チキンエキス、でん
粉、しょうゆ、還元水あめ、食塩、ほたてがいエキス、たんぱく加水分解物、砂糖、こんぶエキス、酵母エキス、香辛料、具
（そうめん、鶏卵、鶏肉、ぶなしめじ、みずな、香辛料）、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一部
に小麦を含む）【揚げなすと青じそ】かつお節昆布抽出液、しょうゆ、かつおエキス、デキストリン、みりん、砂糖、発酵調味
料、食塩、こんぶエキス、風味調味料、酵母エキスパウダー、かつお節粉末、しいたけエキスパウダー、香辛料、具（そうめ
ん、揚げなす、ねぎ、みずな、青じそ、かつお削り節）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、酸化防止剤（ビタミンE）、（原材料の
一部に小麦を含む）

366日

39 畑のカレー３種セット 3種×各1食／箱 小麦、乳、えび

【たっぷり野菜と鶏肉のカレー】なたね油、ヤングコーン、揚げなす、鶏肉、トマトペースト、野菜ペースト、オニオ
ンソテー、ブロッコリー、チキンエキス、カレー粉、ココナッツミルクパウダー、赤ピーマン、おろししょうが、おろし
にんにく、でん粉、カレールウ、オニオンエキス、パーム油、ポークエキス、チキンブイヨンパウダー、りんご果
汁、赤唐辛子末、クローブ末、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリンドガム）、着色料（カラメル、ウコン）、酸化
防止剤（ビタミンＥ）、香料、（原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む） 【ひきわり豆のトマトカレー】なたね
油、トマトペースト、ズッキーニ、ひよこまめ、えだまめ、野菜ペースト、赤いんげんまめ、揚げなす、豚肉、チキン
エキス、赤ピーマン、カレールウ、トマトケチャップ、カレー粉、でん粉、おろししょうが、おろしにんにく、オニオン
エキス、生クリーム、砂糖、ポークエキスパウダー、乾燥マッシュポテトパウダー、食塩、りんご果汁、クミン末、
赤唐辛子末、調味料（アミノ酸等）、赤唐辛子末、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリンドガム）、カラメル色素、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）【かぼちゃのアーモンドカレー】なたね油、
かぼちゃ、いんげん、野菜ペースト、トマトペースト、ココナッツミルクパウダー、鶏肉、チキンエキス、オニオンソ
テー、赤ピーマン、生クリーム、カレールウ、おろししょうが、おろしにんにく、砂糖、でん粉、カレー粉、バター、
ポークエキス、チキンブイヨンパウダー、オニオンエキス、アーモンド、アーモンド飲料、えびエキス、りんご果
汁、クミン末、クローブ末、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（タマリンドガム）、着色料（カラメル、パプリカ色素、ウコ
ン）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

365日

40 野菜とたまごのスープ ８ｇ×１０袋／袋 卵、乳、小麦
鶏卵、澱粉、チキンエキス（乳、小麦、大豆を含む）、食塩、乳糖、椎茸エキス、醸造調味料、ゼラチン、調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤（ビタミンE）、うきみ（ほうれん草、人参、椎茸） 12ヶ月
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41 とろりめかぶスープ ８０ｇ／袋 乳、小麦
食塩、乳糖、醤油（小麦を含む）、ぶどう糖、砂糖、オルニチン塩酸塩、魚介エキス、具〔乾燥めかぶ、乾燥わかめ、乾燥モロ
ヘイヤ（モロヘイヤ、食塩、ぶどう糖）、乾燥ガゴメ昆布（ガゴメ昆布、醸造酢）、乾燥ねぎ（ねぎ、麦芽糖）〕、調味料（アミノ酸
等）

12ヶ月

42 のり屋が作ったスープ・和風 1袋(6g×5食)×2／袋 小麦
食塩、乾海苔（国産）、ごま、でん粉、鰹節エキスパウダー、砂糖、ねぎ、鰹節粉末、酵母エキス、粉末醤油、昆
布エキス、調味料（アミノ酸等）、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

300日

43 ＣＯ・ＯＰ６種野菜の美味しいヌードル　ちゃんぽん風 ７９ｇ×６個／箱 乳、小麦

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

180日

44 ＣＯ・ＯＰ６種野菜の美味しいヌードル　とんこつ醤油 77ｇ×６個／箱 卵、乳、小麦

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

180日

45 焼あご 240g／袋 なし とび魚（ベトナム産）、砂糖、食塩、ソルビット、調味料(アミノ酸) 120日

46 ピリ辛さきいか天明太子風味 87g／袋 小麦、乳

さきいか、菜種油、でん粉、小麦粉、明太子風味シーズニング、砂糖、粉末醤油、食塩、香辛料、乳
糖、ソルビット、加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、酸味料、膨張剤、着色料（パプリカ色素、紅麹）、
香料、甘味料（ステビア、アセスルファムＫ）、香辛料抽出物、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（原材料の一
部に鮭を含む）

120日

47 肉巻おにぎり １２０ｇ×３／袋 小麦
米（宮崎県産）、豚肉（国産）、醤油、砂糖、清酒、りんご果汁、なたね油、ごま、ニンニク、しょうが（原材料の一
部に小麦・大豆を含む）

240

48 金沢　チャンピオンカレー中辛　１９６１年のレシピ １８０ｇ／箱×２ 小麦、乳

牛肉、ビーフエキス（りんご果汁、香辛料、牛肉、果糖ブドウ糖液糖、牛脂、上白糖、 アミノ酸液、食用油脂、そ
の他）、油脂加工品（還元水飴、植物油脂、その他）、小麦粉、 ソテーオニオン（玉葱、大豆油）、豚脂、ガラスー
プ、トマトケチャップ、カレー粉、加工油脂、 砂糖、ウスターソース、香辛料、食塩、澱粉、調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、乳化剤、 pH調整剤、カゼインNa、リン酸塩（Na）、香料、香辛料抽出物、増粘剤（キサンタン）、
（原材料の一部に小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む）

２年

49 金沢カレーいかまんま（甘口・辛口セット） １９０ｇ×２／袋 小麦、乳

甘口：するめいか（石川県産）うるち米（石川県産）カレー（玉葱、牛脂、小麦粉、ラード、トマトケチャップ、
牛肉、練乳、醤油、香辛料、砂糖、ウスターソース、食塩）もち米（石川県産）、、醤油、砂糖、米発酵調味料、
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料（甘草）（原材料の一部にりんご、豚肉を含む）
辛口：するめいか（石川県産）うるち米（石川県産）カレー（玉葱、牛脂、小麦粉、ラード、トマトケチャップ、
牛肉、練乳、醤油、香辛料、砂糖、ウスターソース、食塩）もち米（石川県産）、チリソース、醤油、砂糖、米発
酵調味料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、甘味料（甘草）（原材料の一部にりんご、豚肉を含む）

９０日

50 とり野菜みそ ２００ｇ／袋×２ 小麦
米みそ、醸造調味料、砂糖、魚介エキス、チキンオイル、食塩、ガーリックパウダー、チキンエキス、香辛料、酒
精、調味料（アミノ酸等）

180日

51 ゆずすこ ７５ｇ／瓶箱 なし 醸造酢、唐辛子、ゆず皮、食塩 ３００日

52 のりクロ １２５ｇ／箱 小麦 砂糖、醤油、ゆずこしょう、干し海苔、醸造酢、食塩、馬鈴薯澱粉、酵母エキス、（原材料の一部に、大豆・小麦含む） ３００日

53 海老ラー １１０ｇ／瓶 小麦、落花生、えび
食用なたね油、ピーナッツ、フライドガーリック、豆板醤、フライドオニオン、砂糖、ゴマ、フライドネギ、食塩、しょうゆ、オニオ
ンパウダー、コチジャン、桜えび、ごま油、赤唐辛子、調味料（アミノ酸等）、香辛料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） １０カ月
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54 磯風味地のり ３０ｇ なし 黒ばらのり 300日

55 五色の花むすび ８０ｇ／袋 乳
乾燥野沢菜（野沢菜、食塩、砂糖、ぶどう糖）、乾燥青じそ（食塩、砂糖、青じそ、乳糖、ぶどう糖）、乾燥赤かぶ（食塩、乳糖、
ぶどう糖、梅酢、赤かぶら漬）、乾燥しば漬〔デキストリン、しば漬（きゅうり、なす、その他）、食塩〕、食塩、乾燥調味にんじ
ん、調味料（アミノ酸等）、酸味料、赤キャベツ色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）

12ヶ月

56 コモ　秋のパンセット

８個（クロワッサンリッチ
×２、メロン小町×１、
デニッシュクリーム×
1、メープルワッフル×
２、苺みるくワッフル×
２）／箱

小麦、卵、乳、大豆

①デニッシュクリーム：小麦粉、クリームフラワーペースト、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショート
ニング、ブドウ糖、加工デンプン、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、
着色料(カロテン)、（原材料の一部に大豆を含む）
②：メロン小町メロンフラワーペースト、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、加工
デンプン、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、麦芽エキス、酵母、植物油脂、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、着色料（紅
麹、カロテン）、（原材料の一部に大豆を含む）
③クロワッサンリッチ：小麦粉、マーガリン、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ブドウ糖、脱脂粉
乳、食塩、乳化剤、麦芽エキス、酵母、植物油脂、（原材料の一部に大豆を含む）
④メープルワッフル：小麦粉、クリームフラワーペースト、マーガリン、砂糖、加糖卵黄、油脂加工品、パネトーネ
種、転化糖、メープルシュガー、加工デンプン、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、乳化剤、香料、
増粘多糖類、酵母、植物油脂、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、(原材料の一部に大豆を含む)
⑤苺みるくワッフル：小麦粉、いちご風味フラワーペースト、マーガリン、加糖卵黄、油脂加工品、砂糖、パネトー
ネ種、転化糖、加工デンプン、麦芽エキス、脱脂粉乳、香料、食塩、乳化剤、着色料（紅麹）、増粘多糖類、酵
母、植物油脂、ｐＨ調整剤、（原材料の一部に大豆を含む)

35日

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

６ヶ月

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

103 SSK　伊豆産天草使用　抹茶豆寒天　６個 230g×６個 なし
豆寒天：寒天、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、赤えんどう、抹茶、酸味料、着色料(クチナシ、カロテノイド)、香料、酸化防止剤(ビタ
ミンC)、　黒みつ：糖類(水飴、黒糖、砂糖、ぶどう糖) 18ヶ月

104 さんま柚子みそ煮　２個 内容総量１８０ｇ（固形
量１３０ｇ）×２個

なし さんま（国内産）、砂糖、みそ、ゆず、本みりん、でん粉、生姜、食塩 1095日

105 チーズかつお 245ｇ（個包装フィルム
を含む）

乳　・小　麦
かつお、乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、還元水飴、植物油脂、ゼラチン）、砂糖、醤油、還元水
飴、米発酵調味料、寒天、乳化剤、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

120日

106 まぐろチーズ 220ｇ（個包装フィルム
を含む）

乳　・小　麦
まぐろ、乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、還元水飴、植物油脂、ゼラチン）、砂糖、醤油、還元水飴、米発酵調
味料、乳化剤、（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 120日


