
ひとり一品以上利用拡大キャンペーン商品原材料等詳細

連番 商品名 税込価格 賞味期間 一括表示原材料 アレルゲン

1 瀬戸田レモン　 1350円 365日 果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン（広島県産）、はちみつ、レモン果汁/酸化防止剤（V.C） なし

2 瀬戸田れもん饅頭 500円 60日
乳菓レモン餡（砂糖、白生餡、レモン、加糖練乳、その他）、小麦粉、砂糖、バター（乳成分を含む）、卵、加糖練乳、ドラ
イミックス（乳等を主要原料とする食品）、はちみつ、香料（乳・大豆由来）、膨張剤

小麦・卵・乳

3 瀬戸内のり天レモン味 610円 180日
天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、のり、卵白（卵を含む）、レモンシーズニング、でん粉、食塩、香辛
料、卵殻粉/調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香料、香辛料抽出物、微粒酸化ケイ素

小麦・卵

4 かむかむレモン　 1020円 365日
砂糖、水あめ、植物油脂、ゼラチン、加糖練乳、レモン果汁／ビタミンC、乳化剤、ソルビトール、増粘多糖類、酸味料、
香料、紅花色素、光沢剤、（一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む） 乳

5 茎わかめ梅しそ味 690円 180日 湯通し塩蔵わかめ、砂糖、梅酢、食塩、みりん、酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料 えび

6 小梅ゼリー 1050円 製造から6ヶ月
ぶどう糖果糖液糖、砂糖、小梅、うめ果汁、ぶどう糖、蜂蜜/ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、pH調整剤、酒
精、調味料（アミノ酸）、ビタミンＣ、着色料（紅花黄）

なし

7 れんこん天　梅しそ 570円 180日
天ぷら粉（小麦粉、でん粉）（国内製造）、植物油脂、れんこん、でん粉、赤シソウメシーズニング、食塩、食物繊維、卵
殻粉（卵を含む）、香辛料/調味料（アミノ酸等）、酸味料、甘味料（ステビア）、香料、微粒二酸化ケイ素

卵、小麦

8 盛岡冷麺　Ｒ－１５Ｓ 1450円 100日

【めん】小麦粉(国内製造) 、でん粉、食塩／加工でん粉、酒精【冷麺スープ】砂糖混合異性化液糖、しょうゆ(小麦・大豆
を含む)、食塩、醸造酢、かつお節エキス、肉エキス(牛肉を含む)、香辛料／調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤
(グァー)、酸味料、カラメル色素、香料【キムチの素】砂糖混合異性化液糖、唐辛子、食塩、たん白加水分解物(大豆を
含む)、ガーリック、醸造酢、ジンジャー／酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(加工でん粉)

小麦

9 瀬戸内れもん塩ラーメン 500円 １２０日

瀬戸内れもん塩ラーメン；〔めん〕小麦粉（国内製造）、卵、でん粉、粉末状小麦たん白、還元水飴、食塩、植物油脂／
かんすい、酒精、クチナシ色素、（一部に小麦・卵・大豆を含む）〔スープ〕たん白加水分解物、食塩、チキンエキス、な
たね油、鶏脂、レモン果汁、砂糖、かつおエキス、香辛料、昆布エキス／調味料（アミノ酸等）、酒精、加工でんぷん、
香料、酸味料、（一部に大豆・鶏肉・ゼラチンを含む）

小麦・卵

10 瀬戸内レモン絞り　冷やし中華 500円 １２０日

〔めん〕小麦粉（国内製造）、粉末状小麦たん白、還元水飴、食塩、植物油脂／加工でん粉、かんすい、酒精、クチナシ
色素、（一部に小麦・大豆を含む）〔スープ〕果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、砂糖、食塩、しょうゆ、ごま油、なたね油、チキ
ンエキス、レモン果汁、酵母エキス、かつお節粉末、いわし煮干し粉末／調味料（アミノ酸等）、香料（一部に小麦・大
豆・りんご・ごま・鶏肉を含む）[練り辛子]からし、食塩、醸造酢／着色料（ウコン）、酸味料（クエン酸）

小麦

11 広島　ぶち旨汁なし担々麺 500円 １２０日

（めん）小麦粉、卵、小麦たん白、還元水飴、食塩、植物油脂、加工でん粉、かんすい、 酒精、クチナシ色素 （たれ）水
あめ、砂糖、植物性たん白、醸造酢、しょうゆ、たん白加水分解物、甜麺醤、 豆板醤、生姜、ごま油、食塩、にんにく、
唐辛子、調味料〔アミノ酸等〕、酒精、 加工でんぷん、着色料〔カラメル、モナスカス、ラック〕、増粘剤〔キサンタン〕 （す
り胡麻）白胡麻  （七味唐辛子）唐辛子、白胡麻、黒胡麻、山椒、青のり、青紫蘇、おのみ 　［原材料の一部に小麦、
卵、大豆、りんごを含む］

小麦・卵

12 喜多方　はせ川 1000円 90日

めん(小麦粉（国内製造）､小麦たん白､還元水飴､食塩／加工澱粉､酒精､かんすい、(一部に小麦を含む)）
添付調味料（醤油､チキンエキス､煮干エキス､ラード､風味油（食用植物油脂、ネギ、煮干、醤油、その他）、昆布エキ
ス､食塩､還元水飴､ポークエキス､砂糖､酵母エキス／酒精､調味料(アミノ酸等)､増粘剤(加工澱粉)､カラメル色素､(一
部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)）

小麦

13 ポトフ風の味わい野菜タンメン 1440円 180日

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、卵粉、たん白加水分解物、 しょうゆ、香辛料）、かやく（乾燥キャベ
ツ、粒状大豆たん白（遺伝子組換え不分別）、 フライドポテト（遺伝子組換え不分別）、乾燥コーン（遺伝子組換え不分
別）、 乾燥にんじん）、スープ（糖類（砂糖、麦芽糖）、チキン調味料、食塩、香辛料、ごま、 豚脂、ポーク調味料、オニ
オンパウダー、酵母エキス）／加工でん粉、調味料（ アミノ酸等）、香料、炭酸Ｃａ、酸化防止剤（ローズマリー抽出物、
ビタミンＥ）、 焼成Ｃａ、着色料（カラメル、カロチン、ベニコウジ色素）、増粘剤（キサンタンガム） 、炭酸Ｍｇ、香辛料抽
出物、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、 （一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む）

卵 、小麦 、乳

14 なみえ焼そば　 1030円 90日
【めん】小麦粉、植物油、食塩、加工でん粉、酸味料、クチナシ色素、かんすい　【ソース】ウスターソース、砂糖、粉末
ソース、食塩、ぶどう糖果糖液糖、トマト、オニオン、香辛料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料　【純製ラー
ド】豚脂、酸化防止剤（ビタミンE）、シリコーン【一味唐辛子】とうがらし

小麦

15 たいめいけん　まかないカレー 1460円 製造から２年
野菜（玉葱、人参）、小麦粉、牛肉、食用油脂、肉エキス、チキンブイヨン、砂糖、カレー粉、バター、トマトケチャップ、
アップルソース、ウスターソース、食塩、チャツネ、澱粉、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、香料、
（一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む）

乳、小麦

16 ひとくちハヤシ 730円 540日

玉葱、ソテーオニオン、牛乳、牛肉、小麦粉、トマトペースト、植物油脂、ウスターソース、ワイン、ビーフ調味エキス、ト
マトケチャップ、ローストオニオンペースト、食塩、チャツネ、プルーンピューレ、調味エキス、デミグラスソース、醤油、お
ろしにんにく加工品、砂糖、蛋白加水分解物、香辛料／着色料（カラメル）、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸等）、
トレハロース、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む）

小麦　乳

17 うなぎご飯の素 1180円 75日 うなぎ（静岡県産）、醤油、みりん、砂糖、赤酒、（一部に小麦・大豆を含む） 小麦

18 かつおめしの素　しょうゆ味 930円 １８０日
かつお、しょう油（本醸造）（小麦・大豆を含む）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料、カツオエキス/調味料（アミノ
酸等）

小麦

19 甘辛あとひきごぼう 520円 90日
ごぼう、こんぶ、ごま、とうがらし、漬け原材料〔糖類（砂糖・ぶどう糖果糖液糖）、しょうゆ、梅肉、発酵調味料、食塩、醸
造酢、酒精〕/調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、カラメル色素、唐辛子抽出物、酸化防止剤（ビタミンＣ）、
（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

小麦



20 ししゃもきくらげ 500円 365日
木耳、醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、カラフトシシャモの卵、つゆ（醤油・砂糖・みりん・その他）、しその実、鰹節、醸
造酢、食塩、ソルビット、調味料（アミノ酸等）pH調整剤、香料、保存料（ソルビン酸K）V、B1

小麦

21 茨城のほしいも　いずみ 1100円 ６０日 さつまいも（茨城県産） なし

22 ビスくん　 960円 300日
小麦粉（国内製造）、砂糖、植物油脂、ショートニング、ぶどう糖、米粉、食塩、全粉乳／膨脹剤、卵殻カルシウム、香
料、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

小麦、卵、乳

23 ミレーサンドＭＩＸ　 800円 90日

【キャラメル】ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、キャラメルクリーム（植
物油脂、砂糖、乳糖、キャラメルパウダー、カカオマス、全粉乳、粉末カラメルソース、脱脂粉乳、ココアバター）／乳化
剤、膨脹剤、香料、カロチノイド色素、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

【ホワイト】ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、ホワイトチョコクリーム（植
物油脂、砂糖、脱脂粉乳、ココアバター）／膨脹剤、乳化剤、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

【いちご風味】ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、いちごクリーム（植物油
脂、砂糖、乳糖、全粉乳、ココアバター、たん白質濃縮ホエイパウダー、乾燥いちご、水あめ）／乳化剤、膨脹剤、酸味
料、アカビート色素、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

【抹茶】ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、抹茶クリーム（砂糖、植物油
脂、乳糖、全粉乳、抹茶（愛知県製造）、ココアバター）／乳化剤、膨脹剤、香料、（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

【黒糖きなこ風味】ビスケット（小麦粉、植物油、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩）（国内製造）、きなこチョコクリー
ム（植物油脂、砂糖、乳糖、きな粉、脱脂粉乳、ココアバター）、加工黒糖（原料糖、黒糖）／香料、乳化剤、膨脹剤、
（一部に乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦、乳

24 田野屋塩二郎　シューラスクカップ 600円 ６０日
卵（国産）、マーガリン、小麦粉、アーモンドスライス、砂糖、乳糖を主原料とする食品、牛乳、塩、トレハロース、乳化
剤、香料、アナトー色素、調味料（原材料の一部に乳成分、卵、大豆・小麦を含む）

小麦・卵・乳

25 ドライミックス　 830円 120日
ドライレーズン（アメリカ製造（レーズン、植物油脂））、ドライパイン（パインアップル、砂糖）、かぼちゃの種/酸味料、酸
化防止剤（亜硫酸塩）

なし

26 まるごとベリーベリー１０食 1020円 12ヶ月 ブルーベリー（カナダ）、砂糖、ラズベリー、デキストリン、でん粉／酸味料 なし

27 カシューナゲット　 1000円 150日
カシューナッツ（インド産）、小麦粉、でん粉、砂糖、粉末水飴、砂糖調整品（砂糖、マルチトール）、食用精製加工油
脂、植物油脂、食塩/調味料（アミノ酸）、膨張剤

小麦

28 1日堅果ミックス　マカダミア 1570円 365日
アーモンド（アメリカ）、くるみ（アメリカ）、カシューナッツ（インド）、マカダミアナッツ（オーストラリア）、乾燥クランベリー
（クランベリー（チリ、アメリカ）、砂糖、植物油脂）、乾燥パイナップル（パイナップル（タイ）、砂糖）/クエン酸、保存料（亜
硫酸塩）

なし

29 業務用じゃり豆　コーヒー味 1180円 10か月
種ひまわり種子、寒梅粉ミックス（糯米、澱粉）、小麦粉、砂糖、全粉乳、加糖練乳、食用油脂、コーヒー、粉末チーズ、
食塩／着色料（紅麹、イカ墨）、香料、ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）

小麦・乳

30 特製あごだしスープ 880円製造日より365日
食塩（国内製造）、砂糖、でんぷん分解物、粉末しょうゆ、かつおエキス、いわし煮干し、焼あご、昆布粉末、乾燥ねぎ、
なたね油／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、環状オリゴ糖、（一部に小麦・大豆を含む）

小麦

31 なだ万　料亭のみそ汁 1230円 １８０日
調味みそ：大豆、米、食塩、鰹節粉末、魚介エキス調味料、煮干粉末、ベース調味料（大豆を含む）／、酒精、調味料
（アミノ酸等）　具：乾燥豆腐（大豆、マルトース、でん粉）、乾燥油揚げ（粉末状大豆たん白、植物油脂、その他）、わか
め、乾燥ねぎ（ねぎ、ぶどう糖）／豆腐用凝固剤、pH調整剤、酸化防止剤（V.E)

なし

32 しじみのクラムチャウダー 600円 12か月

粉体調味料〔全粉乳、澱粉、乳等を主要原料とする食品（大豆を含む）、砂糖、食塩、しじみエキスパウダー、チキン風
味パウダー（小麦を含む）、あさりエキスパウダー、オニオンパウダー、ホタテエキスパウダー、酵母エキスパウダー、
オルニチン塩酸塩、ブラックペッパー〕、具〔乾燥人参（人参、砂糖、ぶどう糖）、乾燥しじみ（しじみ、還元水飴、醤油、食
塩、生姜）、アオサ粉〕／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、増粘剤（キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味
料

小麦・乳

33 村の柚子ポン酢 640円 １年 醤油、砂糖、米酢、柚子果汁、柚子果皮、かつお節エキス、酵母エキス、魚醤、こんぶ 一部に小麦、大豆

34 フルーツバーアソート　 2300円 10ヶ月

【北海道メロン】砂糖（国内製造）、メロン（北海道）/香料、増粘多糖類（ペクチン）、ベニバナ色素、クチナシ色素【新潟
ルレクチェ】砂糖（国内製造）、西洋なし（新潟県）/酸味料、香料、増粘多糖類（ペクチン）【山形さくらんぼ】砂糖（国内
製造）、さくらんぼ（山形県）/酸味料、香料、増粘多糖類（ペクチン）、トマト色素【福岡あまおう】砂糖（国内製造）、いち
ご（福岡県）/酸味料、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、トマト色素

なし

35 日向夏ジュース　 1800円 180日 日向夏（宮崎県産） なし

36 ぶどう麦茶 600円 365日 大麦、ぶどう／香料 なし

37 プチ白くまくんゼリー練乳風味 500円 150日
砂糖(国産)、乳等を主要原料とする食品、果肉（みかん、パイン）、洋酒、水飴／ゲル化剤（増粘多糖類、加工デンプ
ン）、香料、乳化剤、pH調整剤、リン酸塩（Na）、酸味料、（一部に卵・乳・大豆を含む）

卵、乳

38 マネケンゴールデンパインワッフル　 820円 45日
小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、パインソース（パイナップル、砂糖、水あめ）、卵、乳等を主要原料とする食品
（植物油脂、乳脂肪、その他）、イースト、パイナップル果汁、食塩／トレハロース、乳化剤、香料、増粘多糖類、酸味
料、pH調整剤、酵素、ビタミンC、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料（カロチン）、（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

小麦、卵、乳

39 アマンド　レモンケーキ 800円 240日

ミックス粉(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)(国内製造)、鶏卵、マーガリン、レモンペースト(砂糖、水飴、レモン
汁、洋酒)、カットレモン(レモン、砂糖、水飴、洋酒)、洋酒/加工澱粉、ベーキングパウダー、乳化剤、香料、増粘多糖
類(キサンタンガム、ローカストビーンガム)、酒精、酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、着色料(ベニバナ黄色素、アナトー、
V.B?)、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、(一部に小麦粉・卵・乳成分・大豆を含む)

小麦、卵、乳



40 スペシャル夏セット 940円 ３５日

（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、ぶどう糖、脱脂粉乳、
食塩、麦芽エキス、酵母　／　加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、着色料（パプリカ色素、カロテ
ン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
（苺ミルクワッフル）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（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂糖、バ
ター、パーム油）、砂糖、パネトーネ種、転化糖、麦芽エキス、脱脂粉乳、食塩、酵母　／　加工デンプン、香料、乳化
剤、着色料（紅麹）、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
（小倉小町）つぶあん、小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、黒ごま、
麦芽エキス、酵母　／　乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む）
（デニッシュバター）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、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、
麦芽エキス、酵母　／　乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
（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（卵黄、砂糖）、油脂加工品（砂
糖、バター、パーム油）、パネトーネ種、転化糖、メープルシュガー、麦芽エキス、メープルシロップ、脱脂粉乳、食塩、
酵母　／　加工デンプン、乳化剤、香料、増粘多糖類、ｐＨ調整剤、着色料（紅麹、カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆を含む）
（毎日クロワッサン小麦粉、砂糖、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、ショートニング、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、
麦芽エキス、酵母　／　乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
（黒糖クロワッサン）小麦粉、黒糖フラワーペースト、パネトーネ種、ラード、マーガリン、卵、加工黒糖、ショートニング、
砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳、食塩、麦芽エキス、酵母　／　加工デンプン、着色料（カラメル）、香料、乳化剤、増粘多糖
類、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

卵・小麦・乳

41 素焼きミックスナッツ　 1380円 180日 アーモンド、落花生、カシューナッツ 落花生

42 大地の恵みナッツ＆フルーツ　 970円 150日
カシューナッツ（インド）、アーモンド（アメリカ）、バナナ（フィリピン）、砂糖、ココナッツオイル、クランベリー、クコの実、
かぼちゃの種、食塩、植物油脂／調味料（アミノ酸等）

なし

43 黒糖ドーナツ棒１６本箱（火の国支援）　 756円 120日 小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類〔黒糖(沖縄産)、粗糖、水飴、糖蜜〕、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨脹剤 小麦、卵

44 さかなっつハイ！ 1400円 180日
アーモンド、いわし、落花生、砂糖、植物油脂、食塩、ゴマ、水あめ、魚介パウダー、ドコサヘキサエン酸含有精製魚
油、こんぶパウダー、香辛料、トレハロース、香料、調味料（アミノ酸等）、ビタミンD、（原材料の一部にエビ、大豆を含
む）

えび、落花生

45 おばあちゃんの焼こあじ　　　　　　 510円 5ヶ月 あじ調味干（しまあじ、砂糖、食塩）／調味料（アミノ酸）、ソルビット なし

46 カレーカシュー（ポット入り） 950円 150日
カシューナッツ、小麦粉、寒梅粉、砂糖、食塩、カレーシーズニング、かつお節エキス、メープルシュガー、加工澱粉、
調味料（アミノ酸等）、着色料（カロチノイド、ウコン）、香料、香辛料抽出物、リン酸Ca、酸味料、（原材料の一部に乳、
大豆、鶏肉、豚肉、さばを含む）

小麦、乳

47 野菜チーズナッツ　 590円 150日
小麦粉（国内製造）、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、ねぎ、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、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

小麦、乳

48 ロータスオリジナルカラメルビスケット 650円 365日 小麦粉、砂糖、植物油脂、シュガーシロップ、大豆粉（遺伝子組み換えでない）、食塩、シナモン／膨張剤 小麦

49 ステンレスマグSM-ED20 1740円 WP（ホワイト）

50 ジャイアントコーンミックス 730円 150日

ジャイアントコーン、植物油、食塩、香辛料、ぶどう糖、砂糖、マヨネーズ風味調味料、スイートコーンパウダー、粉末植
物油脂、脱脂粉乳、蛋白加水分解物、粉末醸造酢、チキンパウダー、マスタード、オニオンパウダー、酵母エキスパウ
ダー／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物、香料、リン酸Ca、酸味料、着色料（カロチノイド）、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦、卵、乳

51 わさびセサミ大容量　 1110円 180日
でん粉（国内製造）、植物油脂、砂糖、小麦粉、ショートニング、ごま、わさびシーズニング、食塩、アオサ　/　加工でん
粉、香料、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

小麦

52 サバチ 500円 185日 さば、でん粉（サゴ、タピオカ）、砂糖、植物油、食塩 なし

53 えび天　黒胡椒 710円 120日
煮干しえび、植物油、小麦粉、コーンスターチ（遺伝子組み換えでない）、黒胡椒シーズニング、卵白、食塩、唐辛子/
調味料（アミノ酸等）、甘味料（ステビア）、香料、（一部にえび・小麦・卵・大豆を含む）

卵、小麦、エビ

54 俺の贅沢鶏はらみガーリックソルト味 1550円 240日
鶏肉、 食塩、 香辛料、 醸造酢、 異性化液糖　／ ソルビット、 酒精 、ｐＨ調整剤 、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、 調味料（アミノ酸等）、 ビタミンＢ1、 （一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）

小麦

55 牛たんジャーキー　 500円 120日
牛たん、糖類（水あめ、ブドウ糖）、食塩、香辛料、粉末醤油、粉末油脂、乳たん白、コラーゲンパウダー／トレハロー
ス、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎａ）、カラメル色素、（一部
に乳成分・小麦・牛肉・豚肉・大豆・ゼラチンを含む）

小麦、乳

56 千葉「中華蕎麦　とみ田」つけそば 648円 ９０日

【麺】小麦粉、還元水飴、小麦たん白、食塩、卵白、加工澱粉、酒精、かんすい  【たれ】醤油、ラード、ポークペースト、
砂糖、還元水飴、ポークエキス、鰹節粉末、食塩、醸造酢、ポークコラーゲン、ゆず果汁、鯖節粉末、酵母エキス、煮干
粉末、唐辛子、酒精、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、カラメル色素、乳化剤、（原材料の一
部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン、さばを含む）

小麦・卵

57 福島「うろた」濃厚貝だし塩ラーメン 1080円 ９０日
麺(小麦粉(国内製造)、還元水飴、食塩/酒精、かんすい、加工澱粉、(一部に小麦を含む))
スープ(魚介エキス(国内製造)、食塩、植物油脂、肉エキス、ショートニング、砂糖、香辛料、酵母エキス、青じそ粉末/
調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタン)、香料、カロチン色素、(一部に豚肉を含む))

小麦

58 埼玉「頑者」濃厚和風醤油つけ麺 1080円 ９０日

めん(小麦粉、小麦蛋白、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工澱粉)
添付調味料(肉エキス、動物油脂、しょうゆ、砂糖、植物油脂、食塩、醸造酢、ポークブイヨン、かつお節エキス、調味油
脂、煮干し粉末、かつお節、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミ
ンE)、酸味料(原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む))
やくみ(さば削りぶし)

小麦



59 愛知　蒲郡名物　ガマゴリうどん 880円 ２４０日
めん（小麦粉(小麦(愛知県産))、食塩）、あさり、うどん用粉末スープ(食塩、ぶどう糖、砂糖、乾燥わかめ、あさりエキス
粉末、ホタテエキス粉末、鰹節粉末、粉末醤油、昆布粉末、煮干かたくち鰯粉末、椎茸エキス粉末、食用植物油脂／
調味料（アミノ酸等）)、食用ごま油、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）

小麦

60 山形「麺辰」特製鶏中華 1180円 １００日

めん：小麦粉（国内製造）、還元水あめ、食塩、乾燥卵白／酒精、かんすい、加工でん粉（一部に小麦・珠緒を含む）
スープ：チキンブイヨン（国内製造）、しょうゆ、植物油脂、動物油脂、食塩、みりん、砂糖、かつお節エキス、還元水あ
め、昆布エキス、酵母エキス、えび粉末／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、増粘剤
（キサンタン）（原材料の一部に小麦・えび・大豆・鶏肉を含む）

小麦・卵・えび

61 山形鶴岡「琴平荘」中華そば 1060円 １００日

めん：小麦粉、還元水あめ、小麦グルテン、乾燥卵白、食塩／酒精、かんすい、加工でん粉、（一部に小麦・卵を含む）
スープ：しょうゆ、合わせだし（かつお節・さば節・煮干し）、肉エキス、食塩、動物油脂、砂糖、とびうお煮干し粉末、香
辛料、野菜エキス、するめ粉末、さば節粉末／調味料（アミノ酸等）、酒精、カラメル色素、増粘剤（キサンタン）、酸味
料、酸化防止剤（ビタミンE)、（一部に小麦・いか・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

小麦・卵

　
　


