№

品名

1

食塩無添加 素焼きミックスナッツ

2

豆乳とおからのパンケーキ

3

化学調味料無添加 海藻スープアソートセット

4

お米と米麹でつくったあまざけ

5

土佐の鰹けんぴ醤油胡麻味

6

ロイズ バラエティパック クリスマス

7

ロイズ クルマロチョコレート ミルク

8

ロイズ ポテトチップチョコレート マイルドビター

9

ロイズ ピュアチョコレート クリーミーミルク＆ホワイト

10

ロイズ ポテトクランチチョコレート

11

カレーのおせんべい

12

おばあちゃんの焼きこあじ

13

ミニクロワッサンラスク

14

レストランカレー

15

ダート ブレンドコーヒー

16

蜜づけりんごパイ

17

ごぼうステック

18

ちりめんとひじきの混ぜご飯

原材料
アーモンド、落花生、カシューナッツ
鶏卵、小麦粉、砂糖、調整豆乳（大豆（カナダ産）（遺伝子組換えでな
い）、砂糖、米油、天日塩）、マーガリン、水あめ、ぶどう糖、おから、デ
キストリン、食塩、コラーゲンペプチド(ゼラチン）､ソルビトール、乳化
剤、加工デンプン、膨脹剤、貝殻未焼成カルシウム、香料、乳酸カル
シウム、安定剤（増粘多糖類）、カロチン色素、（原材料の一部に乳を
【もずくスープ】しょうゆ、還元水あめ、魚介エキス、みりん、食塩、デキ
ストリン、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウ
ダー、具（もずく、鶏卵、ねぎ、ごま）／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部
に小麦・卵・ごま・さば・大豆を含む）
【のりスープ】しょうゆ、還元水あめ、魚介エキス、みりん、食塩、デキ
ストリン、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、しいたけエキスパウ
ダー、具（鶏卵、ねぎ、しいたけ、のり、ごま）／酸化防止剤（ビタミン
Ｅ）、（一部に小麦・卵、ごま、さば、大豆を含む）
【あおさ入りスープ】チキンエキス、還元水あめ、チキンブイヨンパウ
ダー、食塩、しょうゆ、デキストリン、野菜エキスパウダー、酵母エキス
パウダー、香辛料、具（あおさ、鶏卵）／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一
部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
甘酒（米（国産）、米麹）
さつまいも、植物油脂、砂糖、薄口しょうゆ、宗田鰹節粉末（土佐清水
産）、鰹節粉末（国産）、白ごま
【ナッティバーチョコレート】砂糖、クッキー、ココアバター、アーモンドパ
フ、全粉乳、カカオマス、アーモンド、ヘーゼルナッツペースト、アーモ
ンドペースト、マカダミアナッツ、カシューナッツ、ペカンナッツ、乳化
剤、膨脹剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
【チョコレートウエハース［ヘーゼルクリーム］】砂糖、ウエハース（小麦
粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）、植物油脂、カカオマス、乳糖、全粉
乳、ココアパウダー、乳化剤、加工でん粉、カラメル色素、香料、膨脹
剤、（原材料の一部に大豆を含む）
【チョコレートウエハース［いちごクリーム］】砂糖、植物油脂、ウエハー
ス（小麦粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）、全粉乳、乳糖、ココアバ
ター、カカオマス、いちご粉末、練乳パウダー、乳化剤、加工でん粉、
カラメル色素、香料、膨脹剤、（原材料の一部に大豆を含む）
【ロイズアールショコラ［ストロベリー］】砂糖、全粉乳、植物油脂、ココ
アバター、乳糖、カカオマス、ストロベリーパウダー、脱脂粉乳、練乳
パウダー、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）
【ロイズアールショコラ［ミルクココア］】砂糖、全粉乳、植物油脂、ココ
アバター、乳糖、ココアパウダー、カカオマス、クッキー、脱脂粉乳、乳
化剤、香料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
【ピュアチョコレート［スイート］】砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉
乳、乳化剤（大豆由来）、香料
【ピュアチョコレート［ホワイト］】ココアバター、砂糖、全粉乳、練乳パウ
ダー、脱脂粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料
【プラフィーユショコラ［ベリーキューブ］】砂糖、ココアバター、全粉乳、
水あめ、カカオマス、レッドラズベリー濃縮果汁、いちご粉末、ブルー
ベリー濃縮果汁、練乳パウダー、乳化剤（大豆由来）、香料、酸味料、
増粘剤（ペクチン）、アカビート色素
【ミルクチョコレートコレクション［フルーティーミルク］】砂糖、カカオマ
ス、ココアバター、全粉乳、乳化剤（大豆由来）、香料
砂糖、ココアバター、全粉乳、マシュマロ（砂糖、水あめ、麦芽糖、ゼラ
チン、コーンスターチ）、クルミ、植物油脂、カカオマス、乳化剤（大豆
由来）、香料
ポテトチップス(ジャガイモ<遺伝子組換えでない>、植物油脂、食塩)、
砂糖、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳化剤(大豆由来)、香料
【クリーミーミルク】砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、乳化剤
（大豆由来）、香料
【ホワイト】ココアバター、砂糖、全粉乳、練乳パウダー、脱脂粉乳、乳
化剤（大豆由来）、香料
クッキー、砂糖、ココアバター、コーンフレーク、全粉乳、ポテトチップ
ス、カカオマス、乳化剤、香料、（原材料の一部に小麦・大豆を含む）
うるち米（国産）、カレーたれ（砂糖、醤油、水飴、デキストリン、ウス
ターソース、香辛料、醸造酢、乳製品、鰹節粉、植物油、食塩、オニオ
ンエキス）、植物油、黒コショウ、増粘剤（加工澱粉）、調味料（アミノ酸
等）、トレハロース、乳化剤、香料、
しまあじ、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、ソルビット
【ハニー】小麦粉、マーガリン、砂糖、鶏卵、水飴、パン酵母、脱脂粉
乳、食塩、ﾐｯｸｽ粉（小麦粉、粉末状植物性たん白、ぶどう糖）、はちみ
つ、乳化剤、香料、酵素、V．C、酸化防止剤（V．E）、着色料（カロテノ
イド）、（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む）
【キャラメル】小麦粉、マーガリン、砂糖、鶏卵、パン酵母、脱脂粉乳、
キャラメルパウダー加工品（キャラメルパウダー、デキストリン）、食
塩、ﾐｯｸｽ粉（小麦粉、粉末状植物性たん白、ぶどう糖）、着色料（カラ
メル、カロテノイド）、香料、乳化剤、酵素、V．C、酸化防止剤（V．E）、
（原材料の一部に小麦粉、卵、乳成分、大豆を含む）
たまねぎ、小麦粉、牛肉、ラード、リンゴピューレ、乳又は乳製品を主
要原料とする商品、カレー粉、砂糖、食塩、チャツネ、トマトケチャッ
プ、はちみつ、ポークエキス、ガーリックペースト、複合調味料、ココ
ナッツミルクパウダー、ミルポアペースト、青唐辛子ペースト、香辛料、
（添加物）調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、原材料の一部に含む、
コーヒー（原産国：ブラジル、ホンジュラス その他）
マーガリン、りんごシロップ漬、小麦粉、卵、砂糖、アーモンドプード
ル、加糖卵黄、水あめ、食塩、シナモン、加工デンプン、トレハロース、
乳化剤、膨脹剤、香料、酸味料、酸化防止剤(V.C)
小麦粉、植物油（菜種、パーム）、卵白、ごぼう、でん粉、食物繊維（ポ
リデキストロース）、還元水飴、食塩、植物性たん白、ゴボウエキスパ
ウダー、砂糖、香辛料、デキストリン、たん白加水分解物、粉末醤油、
酵母エキスパウダー、シイタケエキスパウダー、加工でん粉、調味料
（アミノ酸等）、着色料（フラボノイド）、炭酸Ca、乳化剤、香料、膨張
剤、甘味料（スクラロース）、カゼインNa（乳由来）、酸化ケイ素、香辛
ちりめん、ひじき、砂糖、醤油、還元水飴、みりん、食塩、醸造酢、酵
母エキス、ホタテエキス、植物油、（原材料の一部に小麦、大豆、ごま

７大アレルゲン
落花生

小麦、卵、乳

小麦、卵、乳

なし
小麦

小麦、乳

乳
乳
乳
小麦、乳
小麦
なし

小麦、卵、乳

小麦、卵、乳

なし
小麦、卵、乳

小麦、卵、乳

小麦

19

がんづきフロランタン

20

なみえ焼きそば

21

大黒ラーメン

22

学園トマトケチャップ

23

くまモン スイートマロン

24

毎日元気

25

喜多方ラーメン

26

黒糖ドーナツ棒

27

ミックスキャロット

28

野菜たっぷりのカップヌードル ちゃんぽん

29

野菜たっぷりのカップヌードル カレーうどん

30

たまごスープ

31

もずくスープ

32

野菜たっぷりのおみそ汁

33

日本みつばちのみつ

34

ゆずの里ぽん酢セット

35

ゆず茶セット

36

花咲か じゃばらまふいん

37

じゃばらあめ

38

北海道バターリッチ

39

さかなっつハイ！

40

大地の恵み ナッツ＆フルーツ

41
42

小麦粉、蜂蜜、ショートニング、マーガリン、砂糖、卵、黒糖、食塩、バ
ター、アーモンド、くるみ、食用植物油脂、ごま、乳製品、カラメル色
素、膨張剤、乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、安定剤（ペクチン）、
pH調整剤、（原材料の一部に小麦、卵、乳、くるみ、ごま、大豆を含
めん/小麦、植物油、食塩、加工でん粉、かんすい、クチナシ色素、酸
味料、グリシン、
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
純正ラード/豚油、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
麺：小麦粉、小麦たん白、還元水飴、食塩、加工澱粉、酒精、かんす
い、クチナシ色素
スープ：ポークエキス、風味油（食用油脂、にんにく、香料、酸化防止
剤（V.E）ラード、醤油、食塩、還元水飴、砂糖、ガーリックペースト、酵
母エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工澱粉）、香料、（原材料
の一部に小麦、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉を含む）
トマト、三温糖、醸造酢、食塩、玉ねぎ、にんにく、香辛料
砂糖、白いんげん豆、小麦粉、栗、水飴、バター、乳製品、卵、牛乳、
蜂蜜、麦芽糖、植物油脂、トレハロース、膨脹剤、香料、乳化剤、安定
剤（増粘多糖類）、着色料（クチナシ黄色素）、漂白剤（亜硫酸塩）、
（原材料の一部に大豆を含む）
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）
・麺 小麦粉(カナダ・アメリカ)/小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かん
すい、加工でん粉、貝Ca、クチナシ色素
・醤油スープ 醤油、食塩、ポークオイル、チキンエキス、香味油、た
ん白加水分解物、植物油脂、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等）、酒
精、カラメル色素 ・みそスープ 味噌、食塩、胡麻油、香味油、にんに
く、ポークオイル、胡麻、生姜、モルトエキス、チキンエキス、唐辛子、
調味料（アミノ酸等）、酒精
小麦粉(国内産)、植物油脂、糖類（黒糖(沖縄産)）、粗糖、水飴、糖
蜜)、還元水飴、鶏卵、ショートニング、蜂蜜、膨張剤
にんじん、果実（りんご、オレンジ、うんしゅうみかん、バナナ、パイン
アップル、ぶどう、レモン）
小麦粉、植物性油脂、加工でん粉、食塩、小麦たん白、炭酸Ｃa、乳化
剤、グルタミン酸ナトリウム、かんすい、増粘剤、酸化防止剤、着色料
小麦粉、植物性油脂、加工でん粉、ばれいしょでん粉、食塩、リン酸
塩、炭酸Ｃa、魚介エキス、増粘剤、乳化剤、酸化防止剤
鶏卵、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、チキンエ
キス、デキストリン、食塩、たん白加水分解物、香辛料、うきみ（かま
ぼこ（かにを含む）、わかめ、ねぎ）、加工でん粉、調味料（アミノ酸、核
酸、有機酸）、増粘剤（キサンタンガム、グァーガム）、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）、着色料（ベニコウジ色素）
しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない)・小麦を含む）、食塩、デキストリ
ン、魚介エキス、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、米発酵調
味液、具（もずく、みつば、ゆず、ねぎ、ごま）、ソルビトール、調味料
（アミノ酸、核酸）、酸化防止剤（ビタミンＥ）
みそ：野菜のおみそ汁（米みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、こんぶ
エキス、かつお節粉末、かつおエキス、食塩、発酵調整剤（アルコー
ル）、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸））、海藻のおみそ汁（米みそ（大
豆：遺伝子組換えでない）、豆みそ（大豆：遺伝子組換えでない）、みり
ん、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、かつおエキス、かつお節粉末、酵母
エキス、発酵調整剤（アルコール）、調味料（アミノ酸、核酸、有機酸））
具材：野菜の具（チンゲン菜、わかめ、キャベツ、しいたけ、にんじん、
ぶどう糖、膨張剤（炭酸水素Ｎａ等）、酸化防止剤（ビタミンＥ））、海藻
の具（わかめ、とうふ（大豆：遺伝子組換えでない）、白ごま、めかぶ、
つのまた、寒天、ねぎ、ぶどう糖、凝固剤（硫酸Ｃａ））
はちみつ （蜂蜜は乳児ボツリヌス症を発症する可能性があるので、１
歳未満の乳児に与えないでください。）
・ゆずぽん酢/醬油、ゆず、みりん、醸造酢、かつお節、動物性たん白
加水分解物、かつおエキス、昆布、しいたけ、砂糖、食塩、調味料（ア
ミノ酸等）、アルコール
・柚子たれ/大根、醬油、ゆず果汁、醸造酢、砂糖、食塩、香辛料
・柚子みそ/みそ、砂糖、酒、柚子、みりん
・生姜柚子茶/果糖、ゆず、生姜
・ゆず茶/ゆず、果糖
小麦、たまご、食用油、砂糖、じゃばら、干しブドウ、リキュール

小麦、卵、乳

小麦

小麦、乳

なし
小麦、卵、乳
小麦、乳

小麦

小麦、卵
なし
小麦、乳
小麦、卵、乳

小麦、卵、カニ

小麦

小麦

なし
ゆずぽん酢/小
麦 柚子たれ/小
麦 柚子みそ/
なし
なし
小麦、乳
なし

サンふじ 家庭用 5㎏

水あめ、じゃばら
小麦粉、砂糖、レーズン、バター、マーガリン、鶏卵、ショートニング、
アーモンド、ココアバター、脱脂粉乳、全粉乳、牛乳、洋酒、食塩、膨
張剤、乳化剤、香料、着色料(カラメル)､（原材料の一部に大豆を含
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）
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）
りんご

サンふじ 家庭用 10㎏

りんご

なし

43

サンふじ 贈答用 3㎏

りんご

なし

44

サンふじ 贈答用 6㎏

りんご

なし

小麦、卵、乳

落花生、エビ
なし
なし

