
No． 商品名 原材料 ７大アレルゲン

1 ミックスカレーのおせんべい （大袋）

うるち米（国産）、カレーたれ（砂糖、しょうゆ、水あめ、デキストリン、ウスターソース、その他）、植物油
脂、グリーンカレーたれ（水あめ、しょうゆ、グリーンカレーペースト、デキストリン、その他）、チーズシー
ズニング、黒コショウ、ココナッツミルクパウダー、唐辛子、乾燥香菜、レモングラスパウダー、カフィルラ
イムパウダー、コリアンダーシード粉末／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、乳化
剤、カラメル色素、香料、甘味料（甘草、ステビア）、酸味料（一部に小麦・乳成分・えび・大豆・りんご・鶏
肉を含む）※40個前後（種類によって数にバラつきあり）

＜小麦、乳、えび＞

2 ヨーグルトレーズン
チョコレートコーチング（砂糖、植物油脂、全粉乳、発酵乳粉末（殺菌）、乳糖、ココアバター、フラクトオリ
ゴ糖）（国内製造）、オイルコートレーズン 、水あめ 、粉糖（砂糖、でん粉分解物） 、乳酸菌粉末（植物性乳
酸菌(殺菌)、でん粉分解物）／乳化剤 （大豆由来）、光沢剤 、酸味料 、ピロリン酸鉄 、香料

＜乳＞

3 ジンジャーレモネード
砂糖（国内製造）、ぶどう糖、はちみつパウダー、レモン皮粉末、乾燥生姜粉末／ビタミンC、香辛料、抽
出ビタミンE

＜なし＞

4 とろけるチョコセット（とろけるいちご・とろけるメロン）

【とろけるいちご】植物油脂､砂糖､ホワイトチョコレート（ベルギー製造）、いちご、全粉乳､ホエイパウ
ダー調整品／乳化剤､香料､(一部に乳成分・大豆・ごまを含む)
【とろけるメロン】植物油脂、砂糖、メロン、ホワイトチョコレート、全粉乳、ホエイパウダー調整品／乳化
剤、香料、（一部に乳成分・大豆・ごまを含む）

＜乳＞
小麦・卵・乳・えび・か
にを原料にした製品
と同じ工程で作られ

ています。

5 氷温蔵出し さや煎落花生（千葉半立） 落花生（千葉県産） ＜落花生＞

6 喫茶店の銀皿 ナポリタンソース
トマトペースト、砂糖、りんご酢、ウスターソース、食塩、バター、たまねぎ、にんにく、香辛料、（原材料の
一部に乳を含む）

＜乳＞

7 ピーカンナッツ キャラメル掛け
キャンディングピーカン（国内製造）（ピーカンナッツ、砂糖、植物油脂）、砂糖、ココアバター、全粉乳、乳
等を主要原料とする食品（濃縮乳、加糖脱脂練乳）、乳糖、植物油脂／乳化剤（大豆由来）、香料

＜乳＞

8 野菜チーズナッツ

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＞

9 化学調味料無添加 いろいろみそ汁セット

【赤だしなめこ汁】なめこ、かつお節昆布抽出液、米みそ、調合みそ、みつば、みりん、かつお風調味料、
かつお節粉末、酵母エキスパウダー、魚醤パウダー（魚介類）／酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・
乳成分・大豆・鶏肉・魚醤パウダー（魚介類）を含む）
【なす汁】米みそ、揚げなす、かつお節昆布抽出液、ねぎ、油揚げ、わかめ、みりん、発酵調味料、かつお
風調味料、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、デキストリン／凝固剤、酸化防止剤（ビタミンＥ）、（一部
に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）
【豚汁】麦みそ、米みそ、豚肉、ねぎ、ごぼう、油揚げ、にんじん、ポークエキス、豚脂、香味油、砂糖、風味
調味料、野菜エキスパウダー、酵母エキスパウダー、香辛料、食塩、デキストリン、しいたけエキスパウ
ダー／酸化防止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
【こまつ菜】米みそ、こまつな、油揚げ、風味調味料、わかめ、発酵調味料、かつお節粉末、デキストリン、
酵母エキスパウダー／酸化防止剤（ビタミンE）、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む）

＜小麦、乳＞

10 黒糖ドーナツ棒
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

＜小麦、卵＞

11 赤い帽子 ミルフィーユ

冷凍パイ生地(小麦粉、バター、食塩)、チョコレート、準ホワイトチョコレート、ショートニング、砂糖、ジャ
ンドゥーヤ(砂糖、ヘーゼルナッツ、ココアバター)、粉糖、小麦粉、準ストロベリーチョコレート(砂糖、植
物油脂、乳糖、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳、ストロベリーパウダー)、ヘーゼルナッツペースト、全粉
乳、食用油脂、ココアバター、ストロベリーパウダー、加糖れん乳/乳化剤、香料、酸味料、着色料(アカ
ビート)、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＞

12 食塩無添加 素焼きミックスナッツ アーモンド、落花生、カシューナッツ ＜落花生＞

13
ふりかけ ４種セット（松屋牛めし・炒飯風・ペヤング焼きそ
ば・おにぎりせんべい）

【松屋牛めし】砂糖（国内製造）、いりごま、乾燥マッシュポテト、コーンスターチ、乳糖、牛めし風味シーズ
ニング（砂糖、食塩、酵母エキス粉末、ポーク粉末、ビーフ粉末、コーンスターチ、野菜粉末、かつおエキス
粉末）、紅生姜、しょうゆ、粒状大豆たん白、食塩、小麦粉、ブイヨン、加工油脂、牛脂、黒胡麻焙煎七味、
みりん、ガーリック粉末、粉末しょうゆ／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、紅麹、ココア）、香料、
甘味料（カンゾウ、ステビア）、香辛料抽出物、微粒酸化ケイ素、加工でん粉、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸
味料、（一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
【炒飯風】乳糖（アメリカ製造）、いりごま、粉末調合調味料（食塩、チキン調味料、デキストリン、粉糖、た
ん白加水分解物、香辛料、酵母エキス、野菜香味調味料、乳等を主要原料とする食品、植物油脂）、コー
ンスターチ、砂糖、粒状大豆たん白、鶏卵加工品、チキンエキス粉末、食塩、中華調味料、ねぎ、しょうゆ、
黒胡椒、牛脂／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、リン酸塩（Na）、膨張剤、着色料（カラメ
ル、ココア、カロチン）、酸化防止剤（ビタミンE）、微粒酸化ケイ素、酸味料、ビタミンB1、香料、香辛料抽
出物、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む）
【ペヤング焼きそば】パン粉（国内製造）、ごま、乳糖、砂糖、コーンスターチ、食塩、しょうゆ、紅生姜、鶏
肉そぼろ、粉糖、小麦粉、デキストリン、馬鈴薯でん粉、粉末しょうゆ、粉末ソース、あおさ、たん白加水
分解物、ビーフ調味料、ほうれん草／調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、紅花黄、クチナシ）、加工
でん粉、酸味料、香料、セルロース、リン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、甘味料（カンゾウ、ステビア）、乳
化剤、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、（一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・り
んごを含む）
【おにぎりせんべい】砂糖（国内製造）、乳糖、でん粉加工品（コーンスターチ、甘藷でん粉）、しょうゆ、小
麦粉、コーンスターチ、焼おにぎり風味シーズニング（あられ、しょうゆ、粒状大豆たん白、食塩、しょうゆ
ペースト）、乾燥マッシュポテト、食塩、パン粉、ブイヨン、粉末油脂、のり、粉末しょうゆ／調味料（アミノ
酸等）、着色料（カラメル、紅麹、カロチン）、加工でん粉、カゼインナトリウム、酸化防止剤（ビタミンE）、
乳化剤、（一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

◆松屋牛めし：小麦、
乳

◆炒飯風：卵、小麦、
乳

◆ペヤング焼きそ
ば：卵、小麦、乳

◆おにぎりせんべ
い：小麦、乳

14 じゃり豆 濃厚チーズ味 （大容量）

種実（ひまわり、かぼちゃ、アーモンド）、寒梅粉ミックス（糯米、澱粉）、小麦粉、砂糖、油脂食品[植物油
脂（大豆を含む）、粉末チーズ、デキストリン]、チーズフード（ナチュラルチーズ、乳製品、食塩）、粉末
チーズ、食塩、バター風味粉末、チーズ風味粉末／乳化剤、ふくらし粉、酸化防止剤（ビタミンE）、ｐH調
整剤／調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（パフリカ色素、アナトー）

＜小麦、乳＞

15 ルビーチョコレート クランプクランチ 2個セット
砂糖、ココアバター、小麦粉、脱脂粉乳、全粉乳、果糖ぶどう糖液糖、カカオマス、ショートニング、バ
ター、モルトエキス、食塩/乳化剤（大豆由来）、クエン酸、香料

＜小麦、乳＞

16 ロータス ビスコフ オリジナルカラメルビスケット 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＞
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17 ブラックサンダー
準チョコレート（砂糖、植物油脂（大豆を含む）、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、カカオマス、乳糖、食
塩）、ココアクッキー、油脂加工食品（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、乳糖）、小麦粉、砂糖、植物油脂、ショー
トニング、食塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉乳/甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、乳化剤、香料

＜小麦、乳＞

18 ブラックサンダー ネクストギア
チョコレート（砂糖、ココアバター、植物油脂（大豆を含む）、全粉乳、カカオマス、脱脂粉乳、乳糖、ココア
パウダー）、アーモンド、ココアクッキー、砂糖、乳清たん白、小麦粉、ココナッツ、ショートニング、植物油
脂、コーヒー粉末、食塩/乳化剤、甘味料（ソルビトール）、膨張剤、香料、カラメル色素

＜小麦、乳＞

19 兵庫県警察 災害と闘う救助隊員のカレー
野菜（じゃがいも（国産）、たまねぎ、にんじん）、野菜ソテー（たまねぎ、にんじん）、大豆油、砂糖、トマト
ペースト、マンゴチャツネ、カレー粉、食塩、麦芽エキス、酵母エキス、香辛料、野菜エキス／増粘剤（加工
デンプン）、酸味料

＜なし＞

20 災害用 備蓄塩ようかん 砂糖、小豆、水あめ、麦芽糖、寒天、食塩 ＜なし＞

21 保存缶 あたり前田のクラッカー
小麦粉（国内製造）、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、バター／膨張剤、調味料（アミノ酸
等）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

＜小麦、乳＞

22 ほしいもべにはるか さつまいも（静岡県遠州産）

23 三陸産 茎めかぶ ボリュームパック 梅しそ味
湯通し塩蔵わかめ（三陸産）、砂糖、梅酢、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）、香料、乳酸カルシウム

＜えび＞

24
のり佃煮 2種セット（天日干し天然岩のり100％・四万十
川産あおさのり100％）

【天日干し天然岩のり100％】のり、醤油、砂糖、味醂、清酒、酵母エキス、(一部に小麦を含む)
【四万十川産あおさのり100％】のり（四万十川産100％）、醤油（大豆・小麦を含む）、水飴、砂糖、味醂

＜小麦＞

25 博多もつ鍋（2人前入）

【牛もつ味付】もつ、醤油、砂糖、かつおだし、昆布だし、ガーリックパウダー、チキンオイル、ビーフエキ
ス、ジンジャー粉末（原材料の一部に小麦を含む）
【もつ鍋スープ】醤油、ポークエキス、食塩、チキンエキス、発酵調味料、食用植物油脂、ラード、ねぎ、ア
ミノ酸液、香辛料、調味料（アミノ酸等）、香料（原材料の一部に小麦を含む）
【ちゃんぽん麺】小麦粉、食塩、くちなし黄色素、卵殻焼成カルシウム、レシチン（大豆由来）
【香辛料】ニンニク、唐辛子

＜小麦＞

26 有機栽培 おいしいむき甘栗 ファミリーパック 有機栗（中国） ＜なし＞

27 大地の恵み ナッツ＆フルーツ
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）

＜なし＞

28 おさしみわかめ わかめ（鳴門産）、食塩、芽株エキス（フコイダン）

29 さかなっつハイ！
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＞

30 北海道バターリッチ
小麦粉（小麦（北海道産））、砂糖、バター、レーズン、マーガリン、鶏卵、粉糖（砂糖、コーンスターチ）、
ショートニング、ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、アーモンド、脱脂粉乳、牛乳、洋酒、
食塩／膨張剤、香料、着色料（カラメル）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む）

＜小麦、卵、乳＞

31 おばあちゃんの焼こあじ しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット ＜なし＞

32 まもり高める乳酸菌L-137 ドリンク（6本パック）
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、デキストリン、加熱乳酸菌(乳成分を含む)／酸味料、乳酸
カルシウム、増粘剤(キサンタンガム)、香料、ビタミンE

＜乳＞

33 ネルノダ（6本パック）
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、ヒハツエキスパウダー、GABA、ショウガエキスパウダー、
食塩／酸味料、酸化防止剤(V.C、カテキン)、香料、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、アスパル
テーム・L－フェニルアラニン化合物)、増粘剤(キサンタンガム)、V.B6、V.B2、乳化剤、V.B12

34 ロイズ　ポテトチップチョコレート[オリジナル]
ポテトチップス(国内製造)(じゃがいも<遺伝子組換えでない>、植物油脂、食塩)、砂糖、ココアバ
ター、カカオマス、全粉乳／乳化剤(大豆由来)

＜乳＞

35 ロイズ　バーチョコレート[3種詰合せ]

【ナッティバーチョコレート】砂糖、クッキー（小麦を含む）、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、カシューナッツ、ペカンナッツ、マカダミ
アナッツ／乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、香料
【フルーツバーチョコレート】ココアバター、砂糖、アーモンドパフ（小麦を含む）、脱脂粉乳、ドライクラン
ベリー、ドライマンゴー、全粉乳、乳糖、ストロベリーパウダー、ドライストロベリー、練乳パウダー、バナ
ナパウダー／乳化剤（大豆由来）、膨脹剤、アカビート色素、香料（卵由来）
【抹茶バーチョコレート】ココアバター、クッキー（小麦を含む）、砂糖、アーモンドパフ、脱脂粉乳、全粉
乳、アーモンド、乳糖、抹茶、カシューナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ／乳化剤（大豆由来）、膨脹
剤、香料

＜小麦、卵、乳＞

36 ロイズ チョコレートウエハース ［いちごクリーム］
いちごクリーム（国内製造）（植物油脂、乳糖、砂糖、全粉乳、ストロベリーパウダー、練乳パウダー、ココ
アバター）、ウエハース（小麦粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）、砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス／
乳化剤（大豆由来）、加工デンプン、カラメル色素、香料、膨張剤

＜小麦、乳＞



37 ロイズバラエティパック

【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、ココアバター、ヘーゼルナッツペースト、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、ベリーソース（水あめ、砂糖、レッドラズベ
リー濃縮果汁、ブルーベリー濃縮果汁）、全粉乳、カカオマス、いちご粉末、練乳パウダー、乳化剤（大豆
由来）、酸味料、香料、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

＜小麦、乳＞

38 ロイズ ナッティバーチョコレート
砂糖、クッキー（小麦を含む）、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、カシューナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ／乳化剤（大豆由
来）、膨脹剤、香料

＜小麦、乳＞

39 ロイズ バトンクッキー [ココナッツ]
砂糖、ココナッツ、小麦粉、鶏卵、ココアバター、バター、植物油脂、カカオマス、脱脂粉乳、全粉乳、マー
ガリン、食塩／乳化剤（大豆由来）

＜小麦、卵、乳＞

40 ロイズ　バトンクッキー[ヘーゼルカカオ]
砂糖、ヘーゼルナッツパウダー（ヘーゼルナッツ、コーンスターチ）、小麦粉、鶏卵、バター、ココアバター、
カカオマス、ココナッツ、植物油脂、フライカカオニブ、全粉乳、ココアパウダー、食塩／乳化剤（大豆由
来）

＜小麦、卵、乳＞

41 ロイズ　ポテごまクッキー
砂糖、小麦粉、バター、ポテトチップス（じゃがいも、植物油脂、食塩）、ココアバター、ショートニング、カ
カオマス、オートミール、鶏卵、アーモンドパウダー、全粉乳、牛乳、黒ごま、食塩／膨脹剤、乳化剤（大豆
由来）、香料

＜小麦、卵、乳＞


