
No． 商品名 原材料 ７大アレルゲン

1 俺の贅沢５種アソートセット

【俺の贅沢　やわらか焼いか】いか、砂糖、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物、調味料（アミノ酸等）、酸
味料、甘味料（スクラロース、ステビア）、（原材料の一部に小麦を含む）【俺の贅沢　燻製ローストいか＆
チーズ】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）【俺の贅沢　かきの
醤油焼】かき、水あめ、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、食塩、みりん、酵母エキス、唐辛子、増粘剤（加工デ
ンプン）、調味料（有機酸等）、（原材料の一部に小麦を含む）【俺の贅沢　ほたての照焼】ほたて貝、てり
やきのたれ（しょうゆ、砂糖、発酵調味料、その他）、発酵調味料、たん白加水分解物、かつお節エキス、
植物油脂／ソルビット、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・大豆を
含む）【俺の贅沢　子持ち焼ししゃも】カラフトシシャモ、砂糖、食塩／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、酸
味料、酸化防止剤（ビタミンC）

＜小麦、乳＞

2 たまごスープ

鶏卵（国産）､デキストリン､チキンエキス､スープベース（デキストリン､砂糖､調味チキンパウダー､たん白
加水分解物､その他）､食塩､でん粉､しょうゆ､こんぶエキス調味料､米醸造調味料､しいたけエキス調味
料､砂糖､具（かまぼこ､わかめ､ねぎ）／調味料(アミノ酸等)､酸化防止剤（ビタミンE）､ベニコウジ色素､カロ
チン色素､（一部にかに､小麦､卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む）

＜小麦、卵、
乳、かに＞

3 気になるリンゴ（観光パッケージ）

リンゴシロップ漬、パイ生地（小麦粉、マーガリン、その他（乳成分を含む））、小麦粉、液鶏卵、小麦粉調
製品（小麦粉、砂糖）、加糖卵黄、ブランデー、食用乳化油脂、還元水あめ、砂糖、シナモン／酸味料、乳
化剤（大豆由来）、酸化防止剤（V.C、V.E）、乳酸Ca、膨張剤、香料、酒精、着色料（カロチン）、増粘剤（キ
サンタンガム）

＜小麦、卵、乳＞

4 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＞

5 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＞

6 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＞

7 ティラミスチョコ
アーモンド(アメリカ産)、砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、ホエイパウダー、全粉乳、水あめ、チーズ
パウダー、チーズ加工品、マルトデキストリン、ココアパウダー／乳化剤、香料、（一部に乳成分・大豆を
含む）

＜乳＞

8 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＞

9 ほしいもべにはるか さつまいも（静岡県遠州産） ＜なし＞

10 学校給食使用食品 アーモンドフィッシュ アーモンド（アメリカ産）、片口いわし（国内産）、砂糖、マルトース、白ごま ＜なし＞

11 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＞

12 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＞

13 鶏の旨みのスープ茶漬

粉体調味料〔畜産エキスパウダー（チキン、ポーク）、食塩、粉末醤油、食用油脂、ぶどう糖、生姜粉末、
デキストリン、乾燥卵黄、粉末水飴、野菜エキスパウダー（椎茸、ねぎ）、蛋白加水分解物、粉末油脂、ね
ぎ粉末、煮干エキスパウダー、鰹節粉末、香辛料、酵母エキスパウダー〕、乾燥味付卵（卵、乳糖、デキス
トリン、食塩）、乾燥ササミ（鶏肉、醤油、日本酒、デキストリン、食塩、砂糖）、乾燥椎茸（椎茸、還元水
飴、食塩）、乾燥ねぎ（ねぎ、麦芽糖）／調味料（アミノ酸等）、微粒酸化ケイ素、トレハロース、グリセリン、
酸化防止剤（ビタミンＥ）、ふくらし粉、カロチン色素、ｐＨ調整剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚
肉を含む）

卵、小麦、乳

14 カレーせん

米（国産）、カレーシーズニング（香辛料、食塩、肉エキスパウダー、粉糖、蛋白加水分解物、チーズパウ
ダー、香味油）、植物油、粉糖、かつお節エキス、昆布エキスパウダー、昆布パウダー、食塩／調味料（ア
ミノ酸等）、リン酸Ｃａ、香辛料抽出物、酸味料、香料、着色料（アナトー、ウコン）、（一部に小麦・乳成分・
大豆・鶏肉・豚肉・さばを含む）

＜小麦、乳＞

15 おばあちゃんの焼こあじ（2個組） しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット ＜なし＞

16 ごぼうスティック

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、香辛料
抽出物

＜小麦、卵、乳＞

17 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） ＜なし＞

18 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＞

19 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＞
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20 ブラックサンダーほうじ茶ラテ　20本

準チョコレート（砂糖、植物油脂（大豆を含む）、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、カカオマス、ココアパウダー、コ
コアバター、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、植物油
脂、ホワイトチョコチップ（砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター）、砂糖、全卵、ほうじ茶（加賀棒茶）、
ショートニング、水飴、食塩、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉乳／膨脹剤、セルロース、ソルビトール、乳
化剤、トレハロース、香料

＜小麦、卵、乳＞

21 魚やの煮付（3食セット）
【三陸さんま】さんま、砂糖、しょうゆ、食塩、みりん、しょうが、醸造酢
【三陸さば】さば、砂糖、しょうゆ、食塩、みりん、しょうが、醸造酢
【三陸真いわし】真いわし、砂糖、しょうゆ、食塩、みりん、しょうが、醸造酢

小麦

22 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＞

23 喜多方ラーメン プレミアム 厚み 2食

【麺】小麦粉、還元水飴、食塩、酒精、かんすい、加工デンプン、貝Ca、クチナシ黄色素【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、（原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉、ゼラチン、豚肉を含む）【チャー
シューメンマ】豚バラ肉、メンマ、しょうゆ、つゆ（水あめ、しょうゆ、砂糖、食塩、その他）、米みそ、香味
油、pH調整剤、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、（原材料の一部に小麦を含む）【乾燥ねぎ】ねぎ、ぶど
う糖

＜小麦＞

24 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）、乳酸カルシウム、香料

＜えび＞

25 無選別かりんとう

【そばかりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、そば粉、そばの葉粉末、食塩、イースト、膨張剤　【くるみ
かりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、くるみ、食塩、膨張剤　【白かりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米
油）、ごま、食塩、膨張剤　【黒かりん】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、加工黒糖、食塩、膨張剤　【鮭の
中骨】小麦粉、砂糖、植物油脂（米油）、加工黒糖、鮭の中骨、食塩、カラメル色素、膨張剤

＜小麦、そば＞

26 北海道バターリッチ
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）､（一部に小麦・乳成分・卵・大
豆を含む）

＜小麦、卵、乳＞

27 なみえ焼そば　
【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＞

28 漁師のかあちゃんのみそ汁

【おぼろ昆布のみそ汁】だし入りみそ（国内製造（顆粒みそ、鰹節粉末、その他））、麸、白ごま、わかめ（北
海道産）、おぼろ昆布（北海道産（真昆布、醸造酢、ゼラチン））、つのまた、（一部に小麦・大豆・ごま・ゼラ
チン・さば）【鮭のみそ汁】だし入りみそ（国内製造（顆粒みそ、鰹節粉末、その他））、わかめ（北海道産）、
豆腐、鮭（北海道産）、つのまた/豆腐凝固剤、（一部に小麦・大豆・さけ・さばを含む）【帆立のみそ汁】だし
入りみそ（国内製造（顆粒みそ、鰹節粉末、その他））、帆立だし顆粒、わかめ（北海道産）、帆立（北海道
産）、つのまた、（一部に小麦・乳成分・大豆・さばを含む）

＜小麦、乳＞

29 うどん県 讃岐カレーうどん ごく旨ｶﾚｰｽｰﾌﾟ付3食

めん：小麦粉、食塩、加工でん粉、酸味料
カレーうどんスープ：砂糖､食塩､澱粉､カレー粉､ポークエキス､粉末醤油､デキストリン､粉末ソース､酵母
エキス､オニオン粉末､葱､香辛料､調味料(アミノ酸等)､増粘多糖類､pH調整剤､カラメル色素､酸味料､甘
味料(甘草)､（原材料の一部に小麦､大豆､りんごを含む)

小麦

30 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＞

31 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

＜なし＞

32 クルクミン＆ビサクロン（6本パック）
果糖ぶどう糖液糖、秋ウコンエキス、食塩／酸味料、V.C、増粘多糖類、イノシトール、ウコン色素、香料、
ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ソーマチン)、環状オリゴ糖、V.E、乳化剤、V.B6、酸
化防止剤(カテキン)

＜なし＞

33 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＞

34 ロイズ　ポテトチップチョコレート[マイルドビター]
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

＜乳＞

35 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＞

36 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＞

37 ロイズチョコレートウエハース[ティラミスクリーム]
砂糖、ウエハース（小麦粉、食塩、植物油脂、小麦胚芽）植物油脂、ココアバター、乳糖、全粉乳、チー
ズ、脱脂粉乳、クリームパウダー、コーヒー、乳化剤、加工でん粉、カラメル色素、香料、膨張剤、(原材料
の一部に大豆を含む)

＜小麦、乳＞

38 ロイズ 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、乳＞

39 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＞

40 ロイズ　ピュアチョコレート[クリーミーミルク＆ホワイト]
【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

＜乳＞



41 ロイズ　ショコラの四季[HOKKAIDO]

●プラフィーユショコラ［いちご］/ココアバター、砂糖、いちごソース（水あめ、砂糖、ストロベリー濃縮果
汁）、全粉乳、いちご粉末、練乳パウダー、乳化剤（大豆由来）、アカビート色素、香料、酸味料、増粘剤
（ペクチン）●プラフィーユショコラ［キャラメル］/砂糖、ココアバター、キャラメルソース（加糖れん乳、砂
糖、果糖、寒天）、全粉乳、カカオマス、ソルビトール、乳化剤（大豆由来）、香料●プラフィーユショコラ［ホ
ワイトミルク］/ココアバター、砂糖、れん乳ソース（加糖れん乳、水あめ、砂糖、寒天）、全粉乳、脱脂粉
乳、クリームパウダー、乳糖、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●ピュアチョコレート［コロンビアビター］
/カカオマス（コロンビア産カカオ豆１００％）、砂糖、ココアバター、乳化剤、香料、（原材料の一部に乳成
分・大豆を含む）●ミルクチョコレートコレクション［フルーティミルク］/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●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［レモン］/砂糖、植物油脂、カカオマス、ココアバター、全粉乳、乳糖、脱脂粉乳、レモンパウダー、
グレープフルーツパウダー、乳化剤、トレハロース、香料、カロチン色素、（原材料の一部に大豆を含む）
●バトンクッキー［ココナッツ］/砂糖、ココナッツ、小麦粉、全卵、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、（原材料の一部に大豆を含む）●バトンクッキー［黒
糖］/砂糖（グラニュー糖、黒糖）、ココナッツ、ココアバター、小麦粉、全卵、バター、全粉乳、植物油脂、脱
脂粉乳、マーガリン、食塩、乳化剤、香料、（原材料の一部に大豆を含む）

＜小麦、卵、乳＞

42 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＞


