
頁 商品番号 商品名 メーカー名 原材料

03 g2509-01 ※　龍の泪（ゆうこうポン酢） 長崎 割烹としポン酢
有機純米酢（大阪）、ゆうこう果汁（長崎産）、清酒、有機うす口醤油、砂糖（キビ糖）、
かつお節、昆布　一部に小麦・大豆を含む

03 t5546-01 ※　めし泥棒 長崎 大平食品

はだか麦(九州産)、大豆(分別生産流通管理済み)、生姜、昆布、大根、水飴、食塩、砂糖、
醤油/酒精、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆・
牛肉・豚肉を含む)

03 t5551-01 ※あごだし玉ねぎスープ 長崎 カコイ食品
デキストリン(国内製造)、食塩、かつお調味粉末、あご粉末(とびうお(長崎県産))、粉末醤
油、いわし煮干しエキス粉末、砂糖、昆布粉末、酵母エキス、いわし煮干し粉末、かつお節
粉末、具[乾燥たまねぎ(たまねぎ(長崎県産))]、(一部に小麦・大豆を含む)

03 t5552-01 ※　あごだしあおさスープ 長崎 カコイ食品
デキストリン(国内製造)、食塩、かつお調味粉末、あご粉末(とびうお(長崎県産))、粉末醤
油、いわし煮干しエキス粉末、砂糖、昆布粉末、酵母エキス、いわし煮干し粉末、かつお節
粉末、具[乾燥アオサ(ヒトエグサ(長崎県産))、(一部に小麦・大豆を含む)

03 g2651-01 ※　うにみそ うに(ガンガゼウニ(長崎県壱岐市産))、みそ(国内製造)、砂糖(一部に大豆・小麦を含む)

05 k2633-01 ※　　国産小麦の五島手延うどん 中本製麺 小麦粉(国内産)、食塩、椿油(一部に小麦を含む)

05 g2652-01 ※　めんつゆ 中本製麺
糖類(砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水飴)(国内製造)、発酵調味料、しょうゆ(本醸造)、鰹節エ
キス、食塩、焼きあごだし、魚醤、昆布エキス、焼きあご/調味料(アミノ酸等)、カラメル色
素、酒精、酸味料、甘味料(甘草)、(一部に小麦・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)

05 g2653-01 ※　あごだしうどんスープ 中本製麺
食塩(国内製造)、砂糖、粉末醤油、そうだかつお風味調味料、いわし煮干粉末、醤油、昆布
粉末、焼きあご(とびうお)、ネギ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を
含む)

05 s2510-01 ※　特撰和三盆カステラ 長崎本舗 糖庵 鶏卵(長崎県産)、砂糖、小麦粉、麦芽水飴、ザラメ糖、和三盆糖
06 a3269-01 生本まぐろ　ぶつ 本まぐろ(国産)

06 a2561-01
天然本まぐろの漬け　サイコロ
カット

【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、味醂、酒

06 a2590-01 メバチまぐろの漬け 【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、味醂、酒

09 a2629-01
のどぐろ（赤むつ）（３枚おろ
し）

のどぐろ、塩

09 a2399-01
のどぐろ（赤むつ）（うろこ・ワ
タ取り）

のどぐろ、塩

09 a2600-01 煮穴子 砂糖、醤油、酒、みりん
09 a3013-01 灰干しさば★ 三浦三崎港 活々水産 さば(ﾉﾙｳｪｰ産)、食塩
09 a3014-01 灰干しほっけ★ 三浦三崎港 活々水産 シマホッケ(ｱﾒﾘｶ産)、食塩
09 a3015-01 灰干し鮭★ 三浦三崎港 活々水産 銀鮭(チリ産(養殖))、食塩
09 a3016-01 灰干しハラス★ 三浦三崎港 活々水産 銀鮭(チリ産(養殖))、食塩

09 g2400-01 やなっちたれ（漬込み用調味料）
しょうゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、本みりん、食塩、アミノ酸液*増粘剤（加工デンプ
ン、キサンタン）*カラメル色素*調味料（アミノ酸）、甘味料（スクラロース）（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

10 g0014-01 秘伝・美酒のだし
石川 宮本酒造店

清酒、しょうゆ（本醸造）、チキンエキス、野菜エキス、食用油脂、香辛料、調味料(アミ
ノ酸等)　※原材料の一部に大豆・小麦を含む

12 a2900-01 いりこ かたくちいわし、食塩
12 t5162-01 干しホタテ貝柱 ホタテ
12 a0131-01 鳴門の塩蔵わかめ わかめ・食塩　　　原産地／徳島県
12 g0543-01 鳴門の乾燥わかめ 湯通し塩蔵わかめ(鳴門水域)

21 e0291-01 ※　市田柿 柿(長野県産)、酸化防止剤(二酸化硫黄)

21 s2411-01 ※　加賀れんこんちっぷ 石川 蓮だより 加賀れんこん(石川県産)、植物油、食塩
21 s2502-01 ※　芋けんぴ［塩味］ 千葉 寝た芋本舗 さつま芋(国産)、米油、砂糖、塩
21 s2503-01 ※　芋けんぴ［甘味］ 千葉 寝た芋本舗 さつま芋(国産)、米油、砂糖、塩

22 f1081-01
今半　国産黒毛和牛　お惣菜用切
落とし

国産人形町今半 牛肉

22 f1080-01
今半　国産黒毛和牛　お惣菜用切
落とし［２００グラム］

国産人形町今半 牛肉

22 f0051-01
今半　国産黒毛和牛　霜降り（う
す切り）

国産人形町今半 牛肉

22 f0050-01
今半　国産黒毛和牛　赤身（うす
切り）

国産人形町今半 牛肉

22 g0215-01 すき焼わりした（ストレート） 人形町今半 しょうゆ、本みりん、砂糖、清酒、昆布だし、（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

22 f0053-01
今半　国産黒毛和牛　赤身（しゃ
ぶしゃぶ用）

国産人形町今半 牛肉

22 f0056-01
今半　国産黒毛和牛　ヒレステー
キ

国産人形町今半 牛肉

22 f2249-01
今半　国産黒毛和牛　ひとくちス
テーキ

国産人形町今半 牛肉

22 g2332-01 ステーキソース 人形町今半
しょうゆ（大豆・小麦を含む、国内製造）、砂糖、本みりん、りんご酢、にんにく、紹興
酒、糖蜜、香辛料／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素

22 f0060-01
今半　国産黒毛和牛　赤身上ひき
肉

国産人形町今半 牛肉

22 f0062-01
今半　国産黒毛和牛と国産豚の合
挽肉

国産人形町今半 牛肉、豚肉

22 f0155-01 国産豚ロースみそ漬け 人形町今半
国産豚ロース肉、米みそ（米、大豆 （遺伝子組換えでない） 食塩、水飴） 、砂糖、水飴、
米発酵調味液、食塩、酒精調味料（アミノ酸等）、梔色素

22 f0119-01
国産黒毛和牛　にんにく風味焼き
肉

人形町今半
国産黒毛和牛　【たれ】砂糖、しょうゆ、にんにく、豆板醤、ごま油、ごま、食塩、酵母エ
キス、香辛料、シャロットエキス、レモン、りんご、増粘剤（加工デンプン）、食物繊維、
(原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む)
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22 t0323-01 自家製メンチカツ 人形町今半
牛肉、豚肉、パン粉、卵、ケチャップ、塩、砂糖、こしょう、味の素　(原材料の一部に大
豆、小麦、卵、乳を含む)

22 t0324-01 ポテトコロッケ 人形町今半
じゃがいも、豚肉、玉葱、パン粉、バター、醤油、卵、食塩、砂糖、白胡麻、調味料(アミ
ノ酸等)、豚脂　(原材料の一部に大豆、小麦、卵、乳を含む)

22 t0334-01 すきやきコロッケ 人形町今半
じゃがいも、牛肉、豚肉、玉葱、こんにゃく、長ねぎ、卵、パン粉、醤油、砂糖、みりん、
酒、豚脂（原材料の一部に大豆、小麦、卵、乳を含む）

23 f1070-01 国産黒毛和牛　切落とし 国産筑波屋 牛肉

23 f1322-01
国産黒毛和牛　霜降り（うす切
り）

国産筑波屋 牛肉

23 f0019-01 国産黒毛和牛　バラ（焼肉用） 国産筑波屋 牛肉

23 f1040-01
国産黒毛和牛　サーロインサイコ
ロステーキ

国産筑波屋 牛肉

23 f0164-01
国産黒毛和牛　サーロインステー
キ

国産筑波屋 牛肉

23 f1324-01 国産黒毛和牛　スネ肉（煮込用） 国産筑波屋 牛肉
23 f1063-01 国産黒毛和牛ホルモン（小腸） 国産筑波屋 牛肉
23 f1091-01 岩中豚　切落とし 岩手 豚肉

23 f2414-01
岩中豚　切落とし［１００グラ
ム］

岩手 豚肉

23 f2049-01 岩中豚　本ロース（うす切り） 岩手 豚肉

23 f2415-01
岩中豚　本ロース（うす切り）
［２００グラム］

岩手 豚肉

23 f2100-01 岩中豚　肩ロース（うす切り） 岩手 豚肉
23 f2102-01 岩中豚　バラ（うす切り） 岩手 豚肉

23 f2095-01
岩中豚　本ロース（しゃぶしゃぶ
用）

岩手 豚肉

23 f2416-01
岩中豚　本ロース（しゃぶしゃ
ぶ）［２００グラム］

岩手 豚肉

23 f1084-01 岩中豚　しゃぶしゃぶセット 岩手 豚肉
23 f1220-01 岩中豚　ヒレ（ブロック） 岩手 豚肉
23 f2109-01 岩中豚　本ロース（ブロック） 岩手 豚肉
23 f1225-01 岩中豚　バラ（ブロック） 岩手 豚肉
23 f2096-01 岩中豚　本ロース（とんかつ用） 岩手 豚肉

23 f2420-01
岩中豚　本ロース（とんかつ用）
１枚［１００グラム］

岩手 豚肉

23 f2101-01 岩中豚　肩ロース（とんかつ用） 岩手 豚肉

23 f2421-01
岩中豚　肩ロース（とんかつ用）
１枚［１００グラム］

岩手 豚肉

23 f1092-01 岩中豚　ひき肉 岩手筑波屋 豚肉
23 f1075-01 国産黒毛和牛と岩中豚の合挽肉 国産筑波屋 牛肉、豚肉
24 f0214-01 鶏鍋折詰め 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0095-01 鶏・もも 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0104-01 鶏・胸肉 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0096-01 鶏・ささ身 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0111-01 鶏・手羽元 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0112-01 鶏・手羽先 国産築地 宮川 鶏肉

24 f0109-01
鶏・焼肉セット［ももそぎ切り・
胸そぎ切り］

国産築地 宮川 鶏肉

24 f0345-01 焼き鳥セット［正肉・手羽先］ 国産築地 宮川 鶏肉

24 f0959-01
焼き鳥４種詰合せ［正肉・手羽
先・ささ身・砂肝］

国産築地 宮川 鶏肉

24 f0106-01
鶏・から揚げセット［ももぶつ切
り・胸ぶつ切り］

国産築地 宮川 鶏肉

24 g2051-01 から揚げ粉（和風味）
小麦粉、でん粉、食塩、脱脂粉乳、マスタード粉末、粉末醤油、糖類（砂糖、乳糖）、植物
たん白加水分解物、ブラックペッパー、デキストリン、ホタテエキスパウダー／調味料（ア
ミノ酸等）、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む）

24 f0099-01 鶏・上ひき肉 国産築地 宮川 鶏肉
24 f0114-01 鶏・上たたき 国産築地 宮川 卵、鶏肉

24 f2094-01
ビアブルスト（粗びきウイン
ナー）

由布院 燻製工房 燻家
豚肉、牛肉、食塩、砂糖、香辛料、カゼインNa（乳由来）、リン酸塩（Na)、酸化防止剤
（ビタミンC）、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na)

24 f0132-01 ベーコン［ブロック］ 由布院 燻製工房 燻家
豚バラ肉､食塩、砂糖、香辛料、卵たんぱく、醤油（大豆、小麦を含む）、ブドウ糖、リン
酸塩（Na)、酸化防止剤（V.C、V.E）、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na、硝酸
K）、増粘多糖類

24 f0156-01 ロースハム［ブロック］ 由布院 燻製工房 燻家
豚ロース、食塩、砂糖、香辛料、卵たんぱく、醤油（大豆、小麦を含む）、ブドウ糖、リン
酸塩（Na）、酸化防止剤（V.C、V.E）、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na、硝酸
K）、増粘多糖類

24 f0133-01 ベーコン［スライス］ 由布院 燻製工房 燻家
豚バラ肉､食塩、砂糖、香辛料、卵たんぱく、醤油（大豆、小麦を含む）、ブドウ糖、リン
酸塩（Na)、酸化防止剤（V.C、V.E）、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na、硝酸
K）、増粘多糖類

24 f0131-01 ロースハム［スライス］ 由布院 燻製工房 燻家
豚ロース、食塩、砂糖、香辛料、卵たんぱく、醤油（大豆、小麦を含む）、ブドウ糖、リン
酸塩（Na）、酸化防止剤（V.C、V.E）、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na、硝酸
K）、増粘多糖類

26 n0559-01 ふくたまご 福井福井 テトテヲ 卵
26 n0660-01 ふくたまご［１０玉］ 福井福井 テトテヲ 卵
26 n0424-01 小倉さんのこだわり卵 千葉 卵
26 n0644-01 木次バター（無塩） 島根 木次乳業 生乳（奥出雲産）
26 n0642-01 カマンベール・イズモ 島根 木次乳業 生乳、食塩
26 n0639-01 プロボローネ　ピッコロ 島根 木次乳業 生乳（島根県）、食塩
26 n0641-01 モッツァレラチーズ 島根 木次乳業 生乳、乳酸



26 n0643-01
ナチュラルスナッカー（さける
チーズ）

島根 木次乳業 生乳（島根県）、食塩

26 n0610-01 低温殺菌牛乳［５００］ 島根 木次乳業 生乳100%

26 n0056-01 低温殺菌牛乳［１０００］ 島根 木次乳業 生乳100%

26 n0045-01 ヨーグルト・ミニパック［加糖］ 島根 木次乳業 生乳､砂糖､乳製品
26 n0506-01 プレーンヨーグルト［無糖］ 島根 木次乳業 生乳､乳製品

26 t3421-01 玉子焼き［ハーフ］ 築地 大定
鶏卵、上白糖、塩、薄口醤油、調味料(アミノ酸等)、植物油、(原材料の一部に小麦、大豆を
含む)

26 t3422-01 玉子焼き［１本］ 築地 大定
鶏卵、上白糖、塩、薄口醤油、調味料(アミノ酸等)、植物油、(原材料の一部に小麦、大豆を
含む)

26 t3423-01 厚焼き玉子［ハーフ］ 築地 松露
鶏卵、砂糖、鰹節だし、醤油、塩、リンゴ酢、調味料(アミノ酸等)、※原材料の一部に小
麦、大豆、りんごを含む

26 t3424-01 厚焼き玉子［１本］ 築地 松露
鶏卵、砂糖、鰹節だし、醤油、塩、リンゴ酢、調味料(アミノ酸等)、※原材料の一部に小
麦、大豆、りんごを含む

26 n0031-01 きぬ豆腐 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、硫酸カルシウム(すまし粉)、消泡剤
26 n0069-01 もめん豆腐 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、塩化マグネシウム(にがり)、消泡剤
26 n0032-01 やわらぎ（半熟豆腐） 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)、消泡剤、かん水
26 n0033-01 寄せ豆腐 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)、消泡剤
26 n0034-01 焼き豆腐 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、塩化マグネシウム(にがり)、消泡剤

26 n0092-01 もめん生揚げ 築地 杉寅
大豆(佐賀県産フクユタカ)、塩化マグネシウム(にがり)、馬鈴薯澱粉、コーンスターチ、消
泡剤、菜種油

26 n0039-01 油揚げ［大判］ 築地 杉寅 大豆(佐賀県産フクユタカ)、塩化マグネシウム(にがり)、消泡剤、菜種油
26 n0064-01 五目がんも 築地 杉寅 大豆、塩化マグネシウム、銀杏、木耳、椎茸、人参、昆布、ひじき、膨脹剤

26 n0129-01 ふわっと揚げ 築地 杉寅
大豆（佐賀県産フクユタカ）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）、馬鈴薯澱粉、コーン
スターチ

26 n0692-01 うの花 築地 杉寅
おから、人参、ごぼう、しいたけ、油揚げ、ひじき、あさつき、醤油、みりん、砂糖、鰹だ
し

26 n0023-01 十勝の息吹　小粒納豆
大豆(遺伝子組み換えでない)、納豆菌【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、食塩、魚醤
(魚介類)、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス、【からし】マスタード種子、食塩、醸
造酢(りんごを含む)、砂糖、果汁(りんご)、酵母エキス　　　原料原産地／大豆：国産

26 n0022-01 十勝の息吹　大粒納豆
大豆(遺伝子組み換えでない)、納豆菌【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、食塩、魚醤
(魚介類)、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス、【からし】マスタード種子、食塩、醸
造酢(りんごを含む)、砂糖、果汁(りんご)、酵母エキス　　　原料原産地／大豆：国産

26 n0133-01 雪しずか　小粒納豆
大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）、納豆菌【たれ】醤油（大豆、小麦を含む）、砂
糖、食塩、魚醤（魚介類）、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス【からし】マスタード
種子、食塩、醸造酢（りんごを含む）、砂糖、果汁（りんご）、酵母エキス

26 n0021-01 登喜和カップ　小粒納豆

大豆(遺伝子組み換えでない)、納豆菌【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、食塩、魚醤
(魚介類)、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス【からし】マスタード種子、食塩、醸造
酢(りんごを含む)、砂糖、果汁(りんご）、酵母エキス　　　原料原産地名／国産（北海道上
川郡）

26 n0063-01 十勝の息吹　ひき割り納豆
大豆(遺伝子組み換えでない)、納豆菌【たれ】醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、食塩、魚醤
(魚介類)、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス、【からし】マスタード種子、食塩、醸
造酢(りんごを含む)、砂糖、果汁(りんご)、酵母エキス　　　原料原産地／大豆：国産

26 n0909-01 十勝の息吹小粒カップ［２Ｐ］
大豆(国産)(遺伝子組み換えでない)、納豆菌〈たれ〉醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、食塩、
魚醤(魚介類)、かつおエキス、清酒、米酢、酵母エキス〈からし〉マスタード、食塩、醸造
酢(りんごを含む)、砂糖、りんご果汁、酵母エキス

26 g1053-01 特上きず海苔　すしハネ［半切］ 築地 丸山海苔店 乾のり(国産)

26 g1052-01 特上きず海苔　すしハネ［全形］ 築地 丸山海苔店 乾のり(国産)

26 n0596-01 幸家のごま豆腐 築地 伏健セレクト
【ごまどうふ】練りごま、本葛粉/加工デンプン、増粘剤（キサンタンガム）【たれみそ】
みそ（大豆を含む）、砂糖、みりん、ごま/増粘剤（グァーガム）

26 t4690-01 茶碗蒸し
鶏卵（国産）、鶏卵、鶏肉、筍、醤油、えび、銀杏、椎茸、ほたて、蒲鉾、ホタテエキス、
砂糖、チキンエキス、食塩／ピロリン酸K、調味料（アミノ酸等）、加工デンプン、（一部
に卵・小麦・えび・大豆・鶏肉・さけを含む）

26 n0634-01
出汁まで美味しいおでん（調理
済）

おでん種：水煮卵、魚肉、こんにゃく、水煮大根、ごぼう、豆腐、でん粉、砂糖、植物油
脂、大豆たんぱく、発酵調味料、昆布、食塩、卵白、たんぱく加水分解物、豚脂、魚介エキ
ス、はちみつ／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、こんにゃく用凝固剤（水酸化Ca）、
豆腐用凝固剤、（一部に卵・大豆・豚肉を含む）　スープ：砂糖、しょうゆ、食塩、かつお
削りぶし、醸造酢、はもエキス、かつおエキス、昆布エキス、酵母エキス／調味料（アミノ
酸等）、（一部に小麦・大豆を含む）

26 t4569-01 甘口昆布 築地 伏健セレクト
昆布、醤油（大豆・小麦を含む）、アミノ酸液、砂糖、還元水あめ、水あめ、ごま、醸造
酢、食塩、寒天、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味料、増粘剤（キサンタンガ
ム）

26 n0630-01 ※　いか天 築地 伏健セレクト
魚肉、いか、卵白（卵を含む）、玉ねぎ、澱粉、ぶどう糖、発酵調味料、食塩、高果糖液
糖、魚介エキス、植物油／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、保存料（ソルビン酸）

26 n0635-01 たっぷり野菜天（桜海老入り）
魚肉、玉葱、キャベツ、人参、澱粉（馬鈴薯、小麦）、桜えび、砂糖、食塩、大豆蛋白、み
りん、ぶどう糖、植物油（大豆）、ソルビット、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、炭
酸Ca、pH調整剤

26 s1990-01 どら焼き 築地 茂助 小麦粉、砂糖、卵、小豆、蜂蜜、日本酒、水飴、寒天、トレハロース、膨張剤
26 s0006-01 とら焼き 築地 茂助 小麦粉、砂糖、卵、大福豆、蜂蜜、日本酒、水飴、寒天、トレハロース、膨張剤
26 s1529-01 草大福（こし餡） 築地 茂助 もち米（国産）、小豆、砂糖、よもぎ、食塩、トレハロース、酵素（大豆　小麦由来）
26 s2161-01 ミルクのプリン 島根 木次乳業 牛乳（島根県製造）、砂糖、乳製品、ゼラチン

26 n0005-01 豆腐屋の杏仁豆腐 築地 杉寅
豆乳、糖類(砂糖、ぶどう糖、乳糖、粉飴)、脱脂粉乳、食用油脂、寒天、ミント、クコの
実、乳化剤、香料、増粘多糖類、(原材料の一部に大豆を含む)



27 t5436-01 みどり大根のキムチ 長野　韓国屋
大根(国産)、漬け原材料(日本酒、りんご、唐辛子、麦芽水飴、かつお節、昆布、食塩、いか
塩辛、にんにく、アミエビ塩辛、片口鰯魚醤、生姜)/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・り
んご・いか・魚醤(魚介類)を含む)

27 t4946-01 鶏だし玉子焼き［１本］ 築地 松露
鶏卵、砂糖、鶏肉、三つ葉、鰹節だし、醤油、塩、リンゴ酢、調味料(アミノ酸等)※原料の
一部に小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む

27 t4949-01 鶏だし玉子焼き［ハーフ］ 築地 松露
鶏卵、砂糖、鶏肉、三つ葉、鰹節だし、醤油、塩、リンゴ酢、調味料(アミノ酸等)※原料の
一部に小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む

28 n0135-01 嬉野温泉湯豆腐 ［豆腐］佐賀県（嬉野産大豆100%使用）、にがり（塩化マグネシウム）[調理水]pH調整剤

28 m0111-01 倶楽部オリジナル　もつ鍋セット
【比内地鶏スープ[醤油風味]】醤油・鶏ガラ・ねぎ・昆布・ごぼう・生姜・舞茸・調味料(ア
ミノ酸等)・酸味料・(原材料の一部に大豆・小麦を含む)

28 m0066-01 倶楽部オリジナル　水炊きセット
【純鶏名古屋コーチン本格水炊きスープ】チキンエキス、ポークエキス、水飴、食塩、生
姜、調味料（アミノ酸等）、【きぬ豆腐】大豆(佐賀県産フクユタカ)、硫酸カルシウム(すま
し粉)、消泡剤

28 t5146-01 能登おでん 能登半島

魚肉ねり製品(焼きちくわ、えび入りつみれ、いか入り絹揚げ)(かに・魚醤(魚介類)を含む)、
ゆで卵、大根、こんにゃく、濃厚スープ(アミノ酸液調味料、砂糖、食塩、その他)(小麦・大
豆を含む)、昆布／調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、炭酸Ca、水酸化Ca、着色料(カラメ
ル、カロチノイド)、pH調整剤、V.E、V.A、香料

28 t5149-01 加賀おでん 能登半島

魚肉ねり製品(野菜絹揚げ、赤巻)、ゆで卵、大根、こんにゃく、濃縮スープ(アミノ酸液調味
料、砂糖、食塩、その他)(大豆を含む)、車麩(小麦を含む)、昆布／調味料(アミノ酸等)、pH

調整剤、甘味料(ソルビトール)、水酸化Ca、炭酸Ca、カラメル色素、保存料(ソルビン酸)、
着色料(カロテノイド、赤3)、貝Ca

28 n0902-01 小田原おでん詰合せ 小田原 籠清

【おでん種】魚肉（輸入、国産）、ネギ、卵白(卵を含む)、砂糖、還元水あめ、いか、ばれ
いしょでん粉、食塩、発酵調味料、大豆たん白、みりん、植物油脂、昆布、ぶどう糖、昆布
エキス、にんじん、ショウガ、風味調味料（小麦・さばを含む）、魚介エキス（魚介類）／
加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、キシロース【おでんつゆ】アミノ酸液（大豆を含
む）、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、かつお節エキス、食塩、昆布エキス、醸造酢、濃縮
かつおだし／調味料（アミノ酸等）、酒精

28 n0956-01 ちくわぶ 築地 伏健セレクト 小麦粉（国内製造）

29 t4106-01 京なま麸田楽セット　★ 京都 半兵衛麸
【あわ麸】小麦グルテン、もち粉、あわ【ごま麸】小麦グルテン、もち粉、ごま【田楽み
そ】米みそ（米、大豆、食塩）、豆みそ（大豆、食塩）、砂糖、本みりん、水飴、昆布調味
液、酒精、着色料（カラメル）

29 t5431-01 京の牛肉山椒ちりめん
牛肉(国産)、清酒、砂糖、こいくちしょうゆ(本醸造)(大豆・小麦を含む)、ちりめんじゃこ、
昆布エキス、魚介調味エキス、実山椒、酵母エキス、食塩

29 t4934-01 加賀ひろうす 金沢 浅田屋
がんもどき(大豆、人参、蓮根、椎茸、銀杏、きくらげ、ひじき、ごぼう、昆布、ごま、丸
いも、植物性油脂)、醤油、味醂、砂糖、風味原料(鰹節、昆布)/凝固剤、(一部に小麦・ご
ま・大豆・やまいもを含む)

29 t4533-01 具だくさん豚汁 金沢 浅田屋
さといも（国産）、豚肉、大根、蓮根、ごぼう、こんにゃく、ねぎ、人参、味噌、薄揚げ、
醤油、風味原料（鰹節、昆布）、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む）

29 t4465-01 かぼちゃのたいたん　★ 京都 錦平野 南瓜、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、みりん、酒、だし(鯖、鰹、昆布)/トレハロース

29 t4464-01 ひじき煮　★ 京都 錦平野
ひじき、人参、砂糖、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、油揚げ、酒、だし（鯖、鰹、昆
布）、植物油／トレハロース、豆腐用凝固剤

29 t0212-01 塩味金時　★ 京都 錦平野 金時豆、砂糖、塩、醤油(原材料の一部に小麦、大豆を含む)

29 t0213-01 塩味えんどう　★ 京都 錦平野 えんどう豆、砂糖、塩、醤油（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

30 t4535-01 （直送・送料込）うどん寄せ鍋 道頓堀 今井

だし(風味原料(うるめ節、昆布、鯖節)、醤油、砂糖、食塩、味醂、酒精、調味料(アミノ酸
等)、甘味料(甘草))、具材(つみれ(鰯、鶏肉、味噌、その他)、鶏肉、えのき茸、椎茸旨煮、
白菜ほうれん草巻、帆立貝柱、小松菜、ゆで人参、焼穴子、蒲鉾、餅(国産米)、ゆで海老、
湯葉、すだち、かぶら、粟麩、広うす、紅葉おろし、葱、絹さや、調味料(アミノ酸等)、酒
精、甘味料(甘草、ステビア)、加工でん粉、トレハロース、着色料(赤3、赤106、黄4、
V.B2)、豆腐用凝固剤(硫酸マグネシウム)、消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)

31 t4950-01 比内鶏　親子丼の素　★ 秋田比内や
鶏肉(秋田県産比内地鶏)、合わせダシ(鶏がら(秋田県産比内地鶏)、鶏肉(秋田県産比内地
鶏)、葱、玉葱、昆布、鰹節、鯖節)、みりん、醤油、椎茸、(一部に小麦・大豆・鶏肉・鯖を
含む)

31 t2093-01 鴨とごぼうの炊込みご飯の素 滋賀 一湖房
ごぼう(国産)、合鴨肉(京都産)、人参、醤油(大豆、小麦を含む)、酒、みりん、砂糖、昆布、
さば節、鰹節、うるめ節、塩、酢

31 t5536-01 梅くらげ 築地 伏健ｾﾚｸﾄ
くらげ(輸入)、梅肉(国産)、鰹節(国産)、しそ、乳糖、ブドウ糖果糖液糖、アミノ酸液、梅果
汁、砂糖、たん白加水分解物/ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖
類、香料、赤色106号、赤色102号、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)

31 t5332-01 いか塩辛　気仙沼　★
いか(輸入、国産)、食塩、たん白加水分解物(大豆・小麦を含む)/ｿﾙﾋﾞｯﾄ、調味料(ｱﾐﾉ酸等)、
酒精、酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝC)、糊料(ｷｻﾝﾀﾝ)、着色料(紅麹、ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ)、ﾒﾀﾘﾝ酸Na、甘味料(甘
草)

31 g2399-01 香味　いりごま金 築地 山本商店 金ごま

31 t5239-01 三陸産釜ゆでめかぶ　★
めかぶ(三陸産)、還元水飴、食塩/pH調整剤、調味料(無機塩)、酸化防止剤(ビタミンC)、添
付たれ[醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、醸造酢、昆布、酵母エキス]

31 t5333-01 もずく　リンゴ酢　★
もずく(沖縄産)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、りんご酢、醤油(大豆・小麦を含む)、食
塩、酵母エキス、醸造酢、合わせだし(煮干、さば節、かつお節)、昆布

31 t5391-01 もずく　玄米黒酢　★
もずく(沖縄産)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、米黒酢、醤油(大豆・小麦を含
む)、食塩、合わせだし(煮干、さば節、かつお節)昆布だし/調味料(アミノ酸等)

32 t4963-01 紅天使　干し芋［１００ｇ］ さつまいも(茨城県)

32 s2091-01 沖島えびせんべい［塩味］
馬鈴薯澱粉、植物油、スジエビ（琵琶湖産）、砂糖、食塩、えびパウダー、加工澱粉、調味
料（アミノ酸等）、膨張剤、甘味料（ステビア）

32 s2113-01
沖島えびせんべい［マヨネーズ風
味］

馬鈴薯澱粉、植物油、スジエビ（琵琶湖産）、砂糖、マヨネーズ風調味料、食塩、加工澱
粉、調味料（アミノ酸等）、膨張剤、香辛料抽出物、セルロース、甘味料（ステビア）、酸
化防止剤（V.C、V.E）、着色料（カロチン色素）、（原材料の一部に乳、卵を含む）

32 s2469-01

Ｇｏｌｄｅｎ　Ｓｔａｔｅ　Ｏｒ
ｇａｎｉｃ（オーガニックポテト
チップス）［ホワイトトリュフ］

有機じゃがいも（遺伝子組み換えでない）、有機調合油（有機ヒマワリ油、有機ベニバナ
油、有機赤ヤシ油）、有機タピオカマルトデキストリン、白トリュフ入り塩　　　　原産
国：アメリカ合衆国



32 s2465-01

Ｇｏｌｄｅｎ　Ｓｔａｔｅ　Ｏｒ
ｇａｎｉｃ（オーガニックポテト
チップス）［シーソルト］

有機じゃがいも（遺伝子組換えでない）、有機調合油（有機ヒマワリ油、有機ベニバナ油、
有機赤ヤシ油）、海塩　　　　　原産国：アメリカ合衆国

32 s2466-01

Ｇｏｌｄｅｎ　Ｓｔａｔｅ　Ｏｒ
ｇａｎｉｃ（オーガニックポテト
チップス）［ソルト＆ビネガー］

有機じゃがいも（遺伝子組み換えでない）、有機調合油（有機ヒマワリ油、有機ベニバナ
油、有機赤ヤシ油）、有機タピオカ、海塩、有機粉末酢/クエン酸　　　　　原産国：アメ
リカ合衆国

32 j2003-01 ※　有機ルイボスティー［発酵］ 有機ルイボス

32 j2004-01

※　有機ルイボスティー［非発
酵］

有機ルイボス

32 j2005-01

※　オーガニックハニーブッシュ
ティー

有機ハニーブッシュ

32 j2006-01 ※　ルイボスチャイ
ルイボス(南アフリカ)、ハニーブッシュ(南アフリカ)、シナモン、乾燥生姜、クローブ、グ
リーンカルダモン、ブラックペッパー

42 f2450-01
（直送・送料込）シャモロック鍋
セット

南津軽郡大鰐町　大鰐振興

鶏正肉カット（モモ、ムネ、ササミ）、鶏肉（青森県産シャモロック）、パン粉、澱粉、食
塩、ブドウ糖、砂糖、人参、小麦粉、野沢菜、デキストリン、香辛料、玉ねぎ、ゼラチン、
酵母エキス、昆布エキス、ゆず果皮、レッドビート、ねぎ、調味料（アミノ酸）、香料（原
材料の一部に小麦、乳成分、大豆、ゼラチンを含む）　【シャモロックスープ（塩味）】青
森県産シャモロックガラだし、蛋白加水分解物（大豆・豚を含む）、還元澱粉糖化物、食
塩、調味料（アミノ酸等）ビタミンB1

42 t5541-01
（別送・送料込）シャモロック鍋
と日本酒セット

鶏正肉カット（モモ、ムネ、ササミ）、鶏肉（青森県産シャモロック）、パン粉、澱粉、食
塩、ブドウ糖、砂糖、人参、小麦粉、野沢菜、デキストリン、香辛料、玉ねぎ、ゼラチン、
酵母エキス、昆布エキス、ゆず果皮、レッドビート、ねぎ、調味料（アミノ酸）、香料（原
材料の一部に小麦、乳成分、大豆、ゼラチンを含む）　【シャモロックスープ（塩味）】青
森県産シャモロックガラだし、蛋白加水分解物（大豆・豚を含む）、還元澱粉糖化物、食
塩、調味料（アミノ酸等）ビタミンB1 、【豊盃】米(国産)・米麹(国産米)

43 a3336-01 ふのり
西津軽郡深浦町　風合瀬いか
焼き村

干ふのり(青森県産)

44 j1994-01 豊盃　特別純米酒 三浦酒造 米(国産)・米麹(国産米)

44 j1995-01 菊乃井　純米大吟醸　こみせ 鳴海醸造店 米(青森県産)、米こうじ(青森県産米)

45 g0236-01
純鶏名古屋コーチン本格水炊き
スープ

チキンエキス（国内製造）、ポークエキス、水飴、食塩、生姜／調味料（アミノ酸等）、
（一部に鶏肉・豚肉を含む）

45 g0441-01 比内地鶏スープ［醤油風味］
醤油・鶏ガラ・ねぎ・昆布・ごぼう・生姜・舞茸・調味料(アミノ酸等)・酸味料・(原材料の
一部に大豆・小麦を含む)

45 g2450-01 寄せ鍋つゆ 愛知 日東醸造
しろたまり（小麦、食塩、焼酎）、魚醤（魚介類）、食塩（海の精）、かつお削り節、本み
りん、昆布、砂糖（粗糖）、椎茸

45 g2451-01 チゲ鍋つゆ 愛知 日東醸造
しろたまり(小麦、食塩、焼酎)、魚醤(魚介類)、トマトピューレ、味噌[大豆（遺伝子組換え
でない）、米、食塩]、鶏スープ、にんにく、本みりん、食塩(海の精)、砂糖（粗糖）、玉ね
ぎ、生姜、唐辛子、りんご酢

45 g2640-01 つぎ足す醤油［濃口］ 高知 しまんと百笑かんぱに 醤油(国内製造)、かつお削りぶし、そうだかつお削りぶし、(一部に大豆・小麦を含む)

45 g2641-01 つぎ足す醤油［薄口］ 高知 しまんと百笑かんぱに
醤油(国内製造)、かつお削りぶし、そうだかつお削りぶし/アルコール、調味料(アミノ酸
等)、甘味料(ステビア、甘草)、ビタミンB1、(一部に大豆・小麦を含む)

45 g2634-01
我家のだし　厚削り（自分で作る
だし醤油）

高知 しまんと百笑かんぱに そうだかつおのふし（高知県産）

45 g2315-01 国産　生はちみつ マイファームハニー はちみつ(国産)

45 g2630-01 アップルジャム Bubby’s りんご(青森県産)、砂糖、コーンスターチ、レモン果汁、シナモン
45 g0244-01 ブルーベリージャム ブルーベリー(アメリカ、日本)、オーガニックシュガー、麦芽糖、レモン果汁
45 t5340-01 梅と塩（うめぼし） 和歌山 梅ボーイズ 完熟南高梅、天日塩
45 t5341-01 梅と紫蘇（うめぼし） 和歌山 梅ボーイズ 完熟南高梅、天日塩、赤紫蘇
45 g2555-01 北信濃みそ（１０割糀） 長野 芋川糀店 大豆(遺伝子組み換えでない)、米(国産)、食塩/酒精

45 g2334-01
ふくたまごマヨネーズ［バーニャ
カウダ］

福井 テトテヲ
食用植物油脂、鶏卵、アンチョビペースト（カタクチイワシ、食塩、その他）、醸造酢、に
んにくペースト、食塩、胡椒／香料

45 g2314-01 ふくたまごマヨネーズ 福井 テトテヲ 食用植物油脂、鶏卵、マスタード、醸造酢、塩、香辛料

45 g2119-01 松田のマヨネーズ［辛口］
食用なたね油(遺伝子組換えでない)、卵、りんご酢、食塩、蜂蜜、マスタード、ニンニク、
コショウ、ショウガ

45 q1020-01
国産　チキンドライフード（ドッ
グフード）

ZYMO
鶏肉・鶏レバー・鶏ハツ・鶏砂肝・玄米・生おから・小麦・米麹・カボチャ・さつまいも・
にんじん・すり胡麻・本鰹節・米油・菜種油・卵殻カルシウム・ビール酵母・昆布・いわし

45 q1021-01
国産　ホースドライフード（ドッ
グフード）

ZYMO
馬肉・牛レバー・玄米・生おから・小麦・米麹・カボチャ・さつまいも・
にんじん・すり胡麻・本鰹節・米油・菜種油・卵殻カルシウム・ビール酵母・昆布・いわし

45 q1022-01
国産　鶏ササミフレーク（犬猫用
ジャーキー）

ZYMO 鶏ササミ（岩手/青森県産）

45 q1023-01
低カロリーの豚肺ジャーキー（犬
用ジャーキー）

ZYMO 豚肺（千葉県産）

45 q1024-01
国産　鶏トサカジャーキー（犬用
ジャーキー）

ZYMO 鶏とさか

46 g0061-01 オーガニック純糖 有機さとうきび　　原産国／ブラジル
46 g0011-01 粟国の塩 海水（沖縄県・粟国島）

46 g2150-01 減塩しょうゆ 信州 三原屋
しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）、小麦を含む）、砂糖・異性化液糖、酵母エキス、
アルコール

46 g2149-01 濃口しょうゆ 信州 三原屋 脱脂加工大豆、小麦、食塩、大豆
46 g2325-01 鶴醤 小豆島 ヤマロク醤油 大豆、小麦、食塩
46 g0054-01 信州味噌　本蔵づくり（粒） 信州 三原屋 大豆、米、食塩、酒精

46 g0099-01
料理酒［純米］　（消費税１０％
込）

福島 大木代吉本店 米、米麹、酒粕　　（アルコール度：16.0％～16.9％）

46 g0100-01
福来純　三年熟成本みりん　（消
費税１０％込）

岐阜 白扇酒造
もち米（国産）、米麹（国産米）、米しょうちゅう　（アルコール分　13.5度以上14.5度未
満、　エキス分40度以上）

46 g0162-01 めんつゆ（２倍濃縮） 信州 三原屋 しょうゆ(大豆・小麦を含む)、加塩みりん、砂糖・異性化液糖、魚介類エキス



46 g0590-01 白だし 信州 三原屋
魚介類エキス、砂糖・異性化液糖、食塩、うすくちしょうゆ(本醸造)(大豆(遺伝子組換でな
い)、小麦を含む)、加塩みりん、アルコール、酵母エキス

46 g0095-01 二度焙煎すりごま［白］ 三重 九鬼 白ごま
46 g0093-01 深煎りいりごま［白］ 三重 九鬼 白ごま
46 g0029-01 利尻昆布［一等］ 昆布　　産地／北海道香深
46 g0026-01 日高昆布切落とし 昆布　　　原材料／北海道
46 g2166-01 干し椎茸［どんこ］ しいたけ(原木)　　　原料原産地名／日本
46 g0235-01 青口煮干し かたくちいわし、食塩　　　原産地／香川県伊吹島
46 g2140-01 朝削り花かつお［特上］ 築地 和田久 かつおのふし（鹿児島県産）
46 g2025-01 花かつお［小］［上］ 築地 和田久 かつおのふし（国産）
46 g2029-01 花かつお［小］［特上］ 築地 和田久 かつおのふし（国産）
46 g2031-01 花かつお［小］［血合いぬき］ 築地 和田久 かつおのふし（国産）
46 g2292-01 削り節パック［本枯節］ 静岡 ちきり清水商店 かつおのかれぶし（国産）
46 g2294-01 だしパック［本枯節・昆布］ 静岡 ちきり清水商店 かつおのかれぶし（鹿児島県産）、昆布（北海道産）
46 g0063-01 純米富士酢 京都 飯尾醸造 米　　（酸度4.2％）
46 g0090-01 富士　ゆずぽん酢 京都 飯尾醸造 醤油（大豆、小麦を含む）、ゆず果汁、かぼす果汁、米酢、砂糖（粗糖）、鰹節、昆布
46 g2323-01 富士玄米黒酢 京都 飯尾醸造 米（玄米）
46 g0066-01 富士　すのもの酢 京都 飯尾醸造 米酢、白たまり（小麦、食塩、焼酎）、本みりん、砂糖（粗糖）、鰹節、昆布
46 g0116-01 こめ油 食用こめ油
46 g0115-01 グレープシードオイル イタリア 食用ぶどう油
46 g2306-01 天麩羅胡麻油 三重 九鬼 食用ごま油
46 g2164-01 太白胡麻油 三重 九鬼 食用ごま油
46 g2309-01 純正胡麻油 三重 九鬼 食用ごま油

47 g2644-01 桶底ソース 浜松 トリイソース
砂糖(国内製造)、野菜(たまねぎ・トマト・にんじん・にんにく・セロリ)、醸造酢、食塩、
香辛料、レモン果汁、昆布、かつお節

47 g0125-01 オーガニック　トマトケチャップ 有機トマト、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機たまねぎ、有機香辛料
47 k0069-01 スパゲティ イタリア アルチェネロ 有機デュラム小麦のセモリナ

47 k0295-01
（直送・送料込）北海道産　ゆめ
ぴりか特別栽培米［精米５キロ］

北海道 単一原料米　北海道　ゆめぴりか

47 k0144-01

（直送・送料込）新潟県南魚沼産
コシヒカリ特別栽培米［精米５キ
ロ］

新潟 単一原料米　新潟県南魚沼　コシヒカリ

47 k2462-01 ふんわりごはん［パック］ 魚沼産コシヒカリ うるち米(新潟県産)

47 g0102-01 練りからし
からし、水飴、醸造酢、植物油脂、食塩、澱粉、食物繊維（大豆）、香辛料　●からし/カナ
ダ産有機JAS認証、醸造酢/国産原料純米酒、植物油脂/有機JASべに花油、食塩/赤穂の天
塩、食物繊維/非遺伝子組替え大豆

47 g0101-01 生おろしわさび
本わさび（国内産）、水飴、醸造酢、植物油脂（有機JAS紅花油）、食物繊維（非遺伝子組
替え大豆）、食塩（赤穂の天塩）、香辛料

47 t0691-01
淡路島産玉ねぎでつくった玉ねぎ
のコンソメスープ

食塩、オニオンパウダー、デキストリン、酵母エキスパウダー、砂糖、チキンエキスパウ
ダー、たん白加水分解物、シャロットエキスパウダー、食用植物油脂、香辛料

47 g0135-01 戎国産はるさめ 南九州産甘藷でん粉、北海道産馬鈴薯でん粉、ミョウバン

47 g2604-01
サバカン　ＥＸＶ．オリーブオイ
ル使用

さば(国産)、食用オリーブ油(オリーブ(ギリシャ産)、食塩(沖縄県製造)

47 g2142-01 とろさばみそ煮缶 さば（銚子港）、みそ、砂糖、醤油、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
47 g0005-01 とろいわし缶 いわし(銚子港)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)

47 g2001-01
鮪ライトツナフレーク［オイル無
添加］

まぐろ、野菜スープ、ローストオニオン、食塩

47 g0136-01 ホールトマト缶 イタリア トマト、トマトピューレー、クエン酸
47 g0001-01 北海道産　スイートコーン缶 スイートコーン(北海道産・遺伝子組換えでない)、食塩

47 g0103-01 カレールー［中辛］
食用油脂(豚脂)､小麦粉､果実･野菜(トマト･りんご･玉ねぎ･にんにく)､カレー粉､食塩､砂糖､
チャツネ､発酵乳､肉エキス(ポーク､チキン)､酵母エキス､カラメル色素

47 g0104-01 カレールー［辛口］
小麦粉､食用油脂(豚脂)､果実･野菜(トマト･玉ねぎ･りんご･にんにく)､ｶﾚｰ粉､食塩､糖類(上白
糖･黒砂糖)､チャツネ､発酵乳､肉エキス(ポーク､チキン)､酵母エキス､ココナッツミルク､ココ
アパウダー､スパイスマサラ､カラメル色素

47 g0022-01 浅漬けの素 麹屋甚平 米ぬか糀、米糀、食塩、酵母菌、乳酸菌
47 g0021-01 熟成ぬか床 麹屋甚平 米ぬか（国産）、食塩、唐辛子（国産）
47 j0001-01 八女の深蒸しかぶせ茶 福岡八女 星野製茶園 緑茶(国産)

47 j1344-01 極上棒ほうじ茶 静岡　葉桐 茶（静岡産）
47 j0145-01 マイルドブレンド 麻布タカノコーヒー コーヒー豆、（生豆生産国名：ブラジル、コロンビア他）

47 j0046-01
（直送・送料込）道志村の天然水
［２リットル×１２パック］

山梨道志村 無

47 j0044-01
（直送・送料込）道志村の天然水
［１０リットル×２箱］

山梨道志村 無

47 j0033-01 葉とらずりんごジュース りんご(青森県産)、酸化防止剤(ビタミンC)

47 j1964-01 オーガニック　はとむぎ茶 石川 金沢大地 有機ハトムギ(石川県産)

47 j1965-01 あらびき茶（粉末スティック） 鹿児島 和香園 緑茶粉末

47 j1506-01 有機ダージリン紅茶
（インド）麻布タカノコー
ヒー

有機栽培紅茶


