
商品名 原材料 アレルギー特定7品目 栄養成分表示 備考

き花

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、ホワイト
チョコレート、卵白、マーガリン、小麦粉／乳
化剤、香料、（一部に卵・小麦・乳成分を含
む）

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：116kcal、たんぱく質：2.8g、
脂質：6.7g、炭水化物：11.1g、食塩相当量：
0.02g

き花キャラメルワルツ

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、チョコレー
ト（砂糖、植物油脂、ココアバター、全粉乳、
乳糖、ホエイパウダー、ココアパウダー、キャ
ラメルパウダー、カラメルシロップパウダー、
食塩）、卵白、マーガリン、小麦粉／乳化剤、
香料、着色料(カロチノイド)、（一部に卵・小
麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（推定値）
エネルギー：113kcal、たんぱく質：2.0g、
脂質：7.3g、炭水化物：10.8g、食塩相当量：
0.06g

き花プティモ ホワイト

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、ホワイト
チョコレート、卵白、マーガリン、小麦粉／乳
化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチ
ン)、（一部に卵・小麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：69kcal、たんぱく質：1.5g、
脂質：4.5g、炭水化物：5.7g、食塩相当量：
0.02g

き花プティモ ショコラ

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、チョコレー
ト、卵白、マーガリン、小麦粉／乳化剤、香
料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロチン)、（一
部に卵・小麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：67kcal、たんぱく質：1.6g、
脂質：4.3g、炭水化物：5.8g、食塩相当量：
0.01g

き花プティモ いちご

アーモンド（アメリカ産）、砂糖、チョコレー
ト(砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、全粉
乳、ホエイパウダー、乾燥いちご)、卵白、マー
ガリン、小麦粉／乳化剤、酸味料、着色料(ベニ
コウジ、カロチン)、香料、酸化防止剤(V.E)、
（一部に卵・小麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：67kcal、たんぱく質：1.5g、
脂質：4.2g、炭水化物：6.0g、食塩相当量：
0.02g

旭川コレクション
【みづのの生姜と醤油】

チョコレート(シンガポール、ベルギー製造)、
生クリーム、生姜、転化糖、水飴、バター、正
油／乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分を含
む)

小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　43Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
2.9g、炭水化物　3.5g、食塩相当量　0.02g

旭川コレクション
【江丹別の青いチーズ】

ホワイトチョコレート(フランス製造)、チョコ
レート、ブルーチーズ、生クリーム、転化糖、
ハチミツ、酒精、カカオバター／トレハロー
ス、乳化剤、香料、着色料(青2、二酸化チタ
ン)、(一部に乳成分を含む)

小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　52Kcal、たんぱく質　0.8g、脂質
3.8g、炭水化物　3.6g、食塩相当量　0.1g

旭川コレクション
【男山の復古酒】

チョコレート(シンガポール、フランス製造)、
生クリーム、純米酒、酒粕、バター、転化糖／
乳化剤、香料、着色料(二酸化チタン)、(一部に
乳成分を含む)

小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　48Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.3g、炭水化物　3.7g、食塩相当量　0g

旭川コレクション
【ライフラプサン焼茶】

ホワイトチョコレート(フランス、シンガポール
製造)、生クリーム、紅茶、転化糖、チョコレー
ト／酒精、乳化剤、香料、着色料(黄4、赤40)、
(一部に乳成分を含む)

小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　47Kcal、たんぱく質　0.6g、脂質
3.6g、炭水化物　3.2g、食塩相当量　0g

旭川コレクション
【山路養蜂園のはちみつ】

チョコレート(日本、スイス製造)、生クリー
ム、ハチミツ、バター、ラム酒／乳化剤、香
料、(一部に乳成分を含む) 小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　46Kcal、たんぱく質　0.4g、脂質
3.4g、炭水化物　3.4g、食塩相当量　0g

旭川コレクション
【永山産ピーナッツとパッションフルーツ】

チョコレート(シンガポール製造)、ピーナッ
ツ、パッションフルーツピューレ、砂糖、転化
糖、生クリーム、バター、フレーク(小麦粉、砂
糖、その他)、カカオバター／酒精、乳化剤、ト
レハロース、香料、着色料(二酸化チタン、赤
102、青2)、(一部に小麦・乳成分・落花生を含
む)

小麦、乳、落花生

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　40Kcal、たんぱく質　0.6g、脂質
2.6g、炭水化物　3.6g、食塩相当量　0g

旭川コレクション
【南果樹園の紅玉りんご】

チョコレート(スペイン製造)、りんご、ホワイ
トチョコレート、砂糖、生クリーム、ハチミ
ツ、バター、ブランデー、転化糖、レモン果
汁、シナモン、カカオバター／乳化剤、香料、
着色料(黄4、赤40、青2、青1)、(一部に乳成分
を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　38Kcal、たんぱく質　0.3g、脂質
2.4g、炭水化物　3.7g、食塩相当量　0.01g

旭川コレクション
【南果樹園のベリー】

チョコレート(シンガポール製造)、ブルーベ
リー、ホワイトチョコレート、カシス、転化
糖、洋酒、水飴、砂糖、カカオバター、レモン
果汁／乳化剤、香料、着色料(青2、黄4、赤
40)、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　36Kcal、たんぱく質　0.4g、脂質
2.1g、炭水化物　3.7g、食塩相当量　0.01g

旭川コレクション
【旭川なしのキャラメル】

チョコレート(シンガポール製造)、千両梨シ
ロップ漬、生クリーム、砂糖、水飴、転化糖、
バター、カカオバター、洋酒、レモンジュース
／トレハロース、乳化剤、香料、着色料(二酸化
チタン、黄4)、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　40Kcal、たんぱく質　0.2g、脂質
2.6g、炭水化物　3.8g、食塩相当量　0g

旭川コレクション
【Lienのオーガニックハーブ】

チョコレート(シンガポール、スペイン製造)、
生クリーム、牛乳、バター、転化糖、カレン
デュラ、洋酒、ブレンドハーブ(ウッドラフ、エ
ルダーフラワー、白樺、エゾマツ、レッドク
ローバー、ブラックベリーリーフ、フェンネル
シード)／乳化剤、香料、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　46Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.3g、炭水化物　3.3g、食塩相当量　0.01g

旭川コレクション
【長谷川ファームのモヒートミント】

チョコレート(シンガポール、スペイン製造)、
生クリーム、ホワイトチョコレート、ライム果
汁、転化糖、バター、ラム酒、水飴、ライム果
皮、カカオバター、モヒートミント／乳化剤、
香料、着色料(二酸化チタン、黄4、青2、青1、
赤40)、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　39Kcal、たんぱく質　0.4g、脂質
2.8g、炭水化物　2.9g、食塩相当量　0.01g

き花

RAMS CHOCOLATE　ボンボンショコラ　旭川コレクション
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旭川コレクション
【旭農の抹茶香る黒大豆味噌】

チョコレート(シンガポール、ベルギー、スペイ
ン製造)、生クリーム、ホワイトチョコレート、
小豆甘納豆、転化糖、黒大豆味噌、バター、抹
茶、カカオバター／トレハロース、乳化剤、香
料、着色料(黄4、青2、青1、赤40)、(一部に乳
成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　38Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
2.5g、炭水化物　3.2g、食塩相当量　0.04g

北海道コレクション2022
【余市のナイアガラ】

 チョコレート（スペイン製造）、ナイアガラ果
汁、砂糖、ホワイトチョコレート、転化糖、
ヘーゼルナッツペースト、グリーンレーズン、
フレーク（小麦粉、砂糖、その他）、卵白、水
飴、ゼラチン、カカオバター、スパークリング
ワイン／酸味料、乳化剤、ゲル化剤（ペクチ
ン）、香料、着色料（二酸化チタン、黄4、青
2、青1）、（一部に卵・小麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　43Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
2.2g、炭水化物　5.5g、食塩相当量　0.02g

北海道コレクション2022
【栗山のルバーブ】

 ホワイトチョコレート（スイス製造）、ルバー
ブ、チョコレート、生クリーム、砂糖、カカオ
バター、水飴、転化糖、レモン果汁、カスター
ドクリームミックス粉、バター、バニラビーン
ズ／乳化剤、香料、増粘剤（加工でん粉、アル
ギン酸Na）、着色料（黄4、赤40、二酸化チタ
ン、カロチノイド）、（一部に卵・小麦・乳成
分を含む）

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　36Kcal、たんぱく質　0.3g、脂質
2.5g、炭水化物　3.2g、食塩相当量　0.01g

北海道コレクション2020
【旭川のラベンダー】

チョコレート(シンガポール製造)、ヘーゼル
ナッツペースト、生クリーム、カカオバター、
バター、転化糖、ラベンダー／酒精、乳化剤、
香料、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　50Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.8g、炭水化物　3.8g、食塩相当量　0.01g

北海道コレクション2020
【厚真のハスカップと安平のチーズ】

チョコレート(シンガポール製造)、ハスカッ
プ、ホワイトチョコレート、クリームチーズ、
砂糖、生クリーム、転化糖、レモン果汁、ハチ
ミツ、カカオバター／乳化剤、酒精、トレハ
ロース、香料、安定剤(増粘多糖類)、着色料(二
酸化チタン、青2、赤102、赤40、黄4)、(一部に
乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　34Kcal、たんぱく質　0.4g、脂質
2.1g、炭水化物　3.2g、食塩相当量　0.01g

北海道コレクション2020
【士別のほおずき】

チョコレート(スペイン、シンガポール製造)、
フルーツほおずき、砂糖、生クリーム、水飴、
転化糖、カシスピューレ、バター、洋酒、アラ
ザン、レモン果汁、カカオバター／ゲル化剤(ペ
クチン)、トレハロース、乳化剤、酸味料、香
料、光沢剤(シェラック)、着色料(銀箔、二酸化
チタン、黄4)、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　38Kcal、たんぱく質　0.4g、脂質
2.2g、炭水化物　4.4g、食塩相当量　0.01g

北海道コレクション2020
【滝上のハッカと北竜のひまわり】

チョコレート(スペイン、シンガポール製造)、
生クリーム、砂糖、転化糖、ひまわりの種、水
飴、ミント、バター、カカオバター、ホワイト
チョコレート／酒精、乳化剤、香料、着色料(青
2、二酸化チタン、黄4、青1、(一部に乳成分を
含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　45Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.2g、炭水化物　3.6g、食塩相当量　0.01g

■ラブポーション
～愛の魔法～

チョコレート(シンガポール、エクアドル製
造)、生クリーム、牛乳、バター、転化糖、洋
酒、ドライローズ、ブレンドハーブ(ホーリーバ
ジル、ヒース、エキナセア、レッドクロー
バー、ローズ、レモンバーベナ)／乳化剤、香
料、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　44Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.1g、炭水化物　3.4g、食塩相当量　0.01g

■バイタリティエーテル
～エネルギーの魔法～

チョコレート(シンガポール、エクアドル製
造)、生クリーム、牛乳、バター、転化糖、洋
酒、ドライカレンデュラ、ブレンドハーブ(ペ
パーミント、白樺、コリアンダー、カレンデュ
ラ、ヒソップ、柚子)／乳化剤、香料、(一部に
乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　44Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.1g、炭水化物　3.4g、食塩相当量　0.01g

■タイムストップエッセンス
～時間の魔法～

チョコレート(シンガポール、イタリア製造)、
生クリーム、牛乳、バター、転化糖、洋酒、ド
ライエルダーフラワー、ブレンドハーブ(エゾマ
ツ、エルダーフラワー、ラベンダー、ホーリー
バジルラマ、カリフォルニアポピー、ホーソン)
／乳化剤、香料、(一部に乳成分を含む)

乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー　46Kcal、たんぱく質　0.5g、脂質
3.4g、炭水化物　3.1g、食塩相当量　0.01g

サクサク
【ダーク】

チョコレートコーチング(砂糖、食用精製加工油
脂、ココアパウダー)、卵白、トッピング(レー
ズン、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、発芽
玄米パフ)、砂糖、アーモンドパウダー、小麦
粉、コーンスターチ、トレハロース、乳化剤、
香料　(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

製品100gあたり（推定値)
エネルギー447kcal、たんぱく質6.7g、脂質
25.3g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.1g

※夏季は冷蔵便

サクサク
【北海道チョコミント】

チョコレートコーチング（砂糖、食用精製加工
油脂、ココアパウダー）（国内製造）、砂糖油
脂加工品（砂糖、食用精製加工油脂、全粉乳、
ホエイパウダー調整品）、卵白、砂糖、アーモ
ンドパウダー、ココアパウダー、小麦粉、コー
ンスターチ、ミントオイル／トレハロース、着
色料（スピルリナ色素、ベニバナ色素）、乳化
剤、香料、（一部に卵・小麦・乳成分を含む）

卵、小麦、乳成分

製品100gあたり（推定値)
エネルギー484kcal、たんぱく質4.8g、脂質
27.5g、炭水化物55.2g、食塩相当量0.1g

※夏季は冷蔵便

RAMS CHOCOLATE　ボンボンショコラ　北海道コレクション6個入【半田菜摘コラボBOX】

RAMS CHOCOLATE　北海道マジカルハーブブック6個入

RAMS CHOCOLATE　定番サクサク3種類ギフトBOX・ギフトBOX　他
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サクサク
【北海道ストロベリー】

砂糖油脂加工品（砂糖、食用精製加工油脂、全
粉乳、ホエイパウダー調製品）（国内製造）、
卵白、砂糖、アーモンドパウダー、トッピング
（乾燥いちご、発芽玄米パフ、アラザン）、小
麦粉、コーンスターチ／トレハロース、乳化
剤、香料、光沢剤（シェラック）、着色料（銀
箔）、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

製品100gあたり（推定値)
エネルギー441kcal、たんぱく質5.3g、脂質
23.2g、炭水化物53.7g、食塩相当量0.16g

※夏季は冷蔵便

Kibana plus　カカオ

チョコレート（ベルギー製造）、アーモンド、
砂糖、卵白、マーガリン、カカオニブ、小麦粉
／乳化剤、香料、酸化防止剤(Ｖ．Ｅ)、着色料
（カロチン）、(一部に卵・小麦・乳成分を含
む)

卵、小麦、乳成分

製品1枚あたり（推定値)
エネルギー31kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.2g、
炭水化物2.8g、食塩相当量0.01g

※夏季は冷蔵便

タブレット
【北海道はちみつ】

カカオマス(国内製造)、ハチミツ、カカオバ
ター 使用なし

製品100gあたり（推定値)
エネルギー529kcal、たんぱく質8.4g、脂質
55.8g、炭水化物36.4g、食塩相当量0g

※夏季は冷蔵便

タブレット
【北海道ストロベリー】

チョコレート(フランス製造)、乾燥いちご(長沼
町産いちご100%)、バジルオイル／乳化剤、香
料、(一部に乳成分を含む)

乳成分

製品100gあたり（推定値)
エネルギー548kcal、たんぱく質7.7g、脂質
36.4g、炭水化物52.8g、食塩相当量0.02g

※夏季は冷蔵便

かぼちゃ鍋

隠元豆(北海道産)、砂糖、マーガリン、小麦
粉、かぼちゃ、小豆、麦芽糖、乳等を主要原料
とする食品、水飴、転化型液糖、卵、還元水
飴、でん粉、とろろ昆布、やまいも、食塩、寒
天／保存料(しらこ)、乳化剤、香料、膨張剤、
ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤
(V.E)、着色料(カロチン)、pH調整剤、(一部に
卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品100gあたり（推定値）
エネルギー：276kcal、たんぱく質：4.8g、脂
質：8.9g、炭水化物：39.9g、食塩相当量：0.1g

登録銘菓 氷点

隠元豆(北海道産)、砂糖、小麦粉、乳等を主要
原料とする食品(バターミルクパウダー、脱脂粉
乳、植物油脂、その他)、水飴、卵、加糖脱脂練
乳、バター、還元麦芽糖、松の実、マーガリ
ン、ハチミツ、コーンスターチ、レモンジュー
ス、食塩／トレハロース、膨張剤、乳化剤、香
料、酸味料、着色料(V.B2、カロチン)、(一部に
卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：124kcal、たんぱく質：2.3g、脂
質：3.6g、炭水化物：20.7g、食塩相当量：0.02g

一二三

小豆(北海道産)、乳等を主要原料とする食品、
くるみ、砂糖、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、
水飴、卵、みりん、食塩、寒天加工品(麦芽糖、
寒天)／乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E、V.C、
ヒマワリ種子抽出物)、着色料(カロチン)、(一
部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：224kcal、たんぱく質：2.8g、脂
質：16.2g、炭水化物：15.5g、食塩相当量：0.1g

たんぼの神様

うるち米(北海道産ゆめぴりか)、米油(国産)、
醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、鰹削
り節、昆布

小麦 商品1袋(80g)あたり（推定値）
エネルギー：324kcal、たんぱく質：4.3g、脂
質：10.1g、炭水化物：51.2g、食塩相当量：0.8g

かぼちゃびいき

卵(北海道産)、砂糖、小麦粉、植物油脂、小豆
かの子、かぼちゃパウダー、かぼちゃの種、ラ
ム酒、転化型液糖、洋酒／膨張剤、乳化剤、香
料、(一部に卵・小麦を含む)

卵、小麦 商品1個あたり（推定値）
エネルギー：172kcal、たんぱく質：2.6g、脂
質：8.4g、炭水化物：20.6g、食塩相当量：0.04g

雑木林（ストロベリー）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、苺ジャム、マー
ガリン、バター、水飴、小麦でん粉、加工油
脂、牛乳、植物油脂、寒天、乳等を主要原料と
する食品、コーンスターチ、食塩／膨張剤、乳
化剤、香料、糊料(増粘多糖類)、酸味料、pH調
整剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(赤3、赤
106、カロチン、V.B2)、(一部に卵・小麦・乳成
分を含む)

卵、小麦、乳成分

 商品1個あたり（推定値）
エネルギー：166kcal、たんぱく質：2.0g、脂
質：6.6g、炭水化物：24.3g、食塩相当量：0.1g

雑木林（アロニア）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、マーガリン、バ
ター、水飴、小麦でん粉、アロニア果実、加工
油脂、牛乳、植物油脂、寒天、乳等を主要原料
とする食品、コーンスターチ、カシス濃縮果
汁、食塩／トレハロース、膨張剤、乳化剤、糊
料(増粘多糖類)、香料、酸味料、pH調整剤、酸
化防止剤(V.E、V.C)、着色料(カロチン、
V.B2)、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：163kcal、たんぱく質：2.0g、脂
質：6.6g、炭水化物：23.6g、食塩相当量：0.1g

雑木林（抹茶かのこ）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、マーガリン、小
豆かのこ、バター、水飴、小麦でん粉、加工油
脂、抹茶ペースト、牛乳、植物油脂、抹茶み
つ、寒天、乳等を主要原料とする食品、コーン
スターチ、食塩／膨張剤、乳化剤、香料、糊料
(増粘多糖類)、pH調整剤、着色料(カロチン、銅
葉緑素、V.B2)、酸化防止剤(V.E、V.C)、リン酸
Na、調味料(アミノ酸)、(一部に卵・小麦・乳成
分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：172kcal、たんぱく質：2.3g、脂
質：7.3g、炭水化物：24.1g、食塩相当量：0.1g

販売期間/
2月下旬～5月上旬

雑木林（塩バニラ）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、マーガリン、バ
ター、水飴、小麦でん粉、加工油脂、牛乳、植
物油脂、寒天、乳等を主要原料とする食品、食
塩、コーンスターチ／膨張剤、乳化剤、香料、
糊料(増粘多糖類)、pH調整剤、酸化防止剤
(V.E、V.C)、着色料(カロチン、V.B2)、(一部に
卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：179kcal、たんぱく質：2.0g、脂
質：8.9g、炭水化物：22.4g、食塩相当量：0.1g

販売期間/
5月中旬～8月中旬

和菓子

和菓子　雑木林
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雑木林（レーズン）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、レーズン、マー
ガリン、水飴、バター、小麦でん粉、加工油
脂、ラム酒、牛乳、植物油脂、寒天、乳等を主
要原料とする食品、コーンスターチ、食塩／膨
張剤、乳化剤、香料、糊料(増粘多糖類)、pH調
整剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(カロチ
ン、V.B2)、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：183kcal、たんぱく質：2.1g、脂
質：6.6g、炭水化物：29.3g、食塩相当量：0.1g

販売期間/
8月中旬～11月上旬

雑木林（チーズ）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、マーガリン、油
脂加工食品、バター、水飴、小麦でん粉、加工
油脂、チーズフード、植物油脂、寒天、コーン
スターチ、食塩／膨張剤、乳化剤、香料、糊料
(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤、酸化防
止剤(V.E、V.C)、着色料(カロチノイド)、グリ
シン、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：167kcal、たんぱく質：2.3g、脂
質：7.7g、炭水化物：21.8g、食塩相当量：0.1g

販売期間/
11月中旬～2月中旬

壺もなか（大納言）

砂糖(国内製造)、小豆、最中種(もち米)、還元
水飴、寒天

使用なし

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：126kcal、たんぱく質：2.3g、脂
質：0.2g、炭水化物：29.2g、食塩相当量：0g

※冷蔵発送不可

壺もなか（白隠元）

砂糖(国内製造)、白花豆、隠元豆、最中種(もち
米)、還元水飴、寒天、食塩

使用なし

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：118kcal、たんぱく質：2.6g、脂
質：0.3g、炭水化物：29.0g、食塩相当量：0.01g

※冷蔵発送不可

大雪 どら焼（つぶあん）/
玉置浩二35周年記念どら焼き

砂糖(国内製造)、卵、小豆、小麦粉、水飴、ハ
チミツ、麦芽糖、植物油脂加工品、みりん、で
ん粉、寒天／加工でん粉、膨張剤、乳化剤、増
粘多糖類、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：214kcal、たんぱく質：4.5g、脂
質：2.1g、炭水化物：42.7g、食塩相当量：0.1g

大雪 どら焼（白つぶあん）/
安全地帯40周年記念どら焼き

砂糖(国内製造)、隠元豆、卵、小麦粉、水飴、
ハチミツ、植物油脂加工品、みりん、でん粉／
加工でん粉、膨張剤、乳化剤、増粘多糖類、(一
部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：210kcal、たんぱく質：5.9g、脂
質：2.2g、炭水化物：41.5g、食塩相当量：0.1g

生しょうゆパイ

小麦粉、バター、砂糖、正油、白胡麻、(一部に
小麦・乳成分を含む)

小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：67kcal、たんぱく質：0.7g、脂質：
4.2g、炭水化物：6.4g、食塩相当量：0.1g

ゴールデンアップル・カムイ

りんごシロップ漬(国内製造)、卵、砂糖、小麦
粉、植物油脂、バター、コーンスターチ、転化
型液糖、加糖練乳、洋酒、食塩／乳化剤、膨張
剤、香料、カゼインNa、ソルビトール、酸味
料、酸化防止剤(V.C)、乳酸Ca、(一部に卵・小
麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品100gあたり（推定値）
エネルギー：285kcal、たんぱく質：4.4g、脂
質：13.5g、炭水化物：35.2g、食塩相当量：
0.14g

林檎とスイートポテトのパイ

さつま芋ペースト(さつま芋、砂糖)(国内製
造)、小麦粉、マーガリン、ドライりんご、砂
糖、卵、バター、乳等を主要原料とする食品、
食塩、レモンジュース、みりん／乳化剤、香
料、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤
(V.E、V.C、ヒマワリ種子抽出物、亜硫酸塩)、
着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分を
含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：177kcal、たんぱく質：1.4g、脂
質：9.8g、炭水化物：20.1g、食塩相当量：0.2g

さくらクッキー

【桜花】小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵
黄、桜葉塩漬／香料、pH調整剤、(一部に卵・小
麦・乳成分を含む)
【桜葉】小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵
黄、桜葉塩漬／香料、(一部に卵・小麦・乳成分
を含む)

卵・小麦・乳成分

商品1袋あたり(推定値)
【桜花】エネルギー：197kcal、たんぱく質：
2.0g、脂質：9.8g、炭水化物：24.7g、食塩相当
量：0.06g
【桜葉】エネルギー：447kcal、たんぱく質：
4.4g、脂質：22.0g、炭水化物：56.4g、食塩相当
量：0.02g

バタークッキー

小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、ショートニ
ング、卵黄／香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、
(一部に卵・小麦・乳成分を含む) 卵・小麦・乳成分

商品100gあたり(推定値)
エネルギー：489kcal、たんぱく質：4.9g、脂
質：26.4g、炭水化物：55.6g、食塩相当量：
0.01g

ぽるぽろん（和三盆糖）

アーモンドパウダー(アメリカ製造)、小麦粉、
砂糖、バター、マーガリン、でん粉、和三盆
糖、脱脂粉乳、コーンスターチ／乳化剤、(一部
に卵・小麦・乳成分を含む)

卵・小麦・乳成分

商品100gあたり(推定値)
エネルギー：538kcal、たんぱく質：7.9g、脂
質：37.0g、炭水化物：44.5g、食塩相当量：0.1g

メープルチョコチップクッキー

小麦粉(国内製造)、バター、ショートニング、
メープルシュガー、砂糖、準チョコレート、卵
黄、メープルシロップ加工品／着色料(カラメ
ル)、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に
卵・小麦・乳成分を含む)

卵・小麦・乳成分

商品100gあたり(推定値)
エネルギー：496kcal、たんぱく質：4.9g、脂
質：26.9g、炭水化物：56.3g、食塩相当量：
0.02g

焼きドーナツ

【プレーン】卵(北海道産)、砂糖、小麦粉、バ
ター、植物油脂、アーモンドパウダー、アーモ
ンドペースト、ハチミツ、転化糖、食塩／トレ
ハロース、膨張剤、香料、乳化剤、(一部に卵・
小麦・乳成分を含む)
【チョコ】卵(北海道産)、砂糖、小麦粉、バ
ター、植物油脂、ココアパウダー、アーモンド
パウダー、アーモンドペースト、ハチミツ、転
化糖、食塩／トレハロース、膨張剤、香料、乳
化剤、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵・小麦・乳成分

商品1個あたり(推定値)
【プレーン】エネルギー：55kcal、たんぱく質：
0.9g、脂質：2.5g、炭水化物：7.2g、食塩相当
量：0.04g
【チョコ】エネルギー：55kcal、たんぱく質：
1.0g、脂質：2.7g、炭水化物：6.6g、食塩相当
量：0.04g

洋菓子

和菓子　壺もなか

和菓子　大雪どら焼
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あんマドレエヌ　春色いちご

砂糖(国内製造)、隠元豆、卵、小麦粉、バ
ター、ホワイトチョコレート、チョコレート
コーチング、乳等を主要原料とする食品、マー
ガリン、いちごジャム、水飴、乾燥いちご、い
ちご濃縮シロップ、還元水飴、カカオバター／
トレハロース、膨張剤、ゲル化剤(加工でん粉、
増粘多糖類)、乳化剤、糊料(CMC)、香料、酸味
料、着色料(黄4、赤40、ビートレッド、カルミ
ン酸、ムラサキイモ色素、ラック、ベニコウ
ジ、アナトー)、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘
多糖類、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：156kcal、たんぱく質：2.1g、脂
質：8.1g、炭水化物：18.5g、食塩相当量：0.04g

販売期間/
2月下旬～5月上旬

あんマドレエヌ　日本の完熟みかん

砂糖(国内製造)、隠元豆、バター、小麦粉、
フォンダン、卵、液卵、乳等を主要原料とする
食品、マーガリン、温州みかんジャム、小豆、
還元水飴、水飴、麦芽糖、ドライ温州みかん、
温州みかんソース、食塩／トレハロース、膨張
剤、香料、酸味料、糊料(CMC、増粘多糖類)、乳
化剤、着色料(カロチノイド)、クエン酸Ca、酸
化防止剤(V.C)、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘
多糖類、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：201kcal、たんぱく質：2.4g、脂
質：9.3g、炭水化物：26.4g、食塩相当量：0.04g

販売期間/
11月中旬～2月中旬

あんマドレエヌ　栗かんろ

砂糖(国内製造)、隠元豆、卵、栗甘露煮、バ
ター、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、
マーガリン、小豆、還元水飴、麦芽糖、水飴、
栗ペースト、栗ペースト加工品、食塩／トレハ
ロース、膨張剤、ソルビトール、糊料(増粘多糖
類、CMC)、グリシン、着色料(クチナシ、カラメ
ル、アナトー)、乳化剤、香料、酸化防止剤
(V.C、EDTA-Ca・Na)、酸味料、漂白剤(次亜硫酸
Na)、メタリン酸Na、(一部に卵・小麦・乳成分
を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：186kcal、たんぱく質：2.5g、脂
質：8.1g、炭水化物：25.0g、食塩相当量：0.04g

販売期間/
5月中旬～8月中旬

あんマドレエヌ　深練りショコラ

砂糖(国内製造)、隠元豆、卵、バター、小麦
粉、乳等を主要原料とする食品、カカオマス、
マーガリン、水飴、チョコレートコーチング、
チョコレート、小豆、ココアパウダー、カカオ
ニブ加工品、還元水飴、食塩／トレハロース、
膨張剤、着色料(カラメル、アナトー)、ソルビ
トール、糊料(CMC、増粘多糖類)、乳化剤、グリ
シン、香料、酸味料、(一部に卵・小麦・乳成分
を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：187kcal、たんぱく質：2.7g、脂
質：10.4g、炭水化物：20.8g、食塩相当量：
0.05g

販売期間/
8月中旬～11月上旬

クマの椅子

卵(北海道産)、砂糖、バター、コーンスター
チ、小麦粉、フォンダン、植物性油脂、ショー
トニング、乳等を主要原料とする食品、アーモ
ンドペースト、洋酒、水飴、食塩／トレハロー
ス、乳化剤、膨張剤、香料、着色料(二酸化チタ
ン、アナトー、ウコン)、糊料(寒天)、保存料
(ソルビン酸K)、(一部に卵・小麦・乳成分を含
む)

卵、小麦、乳成分

商品100gあたり（推定値）
エネルギー：374kcal、たんぱく質：4.6g、脂
質：20.5g、炭水化物：40.8g、食塩相当量：0.3g

※夏季は冷蔵便

リスのテーブル

卵(北海道産)、砂糖、小麦粉、植物油脂、マー
ガリン、コーンスターチ、加糖練乳、転化型液
糖、洋酒、食塩／乳化剤、クロレラエキス、膨
張剤、香料、カゼインNa、ソルビトール、着色
料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分を含
む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）
エネルギー：127kcal、たんぱく質：2.3g、脂
質：6.8g、炭水化物：13.7g、食塩相当量：0.1g

アントメリー（バニラ）

卵(北海道産)、砂糖、小麦粉、マーガリン、
ショートニング、転化型液糖、洋酒、牛乳、
コーンスターチ、ラム酒、食塩／乳化剤、香
料、膨張剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(カ
ロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）エネルギー：155kcal、
たんぱく質：2.1g、脂質：7.6g、炭水化物：
18.4g、食塩相当量：0.1g

アントメリー（北海道あずき）

砂糖(国内製造)、卵、小麦粉、小豆、植物性加
工油脂、洋酒、マーガリン、転化型液糖、麦芽
糖、水飴、食塩／乳化剤、クロレラエキス、膨
張剤、香料、着色料(アナトー、ウコン、カロチ
ン)、酸化防止剤(V.E、V.C)

卵、小麦、乳成分

商品1個あたり（推定値）エネルギー：133kcal、
たんぱく質：2.5g、脂質：3.1g、炭水化物：
22.3g、食塩相当量：0.1g

DI+JOB ダイジョブ （低糖質）2枚10袋入

アーモンド(アメリカ産)、卵白、砂糖、マーガ
リン、小麦粉、食塩／ベーキングパウダー、乳
化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、着色料
(β-カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・
アーモンド・大豆を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：16kcal、たんぱく質：0.53g、脂
質：1.04g、炭水化物：1.13g、食塩相当量：
0.01g

DI+JOB ダイジョブ（乳酸菌） 2枚10袋入

アーモンド(アメリカ産)、砂糖、卵白、マーガ
リン、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、乳
酸菌乾燥粉末[デキストリン、乳酸菌(殺菌)]／
香料、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品1枚あたり（分析値）
エネルギー：22.1kcal、たんぱく質：0.66g、脂
質：1.35g、炭水化物：1.88g、食塩相当量：
0.008g

赤い実の洋燈　アロニア果汁入飲料
500ml(アロニア果汁50%)

アロニア果汁(北海道産)、砂糖(北海道産甜菜
糖)／酸味料

使用なし

商品100gあたり（分析値）
エネルギー：85kcal、たんぱく質：0.1g、脂質：
0.1g、炭水化物：21.1g、食塩相当量：0.1g

赤い実の洋燈　アロニア寒天

水飴(国内製造)、砂糖、りんご果汁、アロニア
濃縮果汁、寒天、オブラート(でん粉)／酸味
料、レシチン 使用なし

商品100gあたり（推定値）
エネルギー：301.8kcal、たんぱく質：0.0g、脂
質：0.0g、炭水化物：79.5g、食塩相当量：0.37g

健康志向

洋菓子　あんマドレエヌ

洋菓子　バームクーヘン

洋菓子　アントメリー
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商品名 原材料 アレルギー特定7品目 栄養成分表示 備考

壺平のいそふらぱん

小麦粉(国内製造)、豆乳、おから、粉末状小麦
たん白、砂糖、卵、マーガリン、イースト、脱
脂粉乳、食塩、植物油脂／安定剤(CMC)、乳化
剤、酸化防止剤(V.C、ヒマワリ種子抽出物)、
V.C、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)

卵、小麦、乳成分

商品100gあたり（推定値）
エネルギー：227kcal、たんぱく質：10.7g、脂
質：4.4g、炭水化物：32.8g、食塩相当量：1.0g

※冷凍便のため
他商品と一緒に
注文できません。

その他
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