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本カタログ掲載商品について
※２０１9年10月現在の最新情報を掲載しています。
※法律の改正により、消費税の変更等で税込価格が変わる場合がございます。
※価格・デザイン・仕様等を予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございますので予めご了

承ください。
※印刷のため、色彩が現品とは異なる場合がございます。 
※一部商品は在庫していないため、すぐにお届けできない場合がございます。

　2019年10月現在、日本で流通が認められている遺伝子組み換え作物は、大豆、とうもろこし、ばれ
いしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤです。これら８作物を使った加工食品には、遺
伝子組み換え作物使用についての表示義務があります（油、醤油などは除く）。
　日本では、遺伝子組み換え食品の安全性の評価を国が行い、問題がないと判断された遺伝子組換
え食品だけが流通を認められています。しかし弊社は、遺伝子組み換え食品に反対の立場です。種の
壁を超える遺伝子操作の安全性を立証するデータが不十分であるとともに、人間にとって本来食べも
のはどうあるべきかを問うマクロビオティックの考え方にもそぐわないからです。
　弊社では、取扱品の中から、遺伝子組み換え不分別の原料、および不分別原料由来の原材料を極力
排除しています。各商品の「遺伝子組み換え原料の分別状態」は、以下のマークでご確認いただけます。

遺伝子組み換え作物及びそれを使った原料について

商品表記のご説明

各マークの説明

＊ 「商品名」及び「原材料」は、スペースの都合により実際の商品の表示と異なる場合がございます。
＊ 季節商品は、季節によって取り扱いしていない場合がございます。
＊ 限定商品は、生産の時期や数量が限られています。時期により取り扱いしていない場合や生産後すぐに完売し

てしまう場合がございます。
＊ 直送商品は、在庫していませんが、ご注文いただきましたらメーカーより指定のお届け先に直接お送りします。
＊ 取寄せ商品は在庫していませんので、ご注文を頂いてからお届けまで数日（７～１０日程度）かかります。
＊ 発注単位が記載されている商品は、その数量または倍数でご注文ください。 
（例：発注単位【6】の場合、ご注文は6個、12個、18個･･･でお願いします）

ご注意ください

「遺伝子組み換え原料」とは、遺伝子組み換えされた農作物及びそれが不分別の原料を基につくられた原材料を統合したもの
を言います。

有機JAS認定マーク

アレルゲンマーク
各アレルゲンが含まれていることを示しています。
大豆につきましてはムソー独自の追加項目です。

有機ＪＡＳ認定を受けた商品です。

その季節のみ販売している商品です。

限定商品マーク
直送商品マーク
取寄せ商品マーク

※ 消費税は軽減税率８%、標準税率10%の税込価格です。

「遺伝子組み換え原料」とはまったく
無縁な食品（8作物を含まない食品）

ＧＭＯ－Ｆｒｅｅ、「遺伝子組み換え原料」の
割合が０．１％未満

ＮＯＮ－ＧＭＯ、「遺伝子組み換え原料」の
割合が５％未満

上記の他の食品

原材料

栄養成分 100ｇあたり

商品名
メーカー名

¥本体価格（税込価格）

商品説明欄

商品写真

エネルギー 00kcal
たんぱく質 00g
脂質 00g
炭水化物 00g
糖質 00g
食物繊維 00g
ナトリウム 00mg
食塩相当量 00g

大豆

直送

直送

直送

かに 大豆乳 卵 小麦 そば 落花生 えび

限定

取寄せ

冬季
夏季 季節商品マーク

※

栄養成分表　Ｔｒ・・・微量

遺伝子記号　ページ下部参照

容量：00g ●● 入数：00　
商品サイズ：00×00×00mm
商品重量：00g ●●

●

賞：00年

ムソーコード

生態系に有害である農薬、化学肥料の使用を控え、3年以上
化学合成農薬、化学肥料、化学土地改良材を使用していな
い土地で作られた農作物を優先して使用します。

有機農産物優先1

日本の食料自給率アップ、日本の大地の秩序回復、日本の伝
統食復権のため、国内産農作物原料を優先して使用します。
その中でも、産地特定・トレースできて安全の担保ができる
国内産農産物を最優先して使用します。

国内産農産物優先2

指定添加物および既存添加物（天然添加物）の使用は認め
ません。
ただし品質都合上、食品添加物を使用する場合、添加の必
要性、安全性を確認検討し、最小限の使用を容認します。

食品添加物使用禁止3

化学調味料（うまみ調味料）は使用しません。
化学調味料（うまみ調味料）使用禁止4

安全性についての疑問、他品種との交雑による環境汚染問
題、作物の種を一部企業が独占する危惧を考慮し、「遺伝子
組み換えされた農産物」および「遺伝子組み換え不分別の
農産物」は使用しません。

遺伝子組み換え原料使用禁止5

自主基準に沿って、放射性核種（セシウム-134・セシウム
-137）を確認します。
※放射性物質測定基準は随時見直しを行い環境状況に対応してまいります。
※詳しくは、ムソーホームページ（www.muso.co.jp）より「放射能物質検査の取り組
みについて」をご参照ください。

放射性物質を確認6

製造から消費、廃棄に至るまで人体にとって安全であり、環
境への負荷の少ない容器包材を選択します。

環境負荷の少ない容器包材の使用7

ムソーブランド基準

以上の基本姿勢を遵守するために、以下の7つの約束を遵守します。ムソー7つの約束

顔の見える生産地からの原材料確保、すなわち誰がどこでどのようにして作ったかのトレーサビリティー確保による安全性の追求に努
めます。

安全性の確保を最優先1

原材料の持つ栄養・風味をできる限り保持した健全でおいしい商品開発に努めます。そのために新鮮で上質な原材料を確保し、
化学調味料をはじめとする食品添加物を必要としない商品を開発します。

素材を活かしたおいしさを追求2

味わいや風味を豊かにし機能性成分強化につながる発酵食品を推奨します。日本古来の製造技術と思いを継承し、
食べ物本来の深みある味をひきたたせる伝統製法を推奨します。

発酵食品・伝統製法の推奨3

ムソーの原点であるマクロビオティック生活を提案すると同時に、最新の科学的・医学的知見に基づいた生活提案にも取り組みます。
自律神経のバランスを整えて免疫力を上げるには、適度な運動・質の良い睡眠・栄養バランスのとれた食生活が大切です。

真の健康を確立する生活提案4

ムソーブランド商品は、私たちムソーの理想を社会に向けて表現できる最高のツールです。この基本姿勢で示した「安全性」「おいしさ」
「発酵食品・伝統食品」「真の健康」をキーワードに、ムソーならではの独自性・物語性の高い商品開発と安定供給に努めます。

オリジナリティーを重視5

ムソーブランド商品の開発・製造において以下の5つの基本姿勢を遵守します。5つの基本姿勢

はじめに

　ムソーブランド商品については「商品取り扱い基準」に沿ってよりよい商品を開発します。
ここに宣言した「５つの基本姿勢」「７つの約束」とともに「ムソーブランド商品基準」を今後も適宜見直
し、時代に合わせてさらなるレベルアップを永続的に図ります。
　この取り組みによって、消費者の安心・安全・健康に寄与するとともに、持続可能な環境保全型第一次
産業、伝統製法を受け継ぐ加工業者を応援してまいります。
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ここに宣言した「５つの基本姿勢」「７つの約束」とともに「ムソーブランド商品基準」を今後も適宜見直
し、時代に合わせてさらなるレベルアップを永続的に図ります。
　この取り組みによって、消費者の安心・安全・健康に寄与するとともに、持続可能な環境保全型第一次
産業、伝統製法を受け継ぐ加工業者を応援してまいります。
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野菜系飲料

果汁系飲料
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ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品
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シャボン玉石けん
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その他日用雑貨
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鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機大豆（石川県産他）、有機小麦（石川県産他）、食塩
（原塩：オーストラリア産他）

国内産有機原料を使った
有機ＪＡＳ認定の樽仕込み・
天然醸造醤油です。

有機しょうゆ・濃口
ヤマヒサ

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：65×65×218㎜
● 商品重量：900g　● 賞：2年

¥1,000（¥1,080）10181
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 95kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.1g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使い、約２年かけて
作られた杉樽仕込み醤油
です。火入れしておらず、
風味・コクが抜群です。

頑固“本生”濃口醤油
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年

¥1,030（¥1,112）10901
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 95kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.1g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使い、約２年かけて
作られた杉樽仕込み醤油
です。火入れしておらず、
風味・コクが抜群です。

頑固“本生”濃口醤油
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：1年

¥2,100（¥2,268）10170
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 83kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 0g
炭水化物 8.5g
食塩相当量 18g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使って作られた、杉
樽仕込み醤油です。発酵
から熟成・圧搾までに約１
年をかけています。

頑固・淡口醤油
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年半

¥1,000（¥1,080）10902
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
二夏物の最高状態のモロ
ミを使用した天然醸造醤
油です。

純正濃口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：2年

¥750（¥810）10906
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
二夏物の最高状態のモロ
ミを使用した天然醸造醤
油です。

純正濃口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：2年

¥1,500（¥1,620）10173
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
最高状態のモロミを使用
した天然醸造のうすくち
醤油です。

純正淡口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年半

¥750（¥810）10175
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
最高状態のモロミを使用
した天然醸造のうすくち
醤油です。

純正淡口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：1年半

¥1,500（¥1,620）10179
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100ｇあたり

３年以上かけて造られた
再仕込醤油は、漬物、お刺
身など、かけ醤油として抜
群のおいしさです。料理に
少し加えるとコクが増しま
す。

豆しょう〈再仕込醤油〉
ヤマヒサ

● 容量：１４５ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：50×50×140㎜
● 商品重量：300g　● 賞：2年

¥480（¥518）10178
小麦 大豆

有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩

エネルギー 83kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 0g
炭水化物 11.1g
食塩相当量 14.5g

栄養成分 100mlあたり

国産の有機大豆と有機小
麦１００％、日本の伝統的な
製法（天然醸造法）にこだ
わった濃口醤油です。 

国産有機･旨しぼり醤油
海の精

● 容量：１ Ｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：85×85×278㎜
● 商品重量：1500g　● 賞：1年

¥1,550（¥1,674）10187
小麦 大豆

有機大豆（アメリカ産）、有機小麦（北海道産）、食塩（オー
ストラリア産）

エネルギー 82kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 0.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 14.7g

栄養成分 100gあたり

厳選した有機大豆、有機
小麦、天日塩を使用し、瀬
戸内海・小豆島にて杉樽で
熟成した醤油です。

有機杉樽しょうゆ・濃口
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×289㎜
● 商品重量：1460g　● 賞：2年

¥880（¥951）10005
小麦 大豆

有機大豆（アメリカ産）、有機小麦（北海道産）、食塩（オー
ストラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.0g
炭水化物 1.4g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

有機大豆、有機小麦、天日
塩を使用し、杉桶で造られ
た、有機ＪＡＳ認証の醤油で
す。使いやすい紙パック入
り。

有機純正醤油・紙パック
マルシマ

● 容量：５５０ml　● 入数：12
● 商品サイズ：60×60×195㎜
● 商品重量：680g　● 賞：2年

¥580（¥627）10003
小麦 大豆

大豆（アメリカ・カナダ産）、小麦（北米産）、食塩（オースト
ラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.0g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

丸大豆・小麦・天日塩を原
料にじっくり熟成した醤油
です。杉桶で造られた、円
熟した味、コク、香りは本
醸造醤油の逸品です。

純正こいくち醤油
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×290㎜
● 商品重量：1500g　● 賞：2年

¥700（¥756）10007
小麦 大豆

大豆（アメリカ・カナダ産）、小麦（北米産）、食塩（オースト
ラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.0g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

丸大豆・小麦・天日塩を原
料にじっくり熟成した醤油
です。杉桶で造られた、円
熟した味、コク、香りは本
醸造醤油の逸品です。

純正こいくち醤油
マルシマ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×400㎜
● 商品重量：3200g　● 賞：2年

¥1,170（¥1,264）10006
小麦 大豆

オーガニック大豆（中国産）、食塩（メキシコ産）

エネルギー 116kcal
たんぱく質 15.9g
脂質 0g
炭水化物 12.9g
食塩相当量 17.5g

栄養成分 100mlあたり

原料の大豆作りから最終
製品に至るまでオーガニッ
クであると認定された、最
高級のたまり醤油です。杉
桶にて１年半熟成していま
す。

オーガニックたまり醤油
丸又

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×205㎜
● 商品重量：680g　● 賞：2年

¥640（¥691）10182
大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）、アルコール

エネルギー 109kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.2g
炭水化物 10.5g
ナトリウム 3650mg

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使って作られた、塩
分が半分の天然醸造醤油
です。

減塩醤油
ヤマヒサ

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×218㎜
● 商品重量：1000g　● 賞：1年

¥850（¥918）10180
小麦 大豆

大豆（カナダ産）、小麦（カナダ産）、食塩（メキシコ・国内
産）

エネルギー 100kcal
たんぱく質 10.6g
炭水化物 14.5g
ナトリウム 3300mg
食塩相当量 8.4g

栄養成分 100mlあたり

丸大豆を１００％使用したＪ
ＡＳ規格特級・超特選の減
塩醤油です。長年培った追
い麹仕込等、技術を駆使
した製法で通常の濃口醤
油と比べてナトリウム分を
50％カットしました。

超特選 減塩醤油
チョーコー

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：85×85×262㎜
● 商品重量：1330g　● 賞：2年

¥680（¥734）10025
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、みりん（もち米：タイ産、米：国内産）、
砂糖、かつお節（かつお：日本・インドネシア・フィリピン
産他）、醸造酢（国内産）、魚貝エキス、食塩、こんぶエキス
（国内産）、酵母エキス

エネルギー 116kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 0g
炭水化物 24.3g
ナトリウム 3200mg
食塩相当量 8.1g

栄養成分 100mlあたり

本醸造しょうゆをベース
に、かつお・こんぶ風味に
仕上げた、マイルドで甘口
タイプのかけ専用しょうゆ
です。

だし入りかけ醤油
チョーコー

● 容量：４００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：73×73×198㎜
● 商品重量：770g　● 賞：18ヵ月

¥430（¥464）10040
小麦 大豆
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粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機大豆（石川県産他）、有機小麦（石川県産他）、食塩
（原塩：オーストラリア産他）

国内産有機原料を使った
有機ＪＡＳ認定の樽仕込み・
天然醸造醤油です。

有機しょうゆ・濃口
ヤマヒサ

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：65×65×218㎜
● 商品重量：900g　● 賞：2年

¥1,000（¥1,080）10181
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 95kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.1g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使い、約２年かけて
作られた杉樽仕込み醤油
です。火入れしておらず、
風味・コクが抜群です。

頑固“本生”濃口醤油
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年

¥1,030（¥1,112）10901
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 95kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.1g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使い、約２年かけて
作られた杉樽仕込み醤油
です。火入れしておらず、
風味・コクが抜群です。

頑固“本生”濃口醤油
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：1年

¥2,100（¥2,268）10170
小麦 大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）

エネルギー 83kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 0g
炭水化物 8.5g
食塩相当量 18g

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使って作られた、杉
樽仕込み醤油です。発酵
から熟成・圧搾までに約１
年をかけています。

頑固・淡口醤油
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年半

¥1,000（¥1,080）10902
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
二夏物の最高状態のモロ
ミを使用した天然醸造醤
油です。

純正濃口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：2年

¥750（¥810）10906
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
二夏物の最高状態のモロ
ミを使用した天然醸造醤
油です。

純正濃口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：2年

¥1,500（¥1,620）10173
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
最高状態のモロミを使用
した天然醸造のうすくち
醤油です。

純正淡口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：79.5×79.5×295㎜
● 商品重量：1250g　● 賞：1年半

¥750（¥810）10175
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

国内産の大豆、小麦を原
料に杉の木の大樽で昔な
がらの醸造方法で作った
最高状態のモロミを使用
した天然醸造のうすくち
醤油です。

純正淡口しょうゆ
ヤマヒサ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×400㎜
● 商品重量：3100g　● 賞：1年半

¥1,500（¥1,620）10179
小麦 大豆

大豆（福岡県産）、小麦（香川県・北海道産）、食塩（原塩：
オーストラリア産他）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 0g
炭水化物 9.1g
食塩相当量 17.3g

栄養成分 100ｇあたり

３年以上かけて造られた
再仕込醤油は、漬物、お刺
身など、かけ醤油として抜
群のおいしさです。料理に
少し加えるとコクが増しま
す。

豆しょう〈再仕込醤油〉
ヤマヒサ

● 容量：１４５ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：50×50×140㎜
● 商品重量：300g　● 賞：2年

¥480（¥518）10178
小麦 大豆

有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩

エネルギー 83kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 0g
炭水化物 11.1g
食塩相当量 14.5g

栄養成分 100mlあたり

国産の有機大豆と有機小
麦１００％、日本の伝統的な
製法（天然醸造法）にこだ
わった濃口醤油です。 

国産有機･旨しぼり醤油
海の精

● 容量：１ Ｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：85×85×278㎜
● 商品重量：1500g　● 賞：1年

¥1,550（¥1,674）10187
小麦 大豆

有機大豆（アメリカ産）、有機小麦（北海道産）、食塩（オー
ストラリア産）

エネルギー 82kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 0.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 14.7g

栄養成分 100gあたり

厳選した有機大豆、有機
小麦、天日塩を使用し、瀬
戸内海・小豆島にて杉樽で
熟成した醤油です。

有機杉樽しょうゆ・濃口
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×289㎜
● 商品重量：1460g　● 賞：2年

¥880（¥951）10005
小麦 大豆

有機大豆（アメリカ産）、有機小麦（北海道産）、食塩（オー
ストラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.0g
炭水化物 1.4g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

有機大豆、有機小麦、天日
塩を使用し、杉桶で造られ
た、有機ＪＡＳ認証の醤油で
す。使いやすい紙パック入
り。

有機純正醤油・紙パック
マルシマ

● 容量：５５０ml　● 入数：12
● 商品サイズ：60×60×195㎜
● 商品重量：680g　● 賞：2年

¥580（¥627）10003
小麦 大豆

大豆（アメリカ・カナダ産）、小麦（北米産）、食塩（オースト
ラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.0g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

丸大豆・小麦・天日塩を原
料にじっくり熟成した醤油
です。杉桶で造られた、円
熟した味、コク、香りは本
醸造醤油の逸品です。

純正こいくち醤油
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×290㎜
● 商品重量：1500g　● 賞：2年

¥700（¥756）10007
小麦 大豆

大豆（アメリカ・カナダ産）、小麦（北米産）、食塩（オースト
ラリア産）

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.0g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 大さじ1杯（15ml）あたり

丸大豆・小麦・天日塩を原
料にじっくり熟成した醤油
です。杉桶で造られた、円
熟した味、コク、香りは本
醸造醤油の逸品です。

純正こいくち醤油
マルシマ

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×400㎜
● 商品重量：3200g　● 賞：2年

¥1,170（¥1,264）10006
小麦 大豆

オーガニック大豆（中国産）、食塩（メキシコ産）

エネルギー 116kcal
たんぱく質 15.9g
脂質 0g
炭水化物 12.9g
食塩相当量 17.5g

栄養成分 100mlあたり

原料の大豆作りから最終
製品に至るまでオーガニッ
クであると認定された、最
高級のたまり醤油です。杉
桶にて１年半熟成していま
す。

オーガニックたまり醤油
丸又

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×205㎜
● 商品重量：680g　● 賞：2年

¥640（¥691）10182
大豆

大豆（岩手県産他）、小麦（岩手県産他）、食塩（原塩：オー
ストラリア産他）、アルコール

エネルギー 109kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.2g
炭水化物 10.5g
ナトリウム 3650mg

栄養成分 100gあたり

国内産の農薬不使用栽培
原料を使って作られた、塩
分が半分の天然醸造醤油
です。

減塩醤油
ヤマヒサ

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×218㎜
● 商品重量：1000g　● 賞：1年

¥850（¥918）10180
小麦 大豆

大豆（カナダ産）、小麦（カナダ産）、食塩（メキシコ・国内
産）

エネルギー 100kcal
たんぱく質 10.6g
炭水化物 14.5g
ナトリウム 3300mg
食塩相当量 8.4g

栄養成分 100mlあたり

丸大豆を１００％使用したＪ
ＡＳ規格特級・超特選の減
塩醤油です。長年培った追
い麹仕込等、技術を駆使
した製法で通常の濃口醤
油と比べてナトリウム分を
50％カットしました。

超特選 減塩醤油
チョーコー

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：85×85×262㎜
● 商品重量：1330g　● 賞：2年

¥680（¥734）10025
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、みりん（もち米：タイ産、米：国内産）、
砂糖、かつお節（かつお：日本・インドネシア・フィリピン
産他）、醸造酢（国内産）、魚貝エキス、食塩、こんぶエキス
（国内産）、酵母エキス

エネルギー 116kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 0g
炭水化物 24.3g
ナトリウム 3200mg
食塩相当量 8.1g

栄養成分 100mlあたり

本醸造しょうゆをベース
に、かつお・こんぶ風味に
仕上げた、マイルドで甘口
タイプのかけ専用しょうゆ
です。

だし入りかけ醤油
チョーコー

● 容量：４００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：73×73×198㎜
● 商品重量：770g　● 賞：18ヵ月

¥430（¥464）10040
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米（長野県産）、大豆（長野県産）、食塩

エネルギー 181kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 4g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 12.2g

栄養成分 100gあたり

長野県の契約栽培の大豆と米を使用し、仕込み、
醸造に至るまでこだわりぬいた信州味噌です。

無双信州味噌
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×82㎜
● 商品重量：530g　● 賞：10ヵ月

¥680（¥734）10544
大豆

有機大豆（秋田県・青森県産）、有機米（秋田県・青森県
産）、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 192kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 5.9g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 10.87g

栄養成分 100gあたり

国産の有機原料と伝統的
な製法にこだわった、昔懐
かしい風味の玄米味噌で
す。昔ながらの杉桶を用
い、加温速醸せず、じっくり
発酵・熟成しました。

国産有機・玄米味噌
海の精

● 容量：１ｋｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：105×65×210㎜
● 商品重量：1030g　● 賞：8ヵ月

¥1,450（¥1,566）10770
大豆

有機大豆（秋田県・青森県産）、有機大麦（岩手県産）、食
塩（伊豆大島産）

エネルギー 178kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 6.5g
炭水化物 21.9g
食塩相当量 11.15g

栄養成分 100gあたり

国産の有機原料と伝統的
な製法にこだわった、昔懐
かしい田舎風味の麦味噌
です。昔ながらの木桶を用
い、加温速醸せず、じっくり
熟成しました。

国産有機・麦味噌
海の精

● 容量：１ｋｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：105×65×210㎜
● 商品重量：1030g　● 賞：8ヵ月

¥1,360（¥1,469）10776
大豆

はだか麦（国内産）、大豆（カナダ産）、食塩（国内産）

エネルギー 207kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 3.7g
炭水化物 34.6g
食塩相当量 10.3g

栄養成分 100gあたり

国産のはだか麦を使用した、九州ならではの麦
みそです。“まろやかさ”と“うまみ”を大切に熟成
させました。熟成後に熱処理を行っていない「生
（なま）みそ」ですのでみそ本来の風味と香りが
引き立つ逸品です。

無添加 長崎麦みそ
チョーコー

● 容量：５００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：104×104×88㎜
● 商品重量：529g　● 賞：6ヵ月

¥400（¥432）10073
大豆

有機豆みそ（有機大豆：中国産、食塩）、有機米みそ（有機
大豆：中国産、有機米：中国産、食塩）、有機たまりしょうゆ
（有機大豆：中国産、食塩）

エネルギー 207kcal
たんぱく質 16.4g
脂質 8.4g
炭水化物 17.2g
ナトリウム 4.2mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の丸大豆のみを大豆麹とし、二夏二冬
の熟成期間を経た有機八丁味噌に有機栽培米
で醸造した米みそを合わせました。

有機赤だし
まるや

● 容量：５００ｇ　● 入数：4
● 商品サイズ：105×105×80㎜
● 商品重量：530g　● 賞：１年

¥855（¥923）10053
大豆

有機大豆（中国産）、食塩

エネルギー 231kcal
たんぱく質 18.4g
脂質 10.5g
炭水化物 16.8g
ナトリウム 4.2mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の丸大豆のみ
を大豆麹とし二夏二冬の
熟成期間を経た豆味噌で
す。非加熱、生詰めの八丁
味噌です。

有機八丁味噌
まるや

● 容量：４００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：200×145×20㎜
● 商品重量：415g　● 賞：１年半

¥760（¥821）10052
大豆

大豆（三河産）、食塩

エネルギー 245kcal
たんぱく質 20.1g
脂質 10.9g
炭水化物 16.7g
ナトリウム 4.1mg

栄養成分 100gあたり

三河産の丸大豆のみを大豆麹とし二夏二冬の
熟成期間を経た豆味噌です。非加熱、生詰めの
八丁味噌です。

三河産大豆の八丁味噌
まるや

● 容量：３００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×58㎜
● 商品重量：525g　● 賞：１年半

¥520（¥562）10063
大豆

有機米（アメリカ産）、有機大豆（中国産）、食塩

エネルギー 205kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 5.2g
炭水化物 29.9g
ナトリウム 2200mg
食塩相当量 5.6g

栄養成分 100gあたり

有機栽培の米・大豆を
１００％使用し、塩には沖縄
のシママースを使用した有
機白みそです。 

有機白みそ
冬季金光味噌

● 容量：３００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：120×160×20㎜
● 商品重量：310g　● 賞：5ヵ月

¥530（¥573）10495
大豆

白米（岡山県産）、大豆（岡山県産）、食塩

エネルギー 212kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 3.7g
炭水化物 37.1g
ナトリウム 2100mg

栄養成分 100gあたり

国産米・国産大豆・食塩の
みで造りました。色が薄く、
米麹の自然の甘さたっぷ
りのお味噌です。

白みそ
マルクラ

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：150×110×30㎜
● 商品重量：257g　● 賞：6ヵ月

¥250（¥270）10161
大豆

有機玄米（秋田県産）、塩（伊豆大島産）

エネルギー 161kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.6g
炭水化物 36.1g
食塩相当量 10.7g

栄養成分 100gあたり

有機玄米と伝統海塩「海
の精」を原料で作った万能
調味料です。魚や肉を漬け
たり、味付けやタレ作りに
使え、素材の旨みを引き出
します。おいしい麹の世界
が広がります。

国産有機玄米使用・塩麹
海の精

● 容量：１７０ｇ　● 入数：30
● 商品サイズ：92×50×142㎜
● 商品重量：183g　● 賞：1年

¥560（¥605）10074

白米

有機栽培された岡山県産
米のみを使用した米こう
じです。製こうじ機を使わ
ない昔ながらの手作りに
拘っています。

乾燥米こうじ・国産有機米使用
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥1,000（¥1,080）10076

玄米

有機栽培された岡山県産
米のみを使用した米こう
じです。製こうじ機を使わ
ない昔ながらの手作りに
拘っています。

乾燥玄米こうじ・国産有機米使用
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥1,000（¥1,080）10077

米（岡山県産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.5g
炭水化物 83.7g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

製こうじ機を使わない昔
ながらの手作りに拘ってい
ます。味噌・甘酒・塩こうじ
等にご利用いただけます。

国内産米こうじ・白米
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥650（¥702）10081

米（岡山県産）

エネルギー 378kcal
たんぱく質 7.1g
脂質 3.8g
炭水化物 78.8g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

製こうじ機を使わない昔
ながらの手作りに拘ってい
ます。味噌・甘酒・塩こうじ
等にご利用いただけます。

国内産米こうじ・玄米
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥650（¥702）10082

有機米（国産）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 5.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国産有機栽培米を使い、
じっくりと熟成させました。
純米酢の芳醇な香りと旨
み、まろやかなすっぱさが
大きな特徴です。

有機純米酢
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：83.1×83.1×262㎜
● 商品重量：1242g　● 賞：2年

¥800（¥864）10117

米（国内産）

上質な米と米麹だけを原
料に、酒（酢もろみ）造りを
経て伝統的な手法で造ら
れた、まろやかな酸味の純
米酢です。甘味のある香り
と旨味です。

本造り米酢
内堀醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×262㎜
● 商品重量：1300g　● 賞：2年

¥580（¥626）10113

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：570g　● 賞：2年

¥550（¥594）10818

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥700（¥756）10131
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米（長野県産）、大豆（長野県産）、食塩

エネルギー 181kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 4g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 12.2g

栄養成分 100gあたり

長野県の契約栽培の大豆と米を使用し、仕込み、
醸造に至るまでこだわりぬいた信州味噌です。

無双信州味噌
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：100×100×82㎜
● 商品重量：530g　● 賞：10ヵ月

¥680（¥734）10544
大豆

有機大豆（秋田県・青森県産）、有機米（秋田県・青森県
産）、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 192kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 5.9g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 10.87g

栄養成分 100gあたり

国産の有機原料と伝統的
な製法にこだわった、昔懐
かしい風味の玄米味噌で
す。昔ながらの杉桶を用
い、加温速醸せず、じっくり
発酵・熟成しました。

国産有機・玄米味噌
海の精

● 容量：１ｋｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：105×65×210㎜
● 商品重量：1030g　● 賞：8ヵ月

¥1,450（¥1,566）10770
大豆

有機大豆（秋田県・青森県産）、有機大麦（岩手県産）、食
塩（伊豆大島産）

エネルギー 178kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 6.5g
炭水化物 21.9g
食塩相当量 11.15g

栄養成分 100gあたり

国産の有機原料と伝統的
な製法にこだわった、昔懐
かしい田舎風味の麦味噌
です。昔ながらの木桶を用
い、加温速醸せず、じっくり
熟成しました。

国産有機・麦味噌
海の精

● 容量：１ｋｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：105×65×210㎜
● 商品重量：1030g　● 賞：8ヵ月

¥1,360（¥1,469）10776
大豆

はだか麦（国内産）、大豆（カナダ産）、食塩（国内産）

エネルギー 207kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 3.7g
炭水化物 34.6g
食塩相当量 10.3g

栄養成分 100gあたり

国産のはだか麦を使用した、九州ならではの麦
みそです。“まろやかさ”と“うまみ”を大切に熟成
させました。熟成後に熱処理を行っていない「生
（なま）みそ」ですのでみそ本来の風味と香りが
引き立つ逸品です。

無添加 長崎麦みそ
チョーコー

● 容量：５００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：104×104×88㎜
● 商品重量：529g　● 賞：6ヵ月

¥400（¥432）10073
大豆

有機豆みそ（有機大豆：中国産、食塩）、有機米みそ（有機
大豆：中国産、有機米：中国産、食塩）、有機たまりしょうゆ
（有機大豆：中国産、食塩）

エネルギー 207kcal
たんぱく質 16.4g
脂質 8.4g
炭水化物 17.2g
ナトリウム 4.2mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の丸大豆のみを大豆麹とし、二夏二冬
の熟成期間を経た有機八丁味噌に有機栽培米
で醸造した米みそを合わせました。

有機赤だし
まるや

● 容量：５００ｇ　● 入数：4
● 商品サイズ：105×105×80㎜
● 商品重量：530g　● 賞：１年

¥855（¥923）10053
大豆

有機大豆（中国産）、食塩

エネルギー 231kcal
たんぱく質 18.4g
脂質 10.5g
炭水化物 16.8g
ナトリウム 4.2mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の丸大豆のみ
を大豆麹とし二夏二冬の
熟成期間を経た豆味噌で
す。非加熱、生詰めの八丁
味噌です。

有機八丁味噌
まるや

● 容量：４００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：200×145×20㎜
● 商品重量：415g　● 賞：１年半

¥760（¥821）10052
大豆

大豆（三河産）、食塩

エネルギー 245kcal
たんぱく質 20.1g
脂質 10.9g
炭水化物 16.7g
ナトリウム 4.1mg

栄養成分 100gあたり

三河産の丸大豆のみを大豆麹とし二夏二冬の
熟成期間を経た豆味噌です。非加熱、生詰めの
八丁味噌です。

三河産大豆の八丁味噌
まるや

● 容量：３００ｇ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×58㎜
● 商品重量：525g　● 賞：１年半

¥520（¥562）10063
大豆

有機米（アメリカ産）、有機大豆（中国産）、食塩

エネルギー 205kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 5.2g
炭水化物 29.9g
ナトリウム 2200mg
食塩相当量 5.6g

栄養成分 100gあたり

有機栽培の米・大豆を
１００％使用し、塩には沖縄
のシママースを使用した有
機白みそです。 

有機白みそ
冬季金光味噌

● 容量：３００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：120×160×20㎜
● 商品重量：310g　● 賞：5ヵ月

¥530（¥573）10495
大豆

白米（岡山県産）、大豆（岡山県産）、食塩

エネルギー 212kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 3.7g
炭水化物 37.1g
ナトリウム 2100mg

栄養成分 100gあたり

国産米・国産大豆・食塩の
みで造りました。色が薄く、
米麹の自然の甘さたっぷ
りのお味噌です。

白みそ
マルクラ

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：150×110×30㎜
● 商品重量：257g　● 賞：6ヵ月

¥250（¥270）10161
大豆

有機玄米（秋田県産）、塩（伊豆大島産）

エネルギー 161kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.6g
炭水化物 36.1g
食塩相当量 10.7g

栄養成分 100gあたり

有機玄米と伝統海塩「海
の精」を原料で作った万能
調味料です。魚や肉を漬け
たり、味付けやタレ作りに
使え、素材の旨みを引き出
します。おいしい麹の世界
が広がります。

国産有機玄米使用・塩麹
海の精

● 容量：１７０ｇ　● 入数：30
● 商品サイズ：92×50×142㎜
● 商品重量：183g　● 賞：1年

¥560（¥605）10074

白米

有機栽培された岡山県産
米のみを使用した米こう
じです。製こうじ機を使わ
ない昔ながらの手作りに
拘っています。

乾燥米こうじ・国産有機米使用
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥1,000（¥1,080）10076

玄米

有機栽培された岡山県産
米のみを使用した米こう
じです。製こうじ機を使わ
ない昔ながらの手作りに
拘っています。

乾燥玄米こうじ・国産有機米使用
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥1,000（¥1,080）10077

米（岡山県産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.5g
炭水化物 83.7g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

製こうじ機を使わない昔
ながらの手作りに拘ってい
ます。味噌・甘酒・塩こうじ
等にご利用いただけます。

国内産米こうじ・白米
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥650（¥702）10081

米（岡山県産）

エネルギー 378kcal
たんぱく質 7.1g
脂質 3.8g
炭水化物 78.8g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

製こうじ機を使わない昔
ながらの手作りに拘ってい
ます。味噌・甘酒・塩こうじ
等にご利用いただけます。

国内産米こうじ・玄米
マルクラ

● 容量：５００ｇ　● 入数：10
● 商品サイズ：240×100×40㎜
● 商品重量：507g　● 賞：6ヵ月

¥650（¥702）10082

有機米（国産）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 5.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国産有機栽培米を使い、
じっくりと熟成させました。
純米酢の芳醇な香りと旨
み、まろやかなすっぱさが
大きな特徴です。

有機純米酢
マルシマ

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：83.1×83.1×262㎜
● 商品重量：1242g　● 賞：2年

¥800（¥864）10117

米（国内産）

上質な米と米麹だけを原
料に、酒（酢もろみ）造りを
経て伝統的な手法で造ら
れた、まろやかな酸味の純
米酢です。甘味のある香り
と旨味です。

本造り米酢
内堀醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×262㎜
● 商品重量：1300g　● 賞：2年

¥580（¥626）10113

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：570g　● 賞：2年

¥550（¥594）10818

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥700（¥756）10131
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×283㎜
● 商品重量：1290g　● 賞：2年

¥1,100（¥1,188）10118

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：106×106×399㎜
● 商品重量：2730g　● 賞：2年

¥1,800（¥1,944）10137

米（京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
の新米を、米酢と表示でき
る量の８倍使用。やさしい
香り、穏やかな酸味、円熟
の旨みが堪能できる極上
の純米酢。

富士酢プレミアム
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：575g　● 賞：2年

¥1,100（¥1,188）10819

米（京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
の新米を、米酢と表示でき
る量の８倍使用。やさしい
香り、穏やかな酸味、円熟
の旨みが堪能できる極上
の純米酢。

富士酢プレミアム
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：750g　● 賞：2年

¥1,400（¥1,512）10783

有機米（アメリカ産）

有機玄米から酒（酢もろ
み）を造り、さらに厳しい品
質管理のもとでじっくり時
間をかけて発酵させてつく
られた玄米酢です。

有機・玄米酢
内堀醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：72×72×200㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥510（¥551）10121

有機米（玄米）（国産）

エネルギー 7kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 0.003g

栄養成分 15mlあたり

黒酢独特のクセのある香
りが少なく、すっきりとした
味わいが特長です。普段
のお料理に使いやすい黒
酢です。

美濃有機玄米黒酢
内堀醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：24
● 商品サイズ：63×63×206㎜
● 商品重量：570g　● 賞：2年

¥700（¥756）10132

米（玄米：京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
玄米を、静置発酵・長期熟
成した黒酢。毎日の健康サ
ポートに、大さじ1杯を水や
ジュースで薄めてお飲み
下さい。

富士玄米黒酢
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：740g　● 賞：3年

¥1,600（¥1,728）10784

米（玄米：京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
玄米を、静置発酵・長期熟
成した黒酢。毎日の健康サ
ポートに、大さじ1杯を水や
ジュースで薄めてお飲み
下さい。

富士玄米黒酢
飯尾醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×283㎜
● 商品重量：1295g　● 賞：3年

¥2,500（¥2,700）10785

醸造酢（米酢、りんご酢）、砂糖、食塩、昆布かつおだし、
レモン果汁 

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 4.6g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 15mlあたり

旬の素材にかけるだけ、漬
けるだけでおいしく味が決
まります。

カンタン八芳酢
ムソー

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：64×64×205㎜
● 商品重量：650g　● 賞：1年

¥420（¥454）10966

米酢（米：京都府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、蜂蜜（ア
ルゼンチン産）、塩（オーストラリア原産・兵庫県加工）

炊きたてのご飯に合わせ
るだけ。甘みに粗糖と蜂
蜜を使用していますので、
コクと旨味がありご飯が
翌日までしっとり柔らかで
す。

富士すし酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：620g　● 賞：1年

¥600（¥648）10135
米酢（米：京都府産）、白たまり（小麦：愛知県産、食塩：伊
豆大島産、焼酎：愛知県産）、本みりん（もち米：岐阜県産、
米麹：岐阜県産、焼酎：岐阜県産）、砂糖（粗糖：鹿児島県
産）、鰹節（鹿児島県産）、昆布（北海道産）

利尻昆布と鹿児島の鰹節
の一番だしを純米富士酢
に合わせました。やわらか
い酸味はお酢が苦手な方
にもおすすめ。ごま油との
相性も抜群。

富士すのもの酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：590g　● 賞：1年

¥600（¥648）10786
小麦

米酢（京都府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、塩（オースト
ラリア原産・兵庫県加工）、ドライトマト（アメリカ産）、香
辛料（スリランカ・静岡県産）

きゅうり、にんじん、セロリ、
大根など、お好みの生野菜
をそのまま漬けるだけで、
美味しいピクルスが簡単
に作れます。

富士ピクル酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：610g　● 賞：1年

¥600（¥648）10792

有機りんご果汁（セルビア、アルゼンチン産他）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 2.6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

有機栽培りんごの果汁の
みを原料とし、昔ながらの
静置発酵法で作った、有機
ＪＡＳ認証の純りんご酢で
す。

有機アップルビネガー
ムソー

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：30×30×205㎜
● 商品重量：593g　● 賞：2年

¥380（¥410）10107

オーガニックレモン（イタリア産）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 7.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機レモンのストレート果
汁を１００％使用。焼魚やお
刺身に生レモンと同様に、
またレモネードや、焼酎な
どを割っても美味しくお飲
みいただけます。

オーガニックレモン100％しぼりたて
ムソー

● 容量：１８０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：55×55×172㎜
● 商品重量：360g　● 賞：9ヵ月

¥480（¥518）10150

有機ゆず（徳島県産）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.8g
炭水化物 7.5g
ナトリウム 4mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島特産有機ゆずを搾っ
た１００％天然果汁です。刺
身・酢の物・焼魚、鍋物に。
また焼酎などを割っても
美味しくお飲みいただけま
す。

有機ゆず果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥520（¥562）10142

有機すだち（徳島県産）

エネルギー 31kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 7.1g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島特産有機すだちを
搾った１００％天然果汁で
す。刺身・酢の物・焼魚、鍋
物に。また焼酎などを割っ
ても美味しくお飲みいただ
けます。

有機すだち果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥480（¥518）10148

有機レモン（徳島、愛媛、広島、香川、佐賀県産他）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 11.1g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

大変貴重な国産有機レモ
ンを搾った有機JAS認証
の100％天然ストレート果
汁です。 

国産有機レモン果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥540（¥583）10822

りんご果汁（青森県産）

青森県産りんご果汁から
造ったアップルワイン（酢
もろみ）をそのまま酢にし
ました。バーモントドリンク
に、サラダドレッシングに。

純りんご酢
内堀醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：72×72×200㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥520（¥562）10128
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×283㎜
● 商品重量：1290g　● 賞：2年

¥1,100（¥1,188）10118

米（京都府産）

原料は京都・丹後の農薬
不使用の新米を、米酢と表
示できる量の５倍使用。百
年以上伝わる昔ながらの
職人技で、静置発酵・長期
熟成させた芳醇なコクと
旨みの純米酢です。

純米富士酢
飯尾醸造

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：106×106×399㎜
● 商品重量：2730g　● 賞：2年

¥1,800（¥1,944）10137

米（京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
の新米を、米酢と表示でき
る量の８倍使用。やさしい
香り、穏やかな酸味、円熟
の旨みが堪能できる極上
の純米酢。

富士酢プレミアム
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：575g　● 賞：2年

¥1,100（¥1,188）10819

米（京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
の新米を、米酢と表示でき
る量の８倍使用。やさしい
香り、穏やかな酸味、円熟
の旨みが堪能できる極上
の純米酢。

富士酢プレミアム
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：750g　● 賞：2年

¥1,400（¥1,512）10783

有機米（アメリカ産）

有機玄米から酒（酢もろ
み）を造り、さらに厳しい品
質管理のもとでじっくり時
間をかけて発酵させてつく
られた玄米酢です。

有機・玄米酢
内堀醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：72×72×200㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥510（¥551）10121

有機米（玄米）（国産）

エネルギー 7kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 0.003g

栄養成分 15mlあたり

黒酢独特のクセのある香
りが少なく、すっきりとした
味わいが特長です。普段
のお料理に使いやすい黒
酢です。

美濃有機玄米黒酢
内堀醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：24
● 商品サイズ：63×63×206㎜
● 商品重量：570g　● 賞：2年

¥700（¥756）10132

米（玄米：京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
玄米を、静置発酵・長期熟
成した黒酢。毎日の健康サ
ポートに、大さじ1杯を水や
ジュースで薄めてお飲み
下さい。

富士玄米黒酢
飯尾醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：72×72×228㎜
● 商品重量：740g　● 賞：3年

¥1,600（¥1,728）10784

米（玄米：京都府産）

京都・丹後の農薬不使用
玄米を、静置発酵・長期熟
成した黒酢。毎日の健康サ
ポートに、大さじ1杯を水や
ジュースで薄めてお飲み
下さい。

富士玄米黒酢
飯尾醸造

● 容量：９００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：82×82×283㎜
● 商品重量：1295g　● 賞：3年

¥2,500（¥2,700）10785

醸造酢（米酢、りんご酢）、砂糖、食塩、昆布かつおだし、
レモン果汁 

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 4.6g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 15mlあたり

旬の素材にかけるだけ、漬
けるだけでおいしく味が決
まります。

カンタン八芳酢
ムソー

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：64×64×205㎜
● 商品重量：650g　● 賞：1年

¥420（¥454）10966

米酢（米：京都府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、蜂蜜（ア
ルゼンチン産）、塩（オーストラリア原産・兵庫県加工）

炊きたてのご飯に合わせ
るだけ。甘みに粗糖と蜂
蜜を使用していますので、
コクと旨味がありご飯が
翌日までしっとり柔らかで
す。

富士すし酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：620g　● 賞：1年

¥600（¥648）10135
米酢（米：京都府産）、白たまり（小麦：愛知県産、食塩：伊
豆大島産、焼酎：愛知県産）、本みりん（もち米：岐阜県産、
米麹：岐阜県産、焼酎：岐阜県産）、砂糖（粗糖：鹿児島県
産）、鰹節（鹿児島県産）、昆布（北海道産）

利尻昆布と鹿児島の鰹節
の一番だしを純米富士酢
に合わせました。やわらか
い酸味はお酢が苦手な方
にもおすすめ。ごま油との
相性も抜群。

富士すのもの酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：590g　● 賞：1年

¥600（¥648）10786
小麦

米酢（京都府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、塩（オースト
ラリア原産・兵庫県加工）、ドライトマト（アメリカ産）、香
辛料（スリランカ・静岡県産）

きゅうり、にんじん、セロリ、
大根など、お好みの生野菜
をそのまま漬けるだけで、
美味しいピクルスが簡単
に作れます。

富士ピクル酢
飯尾醸造

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：65×65×210㎜
● 商品重量：610g　● 賞：1年

¥600（¥648）10792

有機りんご果汁（セルビア、アルゼンチン産他）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 2.6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

有機栽培りんごの果汁の
みを原料とし、昔ながらの
静置発酵法で作った、有機
ＪＡＳ認証の純りんご酢で
す。

有機アップルビネガー
ムソー

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：30×30×205㎜
● 商品重量：593g　● 賞：2年

¥380（¥410）10107

オーガニックレモン（イタリア産）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 7.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機レモンのストレート果
汁を１００％使用。焼魚やお
刺身に生レモンと同様に、
またレモネードや、焼酎な
どを割っても美味しくお飲
みいただけます。

オーガニックレモン100％しぼりたて
ムソー

● 容量：１８０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：55×55×172㎜
● 商品重量：360g　● 賞：9ヵ月

¥480（¥518）10150

有機ゆず（徳島県産）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.8g
炭水化物 7.5g
ナトリウム 4mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島特産有機ゆずを搾っ
た１００％天然果汁です。刺
身・酢の物・焼魚、鍋物に。
また焼酎などを割っても
美味しくお飲みいただけま
す。

有機ゆず果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥520（¥562）10142

有機すだち（徳島県産）

エネルギー 31kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 7.1g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島特産有機すだちを
搾った１００％天然果汁で
す。刺身・酢の物・焼魚、鍋
物に。また焼酎などを割っ
ても美味しくお飲みいただ
けます。

有機すだち果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥480（¥518）10148

有機レモン（徳島、愛媛、広島、香川、佐賀県産他）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 11.1g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

大変貴重な国産有機レモ
ンを搾った有機JAS認証
の100％天然ストレート果
汁です。 

国産有機レモン果汁
ヒカリ

● 容量：１００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：45×45×142㎜
● 商品重量：247g　● 賞：9ヵ月

¥540（¥583）10822

りんご果汁（青森県産）

青森県産りんご果汁から
造ったアップルワイン（酢
もろみ）をそのまま酢にし
ました。バーモントドリンク
に、サラダドレッシングに。

純りんご酢
内堀醸造

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：72×72×200㎜
● 商品重量：740g　● 賞：2年

¥520（¥562）10128
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機梅（奈良県産）、食塩、有機しそ（奈良県産）

エネルギー 22kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.3g
炭水化物 4.7g
食塩相当量 18.6g

栄養成分 100gあたり

有機梅干からできあがる、
しその香り豊かな梅酢で
す。お料理の素材を大切
にし、風味豊かに仕上げま
す。酢の物、ドレッシング、
おすしのシャリなどにもお
使いいただけます。

有機・梅酢〈赤〉
ムソー

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：53×53×204㎜
● 商品重量：495g　● 賞：8ヵ月

¥380（¥410）10772

有機梅（奈良県産）、食塩

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.3g
炭水化物 4.8g
食塩相当量 18.5g

栄養成分 100gあたり

有機梅干からできあがる、
昔ながらの梅酢です。お料
理の素材を大切にし、風味
豊かに仕上げます。酢の
物、ドレッシング、おすしの
シャリなどにもお使いいた
だけます。

有機・梅酢〈白〉
ムソー

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：53×53×204㎜
● 商品重量：495g　● 賞：8ヵ月

¥380（¥410）10773

梅（奈良県産）、食塩、しそ（奈良県産）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.4g
炭水化物 4.7g
食塩相当量 18.7g

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の青梅を
梅干に漬け込んだ時に上
がってきた昔ながらの、し
その香り豊かな梅酢です。

国内産・梅酢〈赤〉
無双本舗

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：62×62×218㎜
● 商品重量：670g　● 賞：1年

¥460（¥497）10151

梅（奈良県産）、食塩

エネルギー 26kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 5.5g
食塩相当量 19.2g

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の青梅を
梅干に漬け込んだ時に上
がってきた梅酢です。

国内産・梅酢〈白〉
無双本舗

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：62×62×218㎜
● 商品重量：670g　● 賞：1年

¥460（¥497）10152

梅（奈良県、和歌山県、三重県産）、有機シソ（奈良県、和
歌山県産）、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 25kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 5.4g
食塩相当量 16.76g

栄養成分 100mlあたり

奈良吉野や紀州の梅と有
機シソを伝統海塩「海の
精」で漬けた紅玉梅干の
梅酢です。

紅玉梅酢
海の精

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：24
● 商品サイズ：58×58×150㎜
● 商品重量：396g　● 賞：1年

¥490（¥529）10780

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

エネルギー 83kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.0g
炭水化物 2.6g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

国産の米と米こうじが発
酵したもろみに、伝統海塩
「海の精」を2％加えて出
来た、料理用のお酒です。

みやこの料理酒
ムソー

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：70×70×262㎜
● 商品重量：930g　● 賞：1年半

¥720（¥778）10095

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

日本酒の基となる｢もろみ
（原酒）｣からできた料理
用醗酵調味料です。酒の
風味とみりんの旨みを併
せ持ち、あらゆる料理に使
えます。

味の母
味の一

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×295㎜
● 商品重量：1270g　● 賞：1年

¥810（¥875）10102

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

日本酒の基となる｢もろみ
（原酒）｣からできた料理
用醗酵調味料です。酒の
風味とみりんの旨みを併
せ持ち、あらゆる料理に使
えます。

味の母
味の一

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×400㎜
● 商品重量：3080g　● 賞：1年

¥1,730（¥1,868）10101

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 91.44g

栄養成分 100gあたり

素材の“甘さ”と“旨さ”を引
き出すお塩です。料理の下
味をつける際、振り塩とし
て料理に旨みをプラスで
きます。

海の精・あらしおドライ
海の精

● 容量：１５０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：103×40×132㎜
● 商品重量：155g　● 賞：—

¥430（¥464）10493

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：１７０ｇ　● 入数：48
● 商品サイズ：155×120×12㎜
● 商品重量：175g　● 賞：—

¥430（¥464）10420

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：２４０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：165×125×15㎜
● 商品重量：249g　● 賞：—

¥600（¥648）10417

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：３５０ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：170×135×20㎜
● 商品重量：355g　● 賞：—

¥860（¥929）10421

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：210×145×20㎜
● 商品重量：511g　● 賞：—

¥1,200（¥1,296）10416

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：７６０ｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：200×165×25㎜
● 商品重量：765g　● 賞：—

¥1,720（¥1,858）10422

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈ビン入〉
海の精

● 容量：６０ｇ　● 入数：30
● 商品サイズ：40×40×88㎜
● 商品重量：150g　● 賞：—

¥420（¥454）10425

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈詰替用〉
海の精

● 容量：６０ｇ　● 入数：60
● 商品サイズ：91×91×10㎜
● 商品重量：64g　● 賞：—

¥240（¥259）10426

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈スタンドパック〉
海の精

● 容量：１５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：90×42×145㎜
● 商品重量：158g　● 賞：—

¥560（¥605）10428

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.38g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する国産の塩です。
海水だけを原料にし、日本
で最初の独自の天日採塩
法で作っています。

海の精・ほししお
海の精

● 容量：２４０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：165×125×18㎜
● 商品重量：249g　● 賞：—

¥750（¥810）10427
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機梅（奈良県産）、食塩、有機しそ（奈良県産）

エネルギー 22kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.3g
炭水化物 4.7g
食塩相当量 18.6g

栄養成分 100gあたり

有機梅干からできあがる、
しその香り豊かな梅酢で
す。お料理の素材を大切
にし、風味豊かに仕上げま
す。酢の物、ドレッシング、
おすしのシャリなどにもお
使いいただけます。

有機・梅酢〈赤〉
ムソー

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：53×53×204㎜
● 商品重量：495g　● 賞：8ヵ月

¥380（¥410）10772

有機梅（奈良県産）、食塩

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.3g
炭水化物 4.8g
食塩相当量 18.5g

栄養成分 100gあたり

有機梅干からできあがる、
昔ながらの梅酢です。お料
理の素材を大切にし、風味
豊かに仕上げます。酢の
物、ドレッシング、おすしの
シャリなどにもお使いいた
だけます。

有機・梅酢〈白〉
ムソー

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：20
● 商品サイズ：53×53×204㎜
● 商品重量：495g　● 賞：8ヵ月

¥380（¥410）10773

梅（奈良県産）、食塩、しそ（奈良県産）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.4g
炭水化物 4.7g
食塩相当量 18.7g

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の青梅を
梅干に漬け込んだ時に上
がってきた昔ながらの、し
その香り豊かな梅酢です。

国内産・梅酢〈赤〉
無双本舗

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：62×62×218㎜
● 商品重量：670g　● 賞：1年

¥460（¥497）10151

梅（奈良県産）、食塩

エネルギー 26kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 5.5g
食塩相当量 19.2g

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の青梅を
梅干に漬け込んだ時に上
がってきた梅酢です。

国内産・梅酢〈白〉
無双本舗

● 容量：３６０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：62×62×218㎜
● 商品重量：670g　● 賞：1年

¥460（¥497）10152

梅（奈良県、和歌山県、三重県産）、有機シソ（奈良県、和
歌山県産）、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 25kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 5.4g
食塩相当量 16.76g

栄養成分 100mlあたり

奈良吉野や紀州の梅と有
機シソを伝統海塩「海の
精」で漬けた紅玉梅干の
梅酢です。

紅玉梅酢
海の精

● 容量：２００ｍｌ　● 入数：24
● 商品サイズ：58×58×150㎜
● 商品重量：396g　● 賞：1年

¥490（¥529）10780

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

エネルギー 83kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.0g
炭水化物 2.6g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

国産の米と米こうじが発
酵したもろみに、伝統海塩
「海の精」を2％加えて出
来た、料理用のお酒です。

みやこの料理酒
ムソー

● 容量：５００ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：70×70×262㎜
● 商品重量：930g　● 賞：1年半

¥720（¥778）10095

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

日本酒の基となる｢もろみ
（原酒）｣からできた料理
用醗酵調味料です。酒の
風味とみりんの旨みを併
せ持ち、あらゆる料理に使
えます。

味の母
味の一

● 容量：７２０ｍｌ　● 入数：12
● 商品サイズ：80×80×295㎜
● 商品重量：1270g　● 賞：1年

¥810（¥875）10102

米（国内産）、米こうじ（国内産）、食塩

日本酒の基となる｢もろみ
（原酒）｣からできた料理
用醗酵調味料です。酒の
風味とみりんの旨みを併
せ持ち、あらゆる料理に使
えます。

味の母
味の一

● 容量：１．８ Ｌ　● 入数：6
● 商品サイズ：105×105×400㎜
● 商品重量：3080g　● 賞：1年

¥1,730（¥1,868）10101

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 91.44g

栄養成分 100gあたり

素材の“甘さ”と“旨さ”を引
き出すお塩です。料理の下
味をつける際、振り塩とし
て料理に旨みをプラスで
きます。

海の精・あらしおドライ
海の精

● 容量：１５０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：103×40×132㎜
● 商品重量：155g　● 賞：—

¥430（¥464）10493

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：１７０ｇ　● 入数：48
● 商品サイズ：155×120×12㎜
● 商品重量：175g　● 賞：—

¥430（¥464）10420

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：２４０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：165×125×15㎜
● 商品重量：249g　● 賞：—

¥600（¥648）10417

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：３５０ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：170×135×20㎜
● 商品重量：355g　● 賞：—

¥860（¥929）10421

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：210×145×20㎜
● 商品重量：511g　● 賞：—

¥1,200（¥1,296）10416

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 86.36g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する、国産の塩です。
海水だけを太陽と風の力
で濃縮し、火の力で丹念に
炊き上げた塩です。

海の精・あらしお
海の精

● 容量：７６０ｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：200×165×25㎜
● 商品重量：765g　● 賞：—

¥1,720（¥1,858）10422

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈ビン入〉
海の精

● 容量：６０ｇ　● 入数：30
● 商品サイズ：40×40×88㎜
● 商品重量：150g　● 賞：—

¥420（¥454）10425

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈詰替用〉
海の精

● 容量：６０ｇ　● 入数：60
● 商品サイズ：91×91×10㎜
● 商品重量：64g　● 賞：—

¥240（¥259）10426

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.98g

栄養成分 100gあたり

昔なつかしい国産（伊豆大
島）のにがり分を含む伝統
海塩を、さらさらの焼塩に
しました。コクのあるマイル
ドな味に仕上げました。

海の精・やきしお〈スタンドパック〉
海の精

● 容量：１５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：90×42×145㎜
● 商品重量：158g　● 賞：—

¥560（¥605）10428

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.38g

栄養成分 100gあたり

伊豆大島で海水から直接
生産する国産の塩です。
海水だけを原料にし、日本
で最初の独自の天日採塩
法で作っています。

海の精・ほししお
海の精

● 容量：２４０ｇ　● 入数：36
● 商品サイズ：165×125×18㎜
● 商品重量：249g　● 賞：—

¥750（¥810）10427
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 4700mg

栄養成分 100mlあたり

海の精の生産過程で生ま
れるにがり液をベースに、
ミネラルバランスを整えた
ものです。にがり不足の現
代人に安心の一滴。

濃厚にがり液・海の調べ
海の精

● 容量：５０ｍｌ　● 入数：30
● 商品サイズ：40×40×100㎜
● 商品重量：95g　● 賞：5年

¥390（¥421）10391

海水（沖縄県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 91.1g

栄養成分 100gあたり

沖縄の海水を100%原料
にしています。塩味はまろ
やかでコクがあり、ほのか
な甘みが感じられ、あらゆ
るお料理に合います。

沖縄の海水塩青い海
青い海

● 容量：５００ｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：180×146×44㎜
● 商品重量：520g　● 賞：—

¥530（¥572）10485

天日塩（メキシコまたはオーストラリア産）、海水（沖縄県
産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.2g

栄養成分 100gあたり

輸入の天日塩（メキシコま
たはオーストラリア産）を沖
縄の海水で溶かし、平釡で
じっくりと煮詰めて造りま
した。まろやかな塩味が特
徴です。

沖縄の塩　シママース
青い海

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：235×155×25㎜
● 商品重量：1020g　● 賞：—

¥370（¥400）10406

天日塩（オーストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウム

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 36000mg

栄養成分 100gあたり

赤穂に伝わる差塩(苦汁を
加える)製法で自然環境に
配慮し、オーストラリア産
天日塩とにがりを原料にし
て国内製造しています。

赤穂の天塩〈粗塩〉
天塩

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：227×154×22㎜
● 商品重量：1022g　● 賞：—

¥380（¥410）10401

天日塩（韓国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.2g

栄養成分 100ｇあたり

昔ながらの塩田で作った
粗塩を、特許製法により
８００℃以上の高熱で焼成
しました。キパワーソルト
は酸化した物質の酸素を
切り離すパワー（還元力）
がある塩です。

キパワーソルト・容器入
キパワー

● 容量：２３０g　● 入数：48
● 商品サイズ：55×55×130㎜
● 商品重量：275g　● 賞：—

¥1,500（¥1,620）10396

天日塩（韓国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.2g

栄養成分 100ｇあたり

昔ながらの塩田で作った
粗塩を、特許製法により
８００℃以上の高熱で焼成
しました。キパワーソルト
は酸化した物質の酸素を
切り離すパワー（還元力）
がある塩です。

キパワーソルト
キパワー

● 容量：２５０ｇ　● 入数：48
● 商品サイズ：20×130×215㎜
● 商品重量：260g　● 賞：—

¥1,500（¥1,620）10400

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 99.0g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ伏流水で、内蒙古
自治区ジランタイの塩湖
から生まれた湖水塩。何億
年かけたミネラルバランス
は、人体生理に優しい古代
塩です。

モンゴル塩
木曽路物産

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：98×48×190㎜
● 商品重量：265g　● 賞：—

¥500（¥540）10395

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 99.0g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ伏流水で、内蒙古
自治区ジランタイの塩湖
から生まれた湖水塩。何億
年かけたミネラルバランス
は、人体生理に優しい古代
塩です。

モンゴル塩（ミル付き）
木曽路物産

● 容量：50ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：40×40×115㎜
● 商品重量：144g　● 賞：—

¥980（¥1,078）10397

岩塩（パキスタン産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 98.3g

栄養成分 100gあたり

約３億8000年前に地殻変
動で閉じ込められた太古
の海の化石です。ピンク色
のイオウ成分は、料理に不
思議なアクセントを加えま
す。

ヒマラヤ岩塩
木曽路物産

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：98×48×190㎜
● 商品重量：261g　● 賞：—

¥570（¥616）10405

岩塩（パキスタン産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 98.3g

栄養成分 100gあたり

約３億8000年前に地殻変
動で閉じ込められた太古
の海の化石です。ピンク色
のイオウ成分は、料理に不
思議なアクセントを加えま
す。

ヒマラヤ岩塩（ミル付き）
木曽路物産

● 容量：５０ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：40×40×115㎜
● 商品重量：144g　● 賞：—

¥980（¥1,078）10433

原料糖（てんさい（北海道））、糖蜜（てんさい（北海道））

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 98g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

「てんさい含蜜糖」の粉末
タイプです。サッと溶ける
ので、お料理はもちろん、
お菓子作りにも大変使い
やすいタイプです。

北海道産・てんさい含蜜糖・粉末
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：220×55×120㎜
● 商品重量：510g　● 賞：—

¥400（¥432）10504

原料糖（てんさい（北海道））、糖蜜（てんさい（北海道））

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 98g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

北海道産の甜菜（砂糖大根
〔ビート〕）を原料に作られ
た、蜜分を含んだ「てんさ
い含蜜糖」です。

北海道産・てんさい含蜜糖
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：220×55×120㎜
● 商品重量：510g　● 賞：—

¥400（¥432）10432

粗糖（さとうきび：沖縄県産）

エネルギー 395kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 99g
食塩相当量 0～0.03g

栄養成分 100gあたり

沖縄のサトウキビのみを原
料につくられた粗糖を使
い、精製を控えてつくりま
した。サラサラで使いやす
い砂糖です。

優糖精
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：220×170×30㎜
● 商品重量：1020g　● 賞：1年

¥590（¥637）10441

粗糖（さとうきび：鹿児島県種子島産）

エネルギー 398kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 99.3g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

鹿児島県種子島産のさと
うきびから作りました。しっ
とりとした茶褐色で光沢
のある結晶の、風味豊かな
粗精製糖です。

粗精糖
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：250×200×25㎜
● 商品重量：1008g　● 賞：—

¥550（¥594）10440

さとうきび（タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・
フィリピン・沖縄県他）、てん菜（北海道産）

しっとりとして使いやすく、
コクあるやさしい風味の
砂糖です。カラメル色素は
使用していません。

三温糖
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：260×200×25㎜
● 商品重量：1008g　● 賞：—

¥520（¥562）10430

原料糖（サトウキビ：鹿児島県産）

エネルギー 398kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 99.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

鹿児島産サトウキビから
精製を抑えた原料糖を釡
で炊き上げて作りました。
色付けをしていない自然
な色合い、風味が特徴で
す。

鹿児島県産三温糖
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：225×150×35㎜
● 商品重量：505g　● 賞：—

¥500（¥540）10470

有機サトウキビ（ブラジル産）

エネルギー 400kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 100g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

ブラジルサンパウロ近郊
の広大な農場で栽培され
たサトウキビから作られた
有機砂糖です。

有機　砂糖
むそう

● 容量：４００ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：35×120×180㎜
● 商品重量：410g　● 賞：—

¥500（¥540）10456

有機てんさい（リトアニア産）

エネルギー 400kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 100g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

リトアニアの広大な大地で
有機栽培された甜菜（砂
糖大根）100%使用したて
んさい糖です。

有機てんさい糖
むそう

● 容量：４００ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：205×130×70㎜
● 商品重量：408g　● 賞：—

¥500（¥540）10458
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

海水（伊豆大島産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 4700mg

栄養成分 100mlあたり

海の精の生産過程で生ま
れるにがり液をベースに、
ミネラルバランスを整えた
ものです。にがり不足の現
代人に安心の一滴。

濃厚にがり液・海の調べ
海の精

● 容量：５０ｍｌ　● 入数：30
● 商品サイズ：40×40×100㎜
● 商品重量：95g　● 賞：5年

¥390（¥421）10391

海水（沖縄県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 91.1g

栄養成分 100gあたり

沖縄の海水を100%原料
にしています。塩味はまろ
やかでコクがあり、ほのか
な甘みが感じられ、あらゆ
るお料理に合います。

沖縄の海水塩青い海
青い海

● 容量：５００ｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：180×146×44㎜
● 商品重量：520g　● 賞：—

¥530（¥572）10485

天日塩（メキシコまたはオーストラリア産）、海水（沖縄県
産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 93.2g

栄養成分 100gあたり

輸入の天日塩（メキシコま
たはオーストラリア産）を沖
縄の海水で溶かし、平釡で
じっくりと煮詰めて造りま
した。まろやかな塩味が特
徴です。

沖縄の塩　シママース
青い海

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：235×155×25㎜
● 商品重量：1020g　● 賞：—

¥370（¥400）10406

天日塩（オーストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウム

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 36000mg

栄養成分 100gあたり

赤穂に伝わる差塩(苦汁を
加える)製法で自然環境に
配慮し、オーストラリア産
天日塩とにがりを原料にし
て国内製造しています。

赤穂の天塩〈粗塩〉
天塩

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：227×154×22㎜
● 商品重量：1022g　● 賞：—

¥380（¥410）10401

天日塩（韓国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.2g

栄養成分 100ｇあたり

昔ながらの塩田で作った
粗塩を、特許製法により
８００℃以上の高熱で焼成
しました。キパワーソルト
は酸化した物質の酸素を
切り離すパワー（還元力）
がある塩です。

キパワーソルト・容器入
キパワー

● 容量：２３０g　● 入数：48
● 商品サイズ：55×55×130㎜
● 商品重量：275g　● 賞：—

¥1,500（¥1,620）10396

天日塩（韓国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 92.2g

栄養成分 100ｇあたり

昔ながらの塩田で作った
粗塩を、特許製法により
８００℃以上の高熱で焼成
しました。キパワーソルト
は酸化した物質の酸素を
切り離すパワー（還元力）
がある塩です。

キパワーソルト
キパワー

● 容量：２５０ｇ　● 入数：48
● 商品サイズ：20×130×215㎜
● 商品重量：260g　● 賞：—

¥1,500（¥1,620）10400

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 99.0g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ伏流水で、内蒙古
自治区ジランタイの塩湖
から生まれた湖水塩。何億
年かけたミネラルバランス
は、人体生理に優しい古代
塩です。

モンゴル塩
木曽路物産

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：98×48×190㎜
● 商品重量：265g　● 賞：—

¥500（¥540）10395

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 99.0g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ伏流水で、内蒙古
自治区ジランタイの塩湖
から生まれた湖水塩。何億
年かけたミネラルバランス
は、人体生理に優しい古代
塩です。

モンゴル塩（ミル付き）
木曽路物産

● 容量：50ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：40×40×115㎜
● 商品重量：144g　● 賞：—

¥980（¥1,078）10397

岩塩（パキスタン産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 98.3g

栄養成分 100gあたり

約３億8000年前に地殻変
動で閉じ込められた太古
の海の化石です。ピンク色
のイオウ成分は、料理に不
思議なアクセントを加えま
す。

ヒマラヤ岩塩
木曽路物産

● 容量：２５０ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：98×48×190㎜
● 商品重量：261g　● 賞：—

¥570（¥616）10405

岩塩（パキスタン産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 98.3g

栄養成分 100gあたり

約３億8000年前に地殻変
動で閉じ込められた太古
の海の化石です。ピンク色
のイオウ成分は、料理に不
思議なアクセントを加えま
す。

ヒマラヤ岩塩（ミル付き）
木曽路物産

● 容量：５０ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：40×40×115㎜
● 商品重量：144g　● 賞：—

¥980（¥1,078）10433

原料糖（てんさい（北海道））、糖蜜（てんさい（北海道））

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 98g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

「てんさい含蜜糖」の粉末
タイプです。サッと溶ける
ので、お料理はもちろん、
お菓子作りにも大変使い
やすいタイプです。

北海道産・てんさい含蜜糖・粉末
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：220×55×120㎜
● 商品重量：510g　● 賞：—

¥400（¥432）10504

原料糖（てんさい（北海道））、糖蜜（てんさい（北海道））

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 98g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

北海道産の甜菜（砂糖大根
〔ビート〕）を原料に作られ
た、蜜分を含んだ「てんさ
い含蜜糖」です。

北海道産・てんさい含蜜糖
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：220×55×120㎜
● 商品重量：510g　● 賞：—

¥400（¥432）10432

粗糖（さとうきび：沖縄県産）

エネルギー 395kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 99g
食塩相当量 0～0.03g

栄養成分 100gあたり

沖縄のサトウキビのみを原
料につくられた粗糖を使
い、精製を控えてつくりま
した。サラサラで使いやす
い砂糖です。

優糖精
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：220×170×30㎜
● 商品重量：1020g　● 賞：1年

¥590（¥637）10441

粗糖（さとうきび：鹿児島県種子島産）

エネルギー 398kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 99.3g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

鹿児島県種子島産のさと
うきびから作りました。しっ
とりとした茶褐色で光沢
のある結晶の、風味豊かな
粗精製糖です。

粗精糖
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：15
● 商品サイズ：250×200×25㎜
● 商品重量：1008g　● 賞：—

¥550（¥594）10440

さとうきび（タイ・オーストラリア・南アフリカ・ブラジル・
フィリピン・沖縄県他）、てん菜（北海道産）

しっとりとして使いやすく、
コクあるやさしい風味の
砂糖です。カラメル色素は
使用していません。

三温糖
ムソー

● 容量：１ｋｇ　● 入数：12
● 商品サイズ：260×200×25㎜
● 商品重量：1008g　● 賞：—

¥520（¥562）10430

原料糖（サトウキビ：鹿児島県産）

エネルギー 398kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 99.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

鹿児島産サトウキビから
精製を抑えた原料糖を釡
で炊き上げて作りました。
色付けをしていない自然
な色合い、風味が特徴で
す。

鹿児島県産三温糖
ムソー

● 容量：５００ｇ　● 入数：20
● 商品サイズ：225×150×35㎜
● 商品重量：505g　● 賞：—

¥500（¥540）10470

有機サトウキビ（ブラジル産）

エネルギー 400kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 100g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

ブラジルサンパウロ近郊
の広大な農場で栽培され
たサトウキビから作られた
有機砂糖です。

有機　砂糖
むそう

● 容量：４００ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：35×120×180㎜
● 商品重量：410g　● 賞：—

¥500（¥540）10456

有機てんさい（リトアニア産）

エネルギー 400kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 100g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

リトアニアの広大な大地で
有機栽培された甜菜（砂
糖大根）100%使用したて
んさい糖です。

有機てんさい糖
むそう

● 容量：４００ｇ　● 入数：24
● 商品サイズ：205×130×70㎜
● 商品重量：408g　● 賞：—

¥500（¥540）10458
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

羅漢果（中国広西省産）

エネルギー 222kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 54.8g
ナトリウム 765mg

栄養成分 100gあたり

中国広西省の生羅漢果エ
キスを１００％使用。原液に
対して水で希釈したり、他
の甘味料を混合しており
ません。焙煎した羅漢果実
を使用していないため上
品な甘みです。

エキストラバージン羅漢果
オルター

●容量：３０ｍｌ　●入数：60
●商品サイズ：120×35×160㎜
●商品重量：110g　●賞：3年

¥2,381（¥2,571）10480

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

北海道・滝川産の「キザキ
ノナタネ」の原料を使用し、
一番搾り（圧搾法）の油の
みを独特の製法で仕上げ
ました。

国産なたね油
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×207㎜
●商品重量：681g　●賞：1年半

¥850（¥918）10597

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

日本初の国産菜種使用の
なたねサラダ油　北海道・
滝川産の「キザキノナタネ」
の原料を使用し、一番搾り
（圧搾法）の油のみを独特
の製法でサラダ油に仕上
げました。

国産なたねサラダ油
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×207㎜
●商品重量：680g　●賞：1年半

¥900（¥972）10600

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

日本初の国産菜種使用の
なたねサラダ油　北海道・
滝川産の「キザキノナタネ」
の原料を使用し、一番搾り
（圧搾法）の油のみを独特
の製法でサラダ油に仕上
げました。

国産なたねサラダ油PET
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：965g　●賞：1年半

¥1,200（¥1,296）10604

食用なたね油（なたね：オーストラリア産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

遺伝子組換えされていな
い菜種原料の圧搾一番搾
り油のみを使用していま
す。エコな紙パック入りで、
使用後は小さく折り畳ん
で処理できます。

純正なたねサラダ油
ムソー

●容量：６００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：85×85×150㎜
●商品重量：648g　●賞：1年半

¥700（¥756）10596

食用なたね油（なたね：オーストラリア産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

遺伝子組換えされていな
い菜種原料の圧搾一番搾
り油のみを使用していま
す。エコな紙パック入りで、
使用後は小さく折り畳ん
で処理できます。

純正なたねサラダ油
ムソー

●容量：１２５０ｇ　●入数：8
●商品サイズ：85×85×245㎜
●商品重量：1317g　●賞：1年半

¥1,220（¥1,318）10595

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
ほどよく煎って搾り、豊か
な香りを引き出した圧搾
一番しぼりの胡麻油です。
熱風焙煎と生しぼり未精
製の2種類を組み合わせ
ることで、深い香りと香ば
しい特長があります。 

圧搾一番しぼり 胡麻油
ムソー

●容量：卓上用１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：54.7×54.7×160㎜
●商品重量：349g　●賞：1年半

¥600（¥648）10629

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
ほどよく煎って搾り、豊か
な香りを引き出した圧搾
一番しぼりの胡麻油です。
熱風焙煎と生しぼり未精
製の2種類を組み合わせ
ることで、深い香りと香ば
しい特長があります。 

圧搾一番しぼり 胡麻油
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：955g　●賞：1年

¥2,270（¥2,452）10630

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
焙煎せずに蒸して圧搾し
た胡麻油です。焙煎胡麻
油独特の香りがなく、色も
ほぼ透明ですが、ごま本
来の旨みがある胡麻油で
す。

煎らずに搾った 胡麻油
ムソー

●容量：卓上用１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：54.7×54.7×160㎜
●商品重量：349g　●賞：1年半

¥610（¥659）10634

有機ココヤシの花蜜（インドネシア産）、有機マンゴスティ
ンの花蜜（インドネシア産）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 1g
脂質 0.2g
炭水化物 94.1g
ナトリウム 226mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界中で
絶賛されているミラクルフー
ドです。黄色い花の花蜜を煮
詰めたものがココヤシシュガー
（無精製花蜜糖）です。人気
の理由は何といってもGI値の
低い天然糖であることです。

オーガニックココヤシシュガー
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：60×105×220㎜
●商品重量：258g　●賞：—

¥1,000（¥1,080）10505

有機ココヤシシュガー（インドネシア産）、有機シナモンパ
ウダー（スリランカ産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.5g
炭水化物 85.9g
ナトリウム 78mg

栄養成分 100gあたり

ココナッツシュガーの甘さ
とシナモンの香りが食欲
をそそります。シナモントー
ストやコーヒーや紅茶、焼
きフルーツ（りんご・バナ
ナ）など幅広くご利用いた
だけます。

有機シナモンココナッツシュガー
桜井

●容量：３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：40×40×102㎜
●商品重量：129g　●賞：2年

¥450（¥486）10540

粗糖（さとうきび）：国内産（南西諸島）、黒糖（さとうき
び）：国内産（南西諸島）、糖蜜（さとうきび）：国内産（南西
諸島）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 95.4g
食塩相当量 0.04g
カルシウム 120mg

栄養成分 100gあたり

国産（南西諸島）の原料を
使用しています。南西諸島
の黒糖は淡い茶色をして
おり見た目には白く見えま
すが、口どけが良くマイル
ドな風味があり飽きのこ
ない美味しさです。

粉末黒糖
日本デイリー

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：120×30×200㎜
●商品重量：320g　●賞：12ヵ月

¥340（¥367）10462

果糖（国内産）、羅漢果（中国産）

エネルギー 3.9kcal
たんぱく質 0.01g
脂質 0.02g
炭水化物 0.95g
食塩相当量 0.0003g

栄養成分 1gあたり

中国桂林市で契約栽培さ
れた羅漢果果実を煎じて
高度に濃縮した羅漢果エ
キスを顆粒状にしました。
ショ糖は使用していませ
ん。

羅漢果顆粒ゴールド
環境科学

●容量：５００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×190×20㎜
●商品重量：510g　●賞：2年

¥2,838（¥3,065）10451

果糖（国内産）、羅漢果（中国産）

エネルギー 3.8kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0.02g
炭水化物 0.94g
食塩相当量 0.0001g

栄養成分 1gあたり

中国桂林市で契約栽培さ
れた羅漢果を使用。特殊
製法の生エキスを濃縮顆
粒状にしているので、クセ
が少なく料理の味を損な
いません。

生･羅漢果顆粒
環境科学

●容量：５００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×190×20㎜
●商品重量：510g　●賞：2年

¥2,838（¥3,065）10452

もち米（国内産）、大麦麦芽（大麦：カナダ産）

昔ながらの手法を取り入
れ、国産もち米１００％で作
られた米飴です。お菓子作
りやコーヒー・紅茶の甘味
料や、あめ湯にご利用くだ
さい。

もち米飴
ムソー

●容量：２６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×75㎜
●商品重量：450g　●賞：1年

¥750（¥810）10450

有機栽培砂糖（ブラジル産）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9g
ナトリウム 0mg

栄養成分 1個（15g）あたり

有機栽培された原料を使
用したシロップです。デ
ザートやお料理にもご使
用ください。

オーガニックシロップ
サクラ食品

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：140×40×175㎜
●商品重量：140g　●賞：1年

¥189（¥204）10449

オーガニック砂糖楓の樹液（カナダ産）

エネルギー 270kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 67g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

有機栽培された砂糖楓の
樹液を何時間も煮詰めた、
ちょっと贅沢なメープルシ
ロップです。グレードは「グ
レードAアンバーリッチテ
イスト」。

オーガニックメープルシロップ
むそう

●容量：３３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：87×38×174㎜
●商品重量：620g　●賞：3年

¥1,180（¥1,274）10509

有機ブルーアガベ（メキシコ産）

エネルギー 308kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 77.8g
糖質 76.8g
食物繊維 1g
食塩相当量 0.024g

栄養成分 100gあたり

高級テキーラの原料でも
あるリュウゼツラン科アガ
ベ属「ブルーアガベ」を原
料とした、１００％天然甘味
料です。　ＧＩ値 21

有機アガベ・シロップゴールド
アルマテラ

●容量：３３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×33×166㎜
●商品重量：364g　●賞：3年

¥600（¥648）10477
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ペースト
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海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
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羅漢果（中国広西省産）

エネルギー 222kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 54.8g
ナトリウム 765mg

栄養成分 100gあたり

中国広西省の生羅漢果エ
キスを１００％使用。原液に
対して水で希釈したり、他
の甘味料を混合しており
ません。焙煎した羅漢果実
を使用していないため上
品な甘みです。

エキストラバージン羅漢果
オルター

●容量：３０ｍｌ　●入数：60
●商品サイズ：120×35×160㎜
●商品重量：110g　●賞：3年

¥2,381（¥2,571）10480

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

北海道・滝川産の「キザキ
ノナタネ」の原料を使用し、
一番搾り（圧搾法）の油の
みを独特の製法で仕上げ
ました。

国産なたね油
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×207㎜
●商品重量：681g　●賞：1年半

¥850（¥918）10597

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

日本初の国産菜種使用の
なたねサラダ油　北海道・
滝川産の「キザキノナタネ」
の原料を使用し、一番搾り
（圧搾法）の油のみを独特
の製法でサラダ油に仕上
げました。

国産なたねサラダ油
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×207㎜
●商品重量：680g　●賞：1年半

¥900（¥972）10600

食用なたね油（なたね：北海道産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

日本初の国産菜種使用の
なたねサラダ油　北海道・
滝川産の「キザキノナタネ」
の原料を使用し、一番搾り
（圧搾法）の油のみを独特
の製法でサラダ油に仕上
げました。

国産なたねサラダ油PET
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：965g　●賞：1年半

¥1,200（¥1,296）10604

食用なたね油（なたね：オーストラリア産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

遺伝子組換えされていな
い菜種原料の圧搾一番搾
り油のみを使用していま
す。エコな紙パック入りで、
使用後は小さく折り畳ん
で処理できます。

純正なたねサラダ油
ムソー

●容量：６００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：85×85×150㎜
●商品重量：648g　●賞：1年半

¥700（¥756）10596

食用なたね油（なたね：オーストラリア産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

遺伝子組換えされていな
い菜種原料の圧搾一番搾
り油のみを使用していま
す。エコな紙パック入りで、
使用後は小さく折り畳ん
で処理できます。

純正なたねサラダ油
ムソー

●容量：１２５０ｇ　●入数：8
●商品サイズ：85×85×245㎜
●商品重量：1317g　●賞：1年半

¥1,220（¥1,318）10595

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
ほどよく煎って搾り、豊か
な香りを引き出した圧搾
一番しぼりの胡麻油です。
熱風焙煎と生しぼり未精
製の2種類を組み合わせ
ることで、深い香りと香ば
しい特長があります。 

圧搾一番しぼり 胡麻油
ムソー

●容量：卓上用１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：54.7×54.7×160㎜
●商品重量：349g　●賞：1年半

¥600（¥648）10629

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
ほどよく煎って搾り、豊か
な香りを引き出した圧搾
一番しぼりの胡麻油です。
熱風焙煎と生しぼり未精
製の2種類を組み合わせ
ることで、深い香りと香ば
しい特長があります。 

圧搾一番しぼり 胡麻油
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：955g　●賞：1年

¥2,270（¥2,452）10630

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
焙煎せずに蒸して圧搾し
た胡麻油です。焙煎胡麻
油独特の香りがなく、色も
ほぼ透明ですが、ごま本
来の旨みがある胡麻油で
す。

煎らずに搾った 胡麻油
ムソー

●容量：卓上用１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：54.7×54.7×160㎜
●商品重量：349g　●賞：1年半

¥610（¥659）10634

有機ココヤシの花蜜（インドネシア産）、有機マンゴスティ
ンの花蜜（インドネシア産）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 1g
脂質 0.2g
炭水化物 94.1g
ナトリウム 226mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界中で
絶賛されているミラクルフー
ドです。黄色い花の花蜜を煮
詰めたものがココヤシシュガー
（無精製花蜜糖）です。人気
の理由は何といってもGI値の
低い天然糖であることです。

オーガニックココヤシシュガー
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：60×105×220㎜
●商品重量：258g　●賞：—

¥1,000（¥1,080）10505

有機ココヤシシュガー（インドネシア産）、有機シナモンパ
ウダー（スリランカ産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.5g
炭水化物 85.9g
ナトリウム 78mg

栄養成分 100gあたり

ココナッツシュガーの甘さ
とシナモンの香りが食欲
をそそります。シナモントー
ストやコーヒーや紅茶、焼
きフルーツ（りんご・バナ
ナ）など幅広くご利用いた
だけます。

有機シナモンココナッツシュガー
桜井

●容量：３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：40×40×102㎜
●商品重量：129g　●賞：2年

¥450（¥486）10540

粗糖（さとうきび）：国内産（南西諸島）、黒糖（さとうき
び）：国内産（南西諸島）、糖蜜（さとうきび）：国内産（南西
諸島）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 95.4g
食塩相当量 0.04g
カルシウム 120mg

栄養成分 100gあたり

国産（南西諸島）の原料を
使用しています。南西諸島
の黒糖は淡い茶色をして
おり見た目には白く見えま
すが、口どけが良くマイル
ドな風味があり飽きのこ
ない美味しさです。

粉末黒糖
日本デイリー

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：120×30×200㎜
●商品重量：320g　●賞：12ヵ月

¥340（¥367）10462

果糖（国内産）、羅漢果（中国産）

エネルギー 3.9kcal
たんぱく質 0.01g
脂質 0.02g
炭水化物 0.95g
食塩相当量 0.0003g

栄養成分 1gあたり

中国桂林市で契約栽培さ
れた羅漢果果実を煎じて
高度に濃縮した羅漢果エ
キスを顆粒状にしました。
ショ糖は使用していませ
ん。

羅漢果顆粒ゴールド
環境科学

●容量：５００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×190×20㎜
●商品重量：510g　●賞：2年

¥2,838（¥3,065）10451

果糖（国内産）、羅漢果（中国産）

エネルギー 3.8kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0.02g
炭水化物 0.94g
食塩相当量 0.0001g

栄養成分 1gあたり

中国桂林市で契約栽培さ
れた羅漢果を使用。特殊
製法の生エキスを濃縮顆
粒状にしているので、クセ
が少なく料理の味を損な
いません。

生･羅漢果顆粒
環境科学

●容量：５００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×190×20㎜
●商品重量：510g　●賞：2年

¥2,838（¥3,065）10452

もち米（国内産）、大麦麦芽（大麦：カナダ産）

昔ながらの手法を取り入
れ、国産もち米１００％で作
られた米飴です。お菓子作
りやコーヒー・紅茶の甘味
料や、あめ湯にご利用くだ
さい。

もち米飴
ムソー

●容量：２６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：72×72×75㎜
●商品重量：450g　●賞：1年

¥750（¥810）10450

有機栽培砂糖（ブラジル産）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9g
ナトリウム 0mg

栄養成分 1個（15g）あたり

有機栽培された原料を使
用したシロップです。デ
ザートやお料理にもご使
用ください。

オーガニックシロップ
サクラ食品

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：140×40×175㎜
●商品重量：140g　●賞：1年

¥189（¥204）10449

オーガニック砂糖楓の樹液（カナダ産）

エネルギー 270kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 67g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

有機栽培された砂糖楓の
樹液を何時間も煮詰めた、
ちょっと贅沢なメープルシ
ロップです。グレードは「グ
レードAアンバーリッチテ
イスト」。

オーガニックメープルシロップ
むそう

●容量：３３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：87×38×174㎜
●商品重量：620g　●賞：3年

¥1,180（¥1,274）10509

有機ブルーアガベ（メキシコ産）

エネルギー 308kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 77.8g
糖質 76.8g
食物繊維 1g
食塩相当量 0.024g

栄養成分 100gあたり

高級テキーラの原料でも
あるリュウゼツラン科アガ
ベ属「ブルーアガベ」を原
料とした、１００％天然甘味
料です。　ＧＩ値 21

有機アガベ・シロップゴールド
アルマテラ

●容量：３３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×33×166㎜
●商品重量：364g　●賞：3年

¥600（¥648）10477
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
焙煎せずに蒸して圧搾し
た胡麻油です。焙煎胡麻
油独特の香りがなく、色も
ほぼ透明ですが、ごま本
来の旨みがある胡麻油で
す。

煎らずに搾った 胡麻油
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：965g　●賞：1年

¥2,300（¥2,484）10635

オーガニック食用オリーブ油

エネルギー 921kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

スペイン南部アンダルシ
アの広大なオリーブ農園
で栽培されたオリーブの
実を使用。化学溶剤を使
わず、30℃以下で低温圧
搾したエクストラバージン
オリーブオイルです。

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle）
むそう

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：52×52×169㎜
●商品重量：380g　●賞：540日

¥840（¥907）10647

オーガニック食用オリーブ油

エネルギー 921kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

スペイン南部アンダルシ
アの広大なオリーブ農園
で栽培されたオリーブの
実を使用。化学溶剤を使
わず、30℃以下で低温圧
搾したエクストラバージン
オリーブオイルです。

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle）
むそう

●容量：４６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：65×65×205㎜
●商品重量：810g　●賞：540日

¥1,850（¥1,998）10651

有機食用オリーブ油（イタリア産）

エネルギー 912kcal
たんぱく質 0g
脂質 97.7g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

イタリアのシシリー島で有
機栽培されたオリーブの
完熟した実を圧搾したエ
キストラ・バージンオリーブ
油です。

オーガニックエキストラバージンオリーブ油
桜井

●容量：４３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×200㎜
●商品重量：855g　●賞：1年10ヵ月

¥2,300（¥2,484）10628

食用オリーブ油（オリーブ果実：小豆島産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

手 間を掛けて育てた
１００％小豆島産のオリー
ブを使用したエキストラ
バージンオリーブオイルで
す。

小豆島手摘みオリーブオイル
ヤマヒサ

●容量：１８０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：55×55×195㎜
●商品重量：410g　●賞：1年半

限定¥4,000（¥4,320）10646

オーガニックやし油

エネルギー 891kcal
たんぱく質 0g
脂質 99g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるコ
コナッツ。加熱に強く、健
康志向の方に人気です。

オーガニックバージンココナッツオイル
むそう

●容量：185ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：347g　●賞：1年4ヵ月

¥950（¥1,026）10958

食用こめ油（米糠：国内産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産原料（玄米表皮・胚芽）
から搾った安心な植物油
です。加熱安定性に優れ
ているので、揚げ物･炒め
物にも適しています。

まいにちのこめ油
三和油脂

●容量：１５００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：85×85×300㎜
●商品重量：1600g　●賞：2年

¥1,050（¥1,134）10638

食用えごま油 

エネルギー 897kcal
たんぱく質 0.33g
脂質 99.9g
炭水化物 0g
ナトリウム 3.43mg

栄養成分 100gあたり

シソ科の一種であるえ
ごまの種を、加熱せずに
50℃以下で低温圧搾す
る製造特許で作った「生搾
り」の油です。農薬を使うこ
となく、契約農家の手で育
てられた韓国産エゴマ種
子だけを使用しています。 

えごま油(低温圧搾)
池栄青果

●容量：165ｇ　●入数：20
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：445g　●賞：1年半

¥1,600（¥1,728）10895

サチャインチ種子油 

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
   n-3系脂肪酸 48g
コレステロール 0mg
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
r-トコフェロール
 141mg

栄養成分 100gあたり

オメガ3が豊富で強力な
抗酸化力を持つビタミンE
を多く含んでいます。

インカグリーンナッツインカインチオイル
ｱﾙｺｲﾘｽ

●容量：180ｇ　●入数：24
●商品サイズ：43×43×185㎜
●商品重量：424g　●賞：1年半

¥1,650（¥1,782）10627

食用ごま油（ごま：パラグアイ産）、唐辛子（中国産）、ネ
ギ（山口県産）、にんにく（国内産）、生姜（国内産）、山椒
（中国産）、桂皮（ベトナム産）、八角（中国産）、陳皮（中
国産）

エネルギー 919kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 99.8g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

一番絞りの胡麻油を使用
したラー油です。唐辛子の
辛さだけでなく７種類の香
辛料のうま味と胡麻油の
もつうま味が凝縮した逸
品です。

一番搾り胡麻油使用・辣油
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：40×40×105㎜
●商品重量：144g　●賞：2年

¥600（¥648）10632

有機野菜・果実（りんご、たまねぎ、にんにく、レモン、トマ
ト、みかん）、有機醸造酢（りんご酢、米酢）、糖類（有機糖
みつ、有機砂糖）、食塩、有機醤油（大豆・小麦を含む）、香
辛料、こんぶ（北海道産）

エネルギー 105kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.2g
炭水化物 25.2g
食塩相当量 7.6g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、さっぱ
り味の有機ウスターソース
です。

有機ウスターソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：2年

¥390（¥421）10218
小麦 大豆

有機野菜・果実（にんじん：国内産、トマト：アメリカ産他、
たまねぎ：国内産、その他）、有機醸造酢（りんご酢、米
酢）、糖類（有機糖みつ、有機砂糖）、食塩、有機コーン
スターチ、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含む）、こんぶ
（北海道産）

エネルギー 111kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.2g
炭水化物 27g
食塩相当量 7.4g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、少し辛
口の有機中濃ソースです。

有機中濃ソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：1年半

¥390（¥421）10219
小麦 大豆

有機野菜・果実（にんじん：国内産、トマト：アメリカ産他、
みかん：国内産、その他）、有機醸造酢（りんご酢、米酢）、
糖類（有機糖みつ、有機砂糖）、食塩、有機コーンスター
チ、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含む）、こんぶ（北海
道産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 6.6g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、甘口の
有機濃厚ソースです。

有機濃厚ソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：1年半

¥390（¥421）10220
小麦 大豆

有機野菜・果実（りんご：セルビア・アルゼンチン・トルコ・
ニュージーランド・国内産他、にんじん：国内産、トマト：ア
メリカ・国内産等、その他：国内産等）、有機醸造酢（りん
ご酢、米酢）、食塩、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含
む、大豆：遺伝子組み換えでない）、有機こんにゃく粉、麦
芽水飴

エネルギー 105kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 25.3g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実を原材料
の約９０％を占めるほど贅
沢に使用し、野菜・果実の
甘味を引き出した有機中
濃ソースです。

職人の夢・有機中濃ソース
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：420g　●賞：1年半

¥500（¥540）10223
小麦 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、トマト、みかん、にんにく、にん
じん：すべて国内産）、醸造酢（米酢）、糖類（砂糖、有機糖
みつ）、食塩、香辛料

エネルギー 111kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 7.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培の玉ねぎ・
トマト・みかん・にんにく・人
参の持つ本来の甘みをい
かしたウスターソースで
す。

ウスターソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：2年

¥350（¥378）10202

有機野菜・果実（有機たまねぎ、有機みかん、有機にんじ
ん、有機トマト、有機にんにく、有機レモン）、醸造酢（米酢
（米（国内産）））、糖類(砂糖、有機糖みつ)、食塩、 でん
粉、香辛料 

エネルギー 107kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 26.3g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実の
持つ本来の甘味を生かし、
香辛料を効かせた、少し辛
口の中濃ソースです。

中濃ソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10197

有機野菜・果実（たまねぎ：国内産、にんじん：国内産、
みかん：国内産、トマト、にんにく、レモン）、米酢（米（国
産））、糖類（砂糖、有機糖みつ）、食塩、でん粉、香辛料

エネルギー 116kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 28.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培の玉ね
ぎ・人参・みかん・トマト・に
んにく・レモンの持つ本
来の甘みを生かした濃厚
ソースです。

濃厚ソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10206 有機野菜・果実（有機たまねぎ、有機トマト、有機にんじ
ん、有機みかん、有機にんにく、有機レモン、有機ゆず、
有機しいたけ）、糖類（有機糖蜜、砂糖）、醸造酢（米酢（米
（国内産）））、食塩、さいしこみ醤油（大豆・小麦：国内
産）、香辛料、オイスターエキス（かき：広島県産）、魚醤（イ
カ：日本近海）、こんぶ（北海道産）、かつお節（国内産）、
有機米醗酵調味料

エネルギー 118kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.1g
炭水化物 26.6g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

国産有機野菜・果実が持つ自然
の甘さを生かし、有機糖蜜、さい
しこみ醤油、オイスターエキスと
魚醤で、やきそばソースらしい、
旨みとコクと色を出しました。

やきそばソース
ヒカリ

●容量：２９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：490g　●賞：2年

¥390（¥421）10855
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

食用ごま油（ごま：ナイジェリア、タンザニア、ブルキナ
ファソ等）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

精選された原料のごまを
焙煎せずに蒸して圧搾し
た胡麻油です。焙煎胡麻
油独特の香りがなく、色も
ほぼ透明ですが、ごま本
来の旨みがある胡麻油で
す。

煎らずに搾った 胡麻油
ムソー

●容量：９１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：92×92×232㎜
●商品重量：965g　●賞：1年

¥2,300（¥2,484）10635

オーガニック食用オリーブ油

エネルギー 921kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

スペイン南部アンダルシ
アの広大なオリーブ農園
で栽培されたオリーブの
実を使用。化学溶剤を使
わず、30℃以下で低温圧
搾したエクストラバージン
オリーブオイルです。

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle）
むそう

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：52×52×169㎜
●商品重量：380g　●賞：540日

¥840（¥907）10647

オーガニック食用オリーブ油

エネルギー 921kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

スペイン南部アンダルシ
アの広大なオリーブ農園
で栽培されたオリーブの
実を使用。化学溶剤を使
わず、30℃以下で低温圧
搾したエクストラバージン
オリーブオイルです。

オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle）
むそう

●容量：４６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：65×65×205㎜
●商品重量：810g　●賞：540日

¥1,850（¥1,998）10651

有機食用オリーブ油（イタリア産）

エネルギー 912kcal
たんぱく質 0g
脂質 97.7g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

イタリアのシシリー島で有
機栽培されたオリーブの
完熟した実を圧搾したエ
キストラ・バージンオリーブ
油です。

オーガニックエキストラバージンオリーブ油
桜井

●容量：４３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×200㎜
●商品重量：855g　●賞：1年10ヵ月

¥2,300（¥2,484）10628

食用オリーブ油（オリーブ果実：小豆島産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

手 間を掛けて育てた
１００％小豆島産のオリー
ブを使用したエキストラ
バージンオリーブオイルで
す。

小豆島手摘みオリーブオイル
ヤマヒサ

●容量：１８０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：55×55×195㎜
●商品重量：410g　●賞：1年半

限定¥4,000（¥4,320）10646

オーガニックやし油

エネルギー 891kcal
たんぱく質 0g
脂質 99g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるコ
コナッツ。加熱に強く、健
康志向の方に人気です。

オーガニックバージンココナッツオイル
むそう

●容量：185ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：347g　●賞：1年4ヵ月

¥950（¥1,026）10958

食用こめ油（米糠：国内産）

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産原料（玄米表皮・胚芽）
から搾った安心な植物油
です。加熱安定性に優れ
ているので、揚げ物･炒め
物にも適しています。

まいにちのこめ油
三和油脂

●容量：１５００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：85×85×300㎜
●商品重量：1600g　●賞：2年

¥1,050（¥1,134）10638

食用えごま油 

エネルギー 897kcal
たんぱく質 0.33g
脂質 99.9g
炭水化物 0g
ナトリウム 3.43mg

栄養成分 100gあたり

シソ科の一種であるえ
ごまの種を、加熱せずに
50℃以下で低温圧搾す
る製造特許で作った「生搾
り」の油です。農薬を使うこ
となく、契約農家の手で育
てられた韓国産エゴマ種
子だけを使用しています。 

えごま油(低温圧搾)
池栄青果

●容量：165ｇ　●入数：20
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：445g　●賞：1年半

¥1,600（¥1,728）10895

サチャインチ種子油 

エネルギー 900kcal
たんぱく質 0g
脂質 100g
   n-3系脂肪酸 48g
コレステロール 0mg
炭水化物 0g
食塩相当量 0g
r-トコフェロール
 141mg

栄養成分 100gあたり

オメガ3が豊富で強力な
抗酸化力を持つビタミンE
を多く含んでいます。

インカグリーンナッツインカインチオイル
ｱﾙｺｲﾘｽ

●容量：180ｇ　●入数：24
●商品サイズ：43×43×185㎜
●商品重量：424g　●賞：1年半

¥1,650（¥1,782）10627

食用ごま油（ごま：パラグアイ産）、唐辛子（中国産）、ネ
ギ（山口県産）、にんにく（国内産）、生姜（国内産）、山椒
（中国産）、桂皮（ベトナム産）、八角（中国産）、陳皮（中
国産）

エネルギー 919kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 99.8g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

一番絞りの胡麻油を使用
したラー油です。唐辛子の
辛さだけでなく７種類の香
辛料のうま味と胡麻油の
もつうま味が凝縮した逸
品です。

一番搾り胡麻油使用・辣油
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：40×40×105㎜
●商品重量：144g　●賞：2年

¥600（¥648）10632

有機野菜・果実（りんご、たまねぎ、にんにく、レモン、トマ
ト、みかん）、有機醸造酢（りんご酢、米酢）、糖類（有機糖
みつ、有機砂糖）、食塩、有機醤油（大豆・小麦を含む）、香
辛料、こんぶ（北海道産）

エネルギー 105kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.2g
炭水化物 25.2g
食塩相当量 7.6g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、さっぱ
り味の有機ウスターソース
です。

有機ウスターソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：2年

¥390（¥421）10218
小麦 大豆

有機野菜・果実（にんじん：国内産、トマト：アメリカ産他、
たまねぎ：国内産、その他）、有機醸造酢（りんご酢、米
酢）、糖類（有機糖みつ、有機砂糖）、食塩、有機コーン
スターチ、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含む）、こんぶ
（北海道産）

エネルギー 111kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.2g
炭水化物 27g
食塩相当量 7.4g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、少し辛
口の有機中濃ソースです。

有機中濃ソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：1年半

¥390（¥421）10219
小麦 大豆

有機野菜・果実（にんじん：国内産、トマト：アメリカ産他、
みかん：国内産、その他）、有機醸造酢（りんご酢、米酢）、
糖類（有機糖みつ、有機砂糖）、食塩、有機コーンスター
チ、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含む）、こんぶ（北海
道産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 6.6g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実の本来の
甘さを引き出した、甘口の
有機濃厚ソースです。

有機濃厚ソース
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：485g　●賞：1年半

¥390（¥421）10220
小麦 大豆

有機野菜・果実（りんご：セルビア・アルゼンチン・トルコ・
ニュージーランド・国内産他、にんじん：国内産、トマト：ア
メリカ・国内産等、その他：国内産等）、有機醸造酢（りん
ご酢、米酢）、食塩、香辛料、有機醤油（大豆・小麦を含
む、大豆：遺伝子組み換えでない）、有機こんにゃく粉、麦
芽水飴

エネルギー 105kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 25.3g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

有機野菜・果実を原材料
の約９０％を占めるほど贅
沢に使用し、野菜・果実の
甘味を引き出した有機中
濃ソースです。

職人の夢・有機中濃ソース
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：420g　●賞：1年半

¥500（¥540）10223
小麦 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、トマト、みかん、にんにく、にん
じん：すべて国内産）、醸造酢（米酢）、糖類（砂糖、有機糖
みつ）、食塩、香辛料

エネルギー 111kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 7.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培の玉ねぎ・
トマト・みかん・にんにく・人
参の持つ本来の甘みをい
かしたウスターソースで
す。

ウスターソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：2年

¥350（¥378）10202

有機野菜・果実（有機たまねぎ、有機みかん、有機にんじ
ん、有機トマト、有機にんにく、有機レモン）、醸造酢（米酢
（米（国内産）））、糖類(砂糖、有機糖みつ)、食塩、 でん
粉、香辛料 

エネルギー 107kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 26.3g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実の
持つ本来の甘味を生かし、
香辛料を効かせた、少し辛
口の中濃ソースです。

中濃ソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10197

有機野菜・果実（たまねぎ：国内産、にんじん：国内産、
みかん：国内産、トマト、にんにく、レモン）、米酢（米（国
産））、糖類（砂糖、有機糖みつ）、食塩、でん粉、香辛料

エネルギー 116kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 28.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培の玉ね
ぎ・人参・みかん・トマト・に
んにく・レモンの持つ本
来の甘みを生かした濃厚
ソースです。

濃厚ソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10206 有機野菜・果実（有機たまねぎ、有機トマト、有機にんじ
ん、有機みかん、有機にんにく、有機レモン、有機ゆず、
有機しいたけ）、糖類（有機糖蜜、砂糖）、醸造酢（米酢（米
（国内産）））、食塩、さいしこみ醤油（大豆・小麦：国内
産）、香辛料、オイスターエキス（かき：広島県産）、魚醤（イ
カ：日本近海）、こんぶ（北海道産）、かつお節（国内産）、
有機米醗酵調味料

エネルギー 118kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.1g
炭水化物 26.6g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

国産有機野菜・果実が持つ自然
の甘さを生かし、有機糖蜜、さい
しこみ醤油、オイスターエキスと
魚醤で、やきそばソースらしい、
旨みとコクと色を出しました。

やきそばソース
ヒカリ

●容量：２９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：490g　●賞：2年

¥390（¥421）10855
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機野菜・果実（たまねぎ、みかん、にんじん、トマト、レモ
ン、ゆず、にんにく、しいたけ）、糖類(砂糖、有機糖みつ)、
有機醸造酢（米酢）、食塩、でんぷん、醤油（大豆・小麦を
含む）、魚醤（いかを含む）、香辛料、こんぶ

エネルギー 131kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実か
ら作った、マイルドな甘口
ソースです。 お好み焼き
に、たこやき・焼きそばにも
合います。

お好みソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10214
小麦 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、にんじん、みかん、トマト、レモ
ン、にんにく、ゆず、しいたけ）、糖類(砂糖、有機糖みつ)、
醸造酢（米酢）、食塩、でん粉、醤油(大豆・小麦を含む)、
オイスターエキス、魚醤（イカを含む）、こんぶ、香辛料、み
りん、かつお節 

エネルギー 129kcal
たんぱく質 2.0g
脂質 0g
炭水化物 30.3g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実を使用し、
こんぶ・かつおだし風味の関西
風お好みソース。マイルドな甘
口に仕上げているので、お好み
焼きだけでなく、たこ焼きや焼そ
ば、とんかつ等にも合います。

お好みソース関西風・チューブ
ヒカリ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×55×185㎜
●商品重量：320g　●賞：1年半

¥340（¥367）10852
小麦 大豆

有機トマト（イタリア産）、有機玉ねぎ（フランス産）、塩（イ
タリア産）、有機にんにく（フランス産）、有機エクストラ
バージンオリーブオイル（イタリア産）、有機オレガノ（エ
ジプト産）

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。ナ
ポリは玉ねぎの甘みとオレ
ガノの爽やかな香りでお
子様にもやさしいソースで
す。

オーガニックパスタソース・ナポリ
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11520

有機トマト（イタリア産）、有機エクストラバージンオリー
ブオイル（イタリア産）、有機赤唐辛子（フランス産）、塩
（イタリア産）、有機にんにく（フランス産）、有機パセリ
（フランス産）、有機唐辛子（チリ・タンザニア産） 

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。ア
ラビアータはパセリや香
辛料を加えたピリ辛味で
大人のソースです。

オーガニックパスタソース・アラビアータ
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11521
小麦

有機トマト（イタリア産）、有機玉ねぎ（フランス産）、有機
人参（フランス産）、有機エクストラバージンオリーブオイ
ル（イタリア産）、有機バジル（フランス産）、塩（イタリア
産）、有機セロリ（フランス産） 

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。バ
ジルは野菜の旨みが閉じ
込められ、バジルの香りが
豊かなソースです。

オーガニックパスタソース・バジル
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11522

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、
糖類（有機砂糖、麦芽水飴）、有機醸造酢（米酢、りんご
酢）、食塩、有機たまねぎ（国内産）、有機にんにく（国内
産）、香辛料

エネルギー 122kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0g
炭水化物 28.7g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

海外産と国内産の有機ト
マトを使用し、自然の甘み
を生かした有機ケチャップ
です。保存料、着色料、化
学調味料は不使用。

有機トマトケチャップ・チューブ
ヒカリ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×55×185㎜
●商品重量：320g　●賞：1年半

¥350（¥378）10215

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、糖
類（砂糖、麦芽水飴）、醸造酢（米酢）、食塩 、有機たまねぎ
（国内産）、有機にんにく（国内産）、香辛料

エネルギー 131kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
炭水化物 30.0g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

海外産有機トマトと国内産
有機トマト、国内産有機玉
ねぎ・にんにくで作った、ト
マトの風味を堪能できるケ
チャップです。

トマトケチャップ
ヒカリ

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×182㎜
●商品重量：640g　●賞：2年

¥460（¥497）10208

有機トマト（アメリカ産等）、有機米酢、有機たまねぎ（国
内産）、糖類（有機砂糖、麦芽水飴）、食塩、有機にんにく
（国内産）、香辛料、有機しょうが（国内産）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0g
炭水化物 10g
ナトリウム 600mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

真っ赤に完熟した海外産
有機トマトを使った、あっ
さりタイプのトマトソース
です。パスタやトマト鍋、リ
ゾットなどに。

オーガニックトマトソース・あっさり味
ヒカリ

●容量：３６５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×182㎜
●商品重量：605g　●賞：1年半

¥450（¥486）10198

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、食
塩、有機レモン果汁

エネルギー 54kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.2g
炭水化物 10.8g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

海外産有機トマトと国内産
有機トマトから作ったトマト
ピューレーです。トマトソー
ス･煮込料理等、料理の
ベースとしてご利用くださ
い。

有機トマトピューレー
ヒカリ

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：57×57×185㎜
●商品重量：520g　●賞：2年

¥330（¥356）10211

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、有
機醸造酢（米酢）、有機たまねぎ（国内産）、有機にんにく
（国内産）、有機しょうが（国内産）、食塩、有機砂糖、香
辛料、有機米醗酵調味料

エネルギー 64kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.1g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

有機トマトをふんだんに
使用しました。ピザトース
ト・ピザパイのほか、ミート
ソースやカレーの隠し味に
もお使いください。

有機ピザソース
ヒカリ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：404g　●賞：1年半

¥420（¥454）10207

カキエキス（カキ（広島県）、食塩）、砂糖、醤油（大豆・小麦
を含む）、食塩、みりん、でん粉、魚醤（いかを含む）、レモ
ン 

エネルギー 94kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.4g
炭水化物 20.0g
食塩相当量 14.0g

栄養成分 100gあたり

広島県産のカキを使用し
たオイスターエキスをベー
スに、国内産粗糖、国内産
本醸造醤油、食塩はシマ
マース、三河みりん、魚醤
などを使い作りました。

オイスターソース
ヒカリ

●容量：１１５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：50×50×115㎜
●商品重量：244g　●賞：1年半

¥450（¥486）10195
小麦 大豆

なたね油（なたね：オーストラリア産）、卵（国内産）、有機
りんご酢（りんご：オーストリア産他）、果実酢（レモン果
汁（レモン：愛媛県、広島県産）、砂糖（さとうきび：タイ産
他）、食塩、香辛料（からし：カナダ産他）

エネルギー 104kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 11.0g
炭水化物 1.1g
食塩相当量 0.2g
飽和脂肪酸 0.8g
トランス脂肪酸 0.1g
コレステロール
 9.9mg

栄養成分 大さじ１（15g）あたり

”旬菜健美”卵は平飼い鶏の
有精卵を使用し、原材料に徹
底して「自然」を追求したカラ
ダにおいしいマヨネーズです。

平飼い鶏の有精卵マヨネーズ
ムソー

●容量：290g　●入数：30
●商品サイズ：245×95×50㎜
●商品重量：316g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）10894
卵

なたね油（なたね：オーストラリア産）、ピクルス（たまね
ぎ酢漬け（たまねぎ：淡路島産）、きゅうり酢漬け（きゅう
り：国産））、卵（国産）、有機りんご酢（りんご：日本、トルコ
産他）、砂糖（国産）、食塩、香辛料（マスタード（カナダ産
他）、白コショウ（マレーシア産他））

エネルギー 572kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 59.1g
炭水化物 8.3g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

国産きゅうりと淡路島産た
まねぎを使ったピクルスを
たっぷり配合した、ムソー
自慢のタルタルソースで
す。

平飼い鶏の有精卵タルタルソース
ムソー

●容量：１５５ｇ　●入数：1
●商品サイズ：200×90×33㎜
●商品重量：172g　●賞：６ヶ月

¥550（¥594）10898
卵

食用なたね油（なたね：オーストラリア産、国内産）、卵（国
内産）、純りんご酢（りんご：オーストリア産等）、食塩（伊
豆大島産）、蜂蜜（オーストラリア産等）、マスタード（カ
ナダ産）、にんにく（青森県産）、コショウ（スリランカ産）、
しょうが（ベトナム産）

エネルギー 718kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 78.5g
炭水化物 0.6g
食塩相当量 1.35g
飽和脂肪酸 5.5g
トランス脂肪酸 1.3g
コレステロール 41mg

栄養成分 100gあたり

平飼い鶏の卵をはじめ、食べる方
の身になって厳選した原材料だけ
で作った究極のマヨネーズです。
マスタードを控えめにしています。

マヨネーズ・甘口
松田

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：75×55×200㎜
●商品重量：326g　●賞：6ヵ月

¥480（¥519）10248
卵

食用なたね油（なたね：オーストラリア産、国内産）、卵（国
内産）、純りんご酢（りんご：オーストリア産等）、食塩（伊
豆大島産）、蜂蜜（オーストラリア産等）、マスタード（カ
ナダ産）、にんにく（青森県産）、コショウ（スリランカ産）、
しょうが（ベトナム産）

エネルギー 711kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 77.7g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 1.33g
飽和脂肪酸 5.2g
トランス脂肪酸 1.3g
コレステロール 60mg

栄養成分 100gあたり

平飼いの健康な鶏の新鮮な
卵をはじめ、食べる方の身に
なり、厳選した原材料だけで
作った究極のマヨネーズです。

マヨネーズ・辛口
松田

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：75×55×200㎜
●商品重量：326g　●賞：6ヵ月

¥480（¥519）10249
卵

食用植物油脂（なたね：オーストラリア産等）、醸造酢（さ
とうきび：タイ産他）、大豆粉（秋田県産）、砂糖（甜菜：北
海道産）、植物性たん白（大豆：中国・国内産等）、食塩、酵
母エキス、香辛料（マスタードシード：カナダ産等）

エネルギー 90kcal
たんぱく質 0.66g
脂質 9.35g
炭水化物 1.01g
食物繊維 0.32g
食塩相当量 0.32g

栄養成分 大さじ1（15g）あたり

「卵」を使わずに国産大豆
をまるごと使ったコレステ
ロールゼロのマヨネーズタ
イプのドレッシングです。

大豆のこだわりマヨネ
ソイコム

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：68×45×200㎜
●商品重量：346g　●賞：6ヵ月

¥714（¥771）10267
大豆

食用植物油脂〔なたね油（なたね：オーストラリア産）〕、醤
油（国内産）、米酢（米：国内産他）、砂糖（さとうきび：タイ
産他）、 ごま（トルコ産）、卵黄（国内産）、香辛料（カナダ
産）

エネルギー 544kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 51.1g
炭水化物 17.4g
食塩相当量 2.3g

栄養成分 100gあたり

生野菜、温野菜、和え物、
冷麺、フライ物、鍋物など
様々な料理に。添加物、乳
化剤は一切使用していま
せん。

旬菜健美・胡麻ドレッシング
ムソー

●容量：３９０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×200㎜
●商品重量：459g　●賞：6ヵ月

¥750（¥810）10244
卵 小麦 大豆

食用植物油脂〔なたね油（なたね：オーストラリア産）〕、
しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産）、米酢（米：国内産
他）、砂糖（さとうきび：タイ他）、 ごま（トルコ産）、卵黄（国
内産）、香辛料（カナダ産）

鉄釡で芯からじっくり焙煎
し独自のすり方で仕上げ
た金ごまを使用。香ばしい
味と香りを生かしたドレッ
シングです。

金ごまドレッシング
冨貴

●容量：２３０ｍｌ　●入数：30
●商品サイズ：65×65×144㎜
●商品重量：280g　●賞：6ヵ月

¥524（¥566）10276
卵 小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機野菜・果実（たまねぎ、みかん、にんじん、トマト、レモ
ン、ゆず、にんにく、しいたけ）、糖類(砂糖、有機糖みつ)、
有機醸造酢（米酢）、食塩、でんぷん、醤油（大豆・小麦を
含む）、魚醤（いかを含む）、香辛料、こんぶ

エネルギー 131kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実か
ら作った、マイルドな甘口
ソースです。 お好み焼き
に、たこやき・焼きそばにも
合います。

お好みソース
ヒカリ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：15
●商品サイズ：60×60×205㎜
●商品重量：646g　●賞：1年半

¥350（¥378）10214
小麦 大豆

有機野菜・果実（たまねぎ、にんじん、みかん、トマト、レモ
ン、にんにく、ゆず、しいたけ）、糖類(砂糖、有機糖みつ)、
醸造酢（米酢）、食塩、でん粉、醤油(大豆・小麦を含む)、
オイスターエキス、魚醤（イカを含む）、こんぶ、香辛料、み
りん、かつお節 

エネルギー 129kcal
たんぱく質 2.0g
脂質 0g
炭水化物 30.3g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国内産有機野菜・果実を使用し、
こんぶ・かつおだし風味の関西
風お好みソース。マイルドな甘
口に仕上げているので、お好み
焼きだけでなく、たこ焼きや焼そ
ば、とんかつ等にも合います。

お好みソース関西風・チューブ
ヒカリ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×55×185㎜
●商品重量：320g　●賞：1年半

¥340（¥367）10852
小麦 大豆

有機トマト（イタリア産）、有機玉ねぎ（フランス産）、塩（イ
タリア産）、有機にんにく（フランス産）、有機エクストラ
バージンオリーブオイル（イタリア産）、有機オレガノ（エ
ジプト産）

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。ナ
ポリは玉ねぎの甘みとオレ
ガノの爽やかな香りでお
子様にもやさしいソースで
す。

オーガニックパスタソース・ナポリ
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11520

有機トマト（イタリア産）、有機エクストラバージンオリー
ブオイル（イタリア産）、有機赤唐辛子（フランス産）、塩
（イタリア産）、有機にんにく（フランス産）、有機パセリ
（フランス産）、有機唐辛子（チリ・タンザニア産） 

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。ア
ラビアータはパセリや香
辛料を加えたピリ辛味で
大人のソースです。

オーガニックパスタソース・アラビアータ
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11521
小麦

有機トマト（イタリア産）、有機玉ねぎ（フランス産）、有機
人参（フランス産）、有機エクストラバージンオリーブオイ
ル（イタリア産）、有機バジル（フランス産）、塩（イタリア
産）、有機セロリ（フランス産） 

有機栽培されたトマトを贅
沢に使用。伝統的なイタリ
ア家庭のパスタソース。バ
ジルは野菜の旨みが閉じ
込められ、バジルの香りが
豊かなソースです。

オーガニックパスタソース・バジル
むそう

●容量：３４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：63×63×120㎜
●商品重量：515g　●賞：3年

¥590（¥637）11522

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、
糖類（有機砂糖、麦芽水飴）、有機醸造酢（米酢、りんご
酢）、食塩、有機たまねぎ（国内産）、有機にんにく（国内
産）、香辛料

エネルギー 122kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0g
炭水化物 28.7g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

海外産と国内産の有機ト
マトを使用し、自然の甘み
を生かした有機ケチャップ
です。保存料、着色料、化
学調味料は不使用。

有機トマトケチャップ・チューブ
ヒカリ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×55×185㎜
●商品重量：320g　●賞：1年半

¥350（¥378）10215

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、糖
類（砂糖、麦芽水飴）、醸造酢（米酢）、食塩 、有機たまねぎ
（国内産）、有機にんにく（国内産）、香辛料

エネルギー 131kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
炭水化物 30.0g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

海外産有機トマトと国内産
有機トマト、国内産有機玉
ねぎ・にんにくで作った、ト
マトの風味を堪能できるケ
チャップです。

トマトケチャップ
ヒカリ

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×182㎜
●商品重量：640g　●賞：2年

¥460（¥497）10208

有機トマト（アメリカ産等）、有機米酢、有機たまねぎ（国
内産）、糖類（有機砂糖、麦芽水飴）、食塩、有機にんにく
（国内産）、香辛料、有機しょうが（国内産）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0g
炭水化物 10g
ナトリウム 600mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

真っ赤に完熟した海外産
有機トマトを使った、あっ
さりタイプのトマトソース
です。パスタやトマト鍋、リ
ゾットなどに。

オーガニックトマトソース・あっさり味
ヒカリ

●容量：３６５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×182㎜
●商品重量：605g　●賞：1年半

¥450（¥486）10198

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、食
塩、有機レモン果汁

エネルギー 54kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.2g
炭水化物 10.8g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

海外産有機トマトと国内産
有機トマトから作ったトマト
ピューレーです。トマトソー
ス･煮込料理等、料理の
ベースとしてご利用くださ
い。

有機トマトピューレー
ヒカリ

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：57×57×185㎜
●商品重量：520g　●賞：2年

¥330（¥356）10211

有機トマト（アメリカ産・徳島県・北海道・宮崎県産等）、有
機醸造酢（米酢）、有機たまねぎ（国内産）、有機にんにく
（国内産）、有機しょうが（国内産）、食塩、有機砂糖、香
辛料、有機米醗酵調味料

エネルギー 64kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.1g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

有機トマトをふんだんに
使用しました。ピザトース
ト・ピザパイのほか、ミート
ソースやカレーの隠し味に
もお使いください。

有機ピザソース
ヒカリ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：404g　●賞：1年半

¥420（¥454）10207

カキエキス（カキ（広島県）、食塩）、砂糖、醤油（大豆・小麦
を含む）、食塩、みりん、でん粉、魚醤（いかを含む）、レモ
ン 

エネルギー 94kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.4g
炭水化物 20.0g
食塩相当量 14.0g

栄養成分 100gあたり

広島県産のカキを使用し
たオイスターエキスをベー
スに、国内産粗糖、国内産
本醸造醤油、食塩はシマ
マース、三河みりん、魚醤
などを使い作りました。

オイスターソース
ヒカリ

●容量：１１５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：50×50×115㎜
●商品重量：244g　●賞：1年半

¥450（¥486）10195
小麦 大豆

なたね油（なたね：オーストラリア産）、卵（国内産）、有機
りんご酢（りんご：オーストリア産他）、果実酢（レモン果
汁（レモン：愛媛県、広島県産）、砂糖（さとうきび：タイ産
他）、食塩、香辛料（からし：カナダ産他）

エネルギー 104kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 11.0g
炭水化物 1.1g
食塩相当量 0.2g
飽和脂肪酸 0.8g
トランス脂肪酸 0.1g
コレステロール
 9.9mg

栄養成分 大さじ１（15g）あたり

”旬菜健美”卵は平飼い鶏の
有精卵を使用し、原材料に徹
底して「自然」を追求したカラ
ダにおいしいマヨネーズです。

平飼い鶏の有精卵マヨネーズ
ムソー

●容量：290g　●入数：30
●商品サイズ：245×95×50㎜
●商品重量：316g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）10894
卵

なたね油（なたね：オーストラリア産）、ピクルス（たまね
ぎ酢漬け（たまねぎ：淡路島産）、きゅうり酢漬け（きゅう
り：国産））、卵（国産）、有機りんご酢（りんご：日本、トルコ
産他）、砂糖（国産）、食塩、香辛料（マスタード（カナダ産
他）、白コショウ（マレーシア産他））

エネルギー 572kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 59.1g
炭水化物 8.3g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

国産きゅうりと淡路島産た
まねぎを使ったピクルスを
たっぷり配合した、ムソー
自慢のタルタルソースで
す。

平飼い鶏の有精卵タルタルソース
ムソー

●容量：１５５ｇ　●入数：1
●商品サイズ：200×90×33㎜
●商品重量：172g　●賞：６ヶ月

¥550（¥594）10898
卵

食用なたね油（なたね：オーストラリア産、国内産）、卵（国
内産）、純りんご酢（りんご：オーストリア産等）、食塩（伊
豆大島産）、蜂蜜（オーストラリア産等）、マスタード（カ
ナダ産）、にんにく（青森県産）、コショウ（スリランカ産）、
しょうが（ベトナム産）

エネルギー 718kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 78.5g
炭水化物 0.6g
食塩相当量 1.35g
飽和脂肪酸 5.5g
トランス脂肪酸 1.3g
コレステロール 41mg

栄養成分 100gあたり

平飼い鶏の卵をはじめ、食べる方
の身になって厳選した原材料だけ
で作った究極のマヨネーズです。
マスタードを控えめにしています。

マヨネーズ・甘口
松田

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：75×55×200㎜
●商品重量：326g　●賞：6ヵ月

¥480（¥519）10248
卵

食用なたね油（なたね：オーストラリア産、国内産）、卵（国
内産）、純りんご酢（りんご：オーストリア産等）、食塩（伊
豆大島産）、蜂蜜（オーストラリア産等）、マスタード（カ
ナダ産）、にんにく（青森県産）、コショウ（スリランカ産）、
しょうが（ベトナム産）

エネルギー 711kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 77.7g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 1.33g
飽和脂肪酸 5.2g
トランス脂肪酸 1.3g
コレステロール 60mg

栄養成分 100gあたり

平飼いの健康な鶏の新鮮な
卵をはじめ、食べる方の身に
なり、厳選した原材料だけで
作った究極のマヨネーズです。

マヨネーズ・辛口
松田

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：75×55×200㎜
●商品重量：326g　●賞：6ヵ月

¥480（¥519）10249
卵

食用植物油脂（なたね：オーストラリア産等）、醸造酢（さ
とうきび：タイ産他）、大豆粉（秋田県産）、砂糖（甜菜：北
海道産）、植物性たん白（大豆：中国・国内産等）、食塩、酵
母エキス、香辛料（マスタードシード：カナダ産等）

エネルギー 90kcal
たんぱく質 0.66g
脂質 9.35g
炭水化物 1.01g
食物繊維 0.32g
食塩相当量 0.32g

栄養成分 大さじ1（15g）あたり

「卵」を使わずに国産大豆
をまるごと使ったコレステ
ロールゼロのマヨネーズタ
イプのドレッシングです。

大豆のこだわりマヨネ
ソイコム

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：68×45×200㎜
●商品重量：346g　●賞：6ヵ月

¥714（¥771）10267
大豆

食用植物油脂〔なたね油（なたね：オーストラリア産）〕、醤
油（国内産）、米酢（米：国内産他）、砂糖（さとうきび：タイ
産他）、 ごま（トルコ産）、卵黄（国内産）、香辛料（カナダ
産）

エネルギー 544kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 51.1g
炭水化物 17.4g
食塩相当量 2.3g

栄養成分 100gあたり

生野菜、温野菜、和え物、
冷麺、フライ物、鍋物など
様々な料理に。添加物、乳
化剤は一切使用していま
せん。

旬菜健美・胡麻ドレッシング
ムソー

●容量：３９０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×200㎜
●商品重量：459g　●賞：6ヵ月

¥750（¥810）10244
卵 小麦 大豆

食用植物油脂〔なたね油（なたね：オーストラリア産）〕、
しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産）、米酢（米：国内産
他）、砂糖（さとうきび：タイ他）、 ごま（トルコ産）、卵黄（国
内産）、香辛料（カナダ産）

鉄釡で芯からじっくり焙煎
し独自のすり方で仕上げ
た金ごまを使用。香ばしい
味と香りを生かしたドレッ
シングです。

金ごまドレッシング
冨貴

●容量：２３０ｍｌ　●入数：30
●商品サイズ：65×65×144㎜
●商品重量：280g　●賞：6ヵ月

¥524（¥566）10276
卵 小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

りんご酢（りんご：青森県産他）、たまねぎ（兵庫県淡路島
産）、しょうゆ（国内産）、食用植物油脂〔なたね油（なた
ね：オーストラリア産）〕、オリーブ油（オリーブ：オーストラ
リア産）、水あめ（甘藷：鹿児島県産）、砂糖（さとうきび：
タイ産他）、ゆず果汁（ゆず：徳島県産）、食塩、赤ピーマン
（チリ産）、いわしエキス（イワシ：タイ産）、寒天（南米産
他）、酵母エキス、香辛料

エネルギー 190kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 13g
炭水化物 16.5g
ナトリウム 1564mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 100gあたり

淡路島産のたまねぎに徳島産
のゆずの風味を加えたドレッ
シングです。肉料理や、魚のフ
ライ等のソースにもどうぞ。

玉ねぎドレッシング
冨貴

●容量：２３０ｍｌ　●入数：30
●商品サイズ：65×65×144㎜
●商品重量：280g　●賞：6ヵ月

¥524（¥566）10278
小麦 大豆

有機醤油（大豆・小麦を含む）、有機米酢、有機梅肉（和歌
山県産等）、有機たまねぎ（国内産）、麦芽水飴、有機みか
ん（国内産）、有機にんじん（国内産）、食塩、有機こんにゃ
く粉（群馬県産等）

エネルギー 32kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.1g
炭水化物 5.3g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

油を使わず、梅の風味を生
かした爽やかな和風ドレッ
シング。こんにゃく粉でトロ
みをつけていますので野
菜によくからみます。

有機うめしょうゆノンオイルドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：2年

¥380（¥410）10268
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機醸造酢（有機りんご酢、有機米酢）、有機砂糖、有機レ
モン、食塩、有機青じそ、有機米醗酵調味料、有機梅肉、
こんぶ、かつお節

エネルギー 51kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0g
炭水化物 10.4g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

有機の醤油や醸造酢等こ
だわりの調味料に国内産
の有機青じそを加え、あっ
さりとした風味のヘルシー
なノンオイルタイプのド
レッシングです。

有機青じそノンオイルドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：１年半

¥480（¥518）10274
小麦 大豆

有機米酢（有機米（国産））、有機レモン（国内産）、なたね
油、砂糖、有機ゆず（徳島県産）、有機たまねぎ（国内産）、
食塩、有機ゆこう（徳島県産）、昆布（北海道産）、香辛料

エネルギー 177kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 12.5g
炭水化物 15.9g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

国産有機米１００％の有機
純米酢を使用。国内産有
機柑橘類の果実の甘味と
酸味を閉じ込めたフレン
チタイプのドレッシングで
す。

果実の恵みドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：9ヵ月

¥370（¥400）10265
有機米酢（有機米（国産））、なたね油（なたね：北海道、青
森、秋田、福岡、佐賀県等）、有機たまねぎ（国内産）、砂
糖、醤油（大豆・小麦を含む）、食塩、でんぷん、昆布（北海
道産）、有機にんじん（国内産）、有機レモン（国内産）、香
辛料

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 16.3g
炭水化物 12.4g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100mlあたり

つぶつぶ有機たまねぎの
甘みを活かした醤油ベー
スに国産なたね油を使用
したセパレートタイプのド
レッシングです。

国産なたね油使用･野菜ドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：9ヵ月

¥430（¥464）10271
小麦 大豆

りんごピューレ（青森県産）、ソテーオニオン（北海道産）、
トマトピューレ（国内産）、にんじん（国内産）、カレー粉、
砂糖（甜菜：北海道産）、ポークエキス（国内産）、チキンエ
キス（国内産）、セロリ（国内産）、チャツネ、食塩、発酵乳、
ごまペースト、おろしにんにく（国内産）

エネルギー 150kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 1.9g
炭水化物 26.7g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

小麦粉・油脂類・化学調味
料を使用せず、果実、香味
野菜をたっぷり使用したイ
ンド風本格カレーペースト
です。

果実と野菜の本格カレーペースト
ムソー

●容量：180ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×75㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥740（¥799）10376
乳

〈カレールゥ〉小麦粉（北海道産）、食用油脂（パーム：マレーシア産他、菜種：オーストラリア産他、ラード：国内産他）、食塩
（メキシコ・国内産）、玉葱パウダー（国内産他）、トマトペースト（アメリカ産）、砂糖（さとうきび：喜界島産）、ハチミツ（国
内産）、カレー粉（インド・中国産他）、生うこん（奄美大島産）、香辛料、ポークエキス（国内産・オーストラリア産他）、にんに
く（国内産）　　〈辛みスパイス〉ターメリック（インド・中国産）、陳皮（中国産）、コリアンダー（モロッコ・カナダ産）、クミン
（イラン・インド産）、フェネグリーク（インド産）、赤唐辛子（中国産）、シナモン（中国産）、クローブ（マダガスカル産他）、そ
の他香辛料（ローレル：トルコ・ギリシャ産、ジンジャー：中国産、フェンネル：中国産、ナツメッグ：インドネシア産、ガーリック：
中国産） 

エネルギー 510kcal
たんぱく質 9.9g
脂質 32.5g

炭水化物 44.5g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉、国産はちみつなどを素材にした、
子供から大人まで食べやすいコクと香りの中辛
タイプのカレールゥ（辛みスパイス付き）

コクと香りのカレールゥ･まろやか中辛
ムソー

●容量：８０ｇ×２　●入数：24
●商品サイズ：100×28×152㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥370（¥400）10557
小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(りんご：青森県産、トマト：国内産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、砂糖（甜菜：北海道産）、カレー粉、食塩、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、ココ
ナッツミルク、酵母エキス

北国の完熟りんごと南国
のフルーツチャツネをスパ
イスで調和させ少量ずつ
直火で丹念に焼き上げた
甘口のカレールゥです。

直火焙煎カレールゥ・甘口
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10382
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(トマト：国内産、りんご：青森県産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、カレー粉、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、酵母
エキス

厳選した香り高いスパイス
と新鮮な生野菜・果物を使
用し、直火の釡で少量ず
つ時間をかけて焙煎した
中辛タイプのカレールゥで
す。

直火焙煎カレールゥ・中辛
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10377
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(トマト：国内産、りんご：青森県産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、カレー粉、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、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

厳選した香り高いスパイス
と新鮮な生野菜・果物を使
用し、直火の釡で少量ず
つ時間をかけて焙煎した
辛口タイプのカレールゥで
す。

直火焙煎カレールゥ・辛口
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10378
乳 小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、パーム油（パーム：マレー
シア産等）、砂糖（甜菜：北海道産）、ピーナッツペースト
（ピーナツ：南アフリカ産等）、食塩、カレー粉(インド産
等)、発酵調味料(大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産
等)、酵母エキス、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ
産等）、ココアパウダー（カカオ：アフリカ、東南アジア産
等）、ガーリックパウダー（にんにく：アメリカ産等）

エネルギー 93kcal
たんぱく質 2g
脂質 4.3g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 １人前（20g）あたり

厳選したスパイスを使用
し、動物性の原材料が含ま
れていないあっさりタイプ
のカレールゥです。ベジタリ
アンの方に適しています｡

ベジタリアンのためのカレー
桜井

●容量：１６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×130×60㎜
●商品重量：167g　●賞：6ヵ月

¥385（¥416）10380
小麦 落花生 大豆

小麦粉（北海道産）、食用油脂（豚脂：国内産）、トマト
ピューレ（国内産）、ナチュラルチーズ(ニュージーランド
産)、砂糖（甜菜：北海道産）、食塩（メキシコ、オーストラリ
ア、沖縄県産）、発酵乳(国内産)、酵母エキス、オニオンパ
ウダー（中国産他）、畜肉エキス、ワイン、香辛料、キャロッ
トパウダー（人参：中国産）、にんにく（国内産）

エネルギー 439kcal
たんぱく質 9.2g
脂質 25.4g
炭水化物 43.4g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 100gあたり

国産トマトをたっぷり使い、
赤ワインでまろやかな味に
仕上げた本格志向のハヤ
シ＆ビーフシチュールゥで
す。【化学調味料・カラメル
色素不使用】

直火焙煎ハヤシ＆シチュールゥ
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×20×180㎜
●商品重量：124g　●賞：1年

¥400（¥432）10539
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂（豚脂）、玉ねぎ（国内産）、
粉乳（国内産）、砂糖、食塩、ナチュラルチーズ（ニュー
ジーランド産）、酵母エキス

国内産小麦粉、国内産玉
ねぎを使用し、直火の釡で
丹念に焼き上げたコクの
あるシチュールゥです。

直火焙煎クリームシチュールゥ
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×110×20㎜
●商品重量：124g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）10360
乳 小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、パーム油（パーム：マレーシア産等）、メープルシュガー（カ
ナダ産等）、食塩、粉末豆乳（大豆：アメリカ産等）、野菜エキス（人参、馬鈴薯、玉ねぎ：国
内産）、ピーナッツペースト（ピーナッツ：南アフリカ産等）、発酵調味料(大豆：ブラジル産
等、小麦：カナダ産等)、酵母エキス、粉末しょうゆ(大豆・小麦：アメリカ産等)、ココナッツ
パウダー（スリランカ産）、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ産）、粉末昆布（昆布：国内
産）、こしょう（マレーシア産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 3.2g

炭水化物 11.5g
ナトリウム 670mg

栄養成分 １人前（20g）あたり

牛乳やチーズなどの乳製品その他、動物性の原
料を使用していないシチュールゥです。

ベジタリアンのためのシチュー
桜井

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：215×120×55㎜
●商品重量：126g　●賞：6ヵ月

¥420（¥454）10383
小麦 落花生 大豆

小麦粉（国産）、脱脂粉乳、玉葱、ナチュラルチーズ、食塩
（天日塩）、食用油脂、チキンブイヨン、砂糖（粗製糖）、
ブーケガルニ、生姜、にんにく、ホワイトペッパー

エネルギー 390kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 10.8g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1780mg

栄養成分 100gあたり

シチュー、グラタンなどに
お勧め。本格派の味わい
をお楽しみください。必要
な量だけ使える粉末タイ
プです。

ホワイトソース
ｽｶｲﾌｰﾄﾞ

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：118×60×178㎜
●商品重量：130g　●賞：9ヵ月

¥460（¥497）10364
乳 小麦

パスタ：小麦粉（国内産）、小麦グルテン　ソースミックス：小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、
パーム油（パーム：マレーシア産等）、メープルシュガー(カナダ産等)、食塩、粉末豆乳（大
豆：アメリカ産等）、野菜エキス（人参、馬鈴薯、玉ねぎ：国内産）、ピーナッツペースト(ピー
ナッツ：南アフリカ産等)、発酵調味料(大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等、コーン：ア
メリカ産等、タピオカ：タイ産等)、酵母エキス、粉末しょうゆ(大豆：アメリカ産他、小麦：ア
メリカ産他、種麹：日本他、甘藷：鹿児島県産等、タピオカ：タイ産他)、ココナッツパウダー
（スリランカ産）、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ産等）、昆布パウダー（国内産）、こ
しょう(マレーシア産他)

エネルギー 209kcal
たんぱく質 6.0g
脂質 4.9g

炭水化物 35.2g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １人前（52.5g）あたり

動物性原料を含まない粉末ソースミックスとパス
タのセットです。

ベジタリアンのためのグラタンミックス（パスタ付）
桜井

●容量：１０５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×140×30㎜
●商品重量：115g　●賞：6ヵ月

¥345（¥373）21789
小麦 落花生 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

りんご酢（りんご：青森県産他）、たまねぎ（兵庫県淡路島
産）、しょうゆ（国内産）、食用植物油脂〔なたね油（なた
ね：オーストラリア産）〕、オリーブ油（オリーブ：オーストラ
リア産）、水あめ（甘藷：鹿児島県産）、砂糖（さとうきび：
タイ産他）、ゆず果汁（ゆず：徳島県産）、食塩、赤ピーマン
（チリ産）、いわしエキス（イワシ：タイ産）、寒天（南米産
他）、酵母エキス、香辛料

エネルギー 190kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 13g
炭水化物 16.5g
ナトリウム 1564mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 100gあたり

淡路島産のたまねぎに徳島産
のゆずの風味を加えたドレッ
シングです。肉料理や、魚のフ
ライ等のソースにもどうぞ。

玉ねぎドレッシング
冨貴

●容量：２３０ｍｌ　●入数：30
●商品サイズ：65×65×144㎜
●商品重量：280g　●賞：6ヵ月

¥524（¥566）10278
小麦 大豆

有機醤油（大豆・小麦を含む）、有機米酢、有機梅肉（和歌
山県産等）、有機たまねぎ（国内産）、麦芽水飴、有機みか
ん（国内産）、有機にんじん（国内産）、食塩、有機こんにゃ
く粉（群馬県産等）

エネルギー 32kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.1g
炭水化物 5.3g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

油を使わず、梅の風味を生
かした爽やかな和風ドレッ
シング。こんにゃく粉でトロ
みをつけていますので野
菜によくからみます。

有機うめしょうゆノンオイルドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：2年

¥380（¥410）10268
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機醸造酢（有機りんご酢、有機米酢）、有機砂糖、有機レ
モン、食塩、有機青じそ、有機米醗酵調味料、有機梅肉、
こんぶ、かつお節

エネルギー 51kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0g
炭水化物 10.4g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

有機の醤油や醸造酢等こ
だわりの調味料に国内産
の有機青じそを加え、あっ
さりとした風味のヘルシー
なノンオイルタイプのド
レッシングです。

有機青じそノンオイルドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：１年半

¥480（¥518）10274
小麦 大豆

有機米酢（有機米（国産））、有機レモン（国内産）、なたね
油、砂糖、有機ゆず（徳島県産）、有機たまねぎ（国内産）、
食塩、有機ゆこう（徳島県産）、昆布（北海道産）、香辛料

エネルギー 177kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 12.5g
炭水化物 15.9g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

国産有機米１００％の有機
純米酢を使用。国内産有
機柑橘類の果実の甘味と
酸味を閉じ込めたフレン
チタイプのドレッシングで
す。

果実の恵みドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：9ヵ月

¥370（¥400）10265
有機米酢（有機米（国産））、なたね油（なたね：北海道、青
森、秋田、福岡、佐賀県等）、有機たまねぎ（国内産）、砂
糖、醤油（大豆・小麦を含む）、食塩、でんぷん、昆布（北海
道産）、有機にんじん（国内産）、有機レモン（国内産）、香
辛料

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 16.3g
炭水化物 12.4g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100mlあたり

つぶつぶ有機たまねぎの
甘みを活かした醤油ベー
スに国産なたね油を使用
したセパレートタイプのド
レッシングです。

国産なたね油使用･野菜ドレッシング
ヒカリ

●容量：２００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×153㎜
●商品重量：410g　●賞：9ヵ月

¥430（¥464）10271
小麦 大豆

りんごピューレ（青森県産）、ソテーオニオン（北海道産）、
トマトピューレ（国内産）、にんじん（国内産）、カレー粉、
砂糖（甜菜：北海道産）、ポークエキス（国内産）、チキンエ
キス（国内産）、セロリ（国内産）、チャツネ、食塩、発酵乳、
ごまペースト、おろしにんにく（国内産）

エネルギー 150kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 1.9g
炭水化物 26.7g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

小麦粉・油脂類・化学調味
料を使用せず、果実、香味
野菜をたっぷり使用したイ
ンド風本格カレーペースト
です。

果実と野菜の本格カレーペースト
ムソー

●容量：180ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×75㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥740（¥799）10376
乳

〈カレールゥ〉小麦粉（北海道産）、食用油脂（パーム：マレーシア産他、菜種：オーストラリア産他、ラード：国内産他）、食塩
（メキシコ・国内産）、玉葱パウダー（国内産他）、トマトペースト（アメリカ産）、砂糖（さとうきび：喜界島産）、ハチミツ（国
内産）、カレー粉（インド・中国産他）、生うこん（奄美大島産）、香辛料、ポークエキス（国内産・オーストラリア産他）、にんに
く（国内産）　　〈辛みスパイス〉ターメリック（インド・中国産）、陳皮（中国産）、コリアンダー（モロッコ・カナダ産）、クミン
（イラン・インド産）、フェネグリーク（インド産）、赤唐辛子（中国産）、シナモン（中国産）、クローブ（マダガスカル産他）、そ
の他香辛料（ローレル：トルコ・ギリシャ産、ジンジャー：中国産、フェンネル：中国産、ナツメッグ：インドネシア産、ガーリック：
中国産） 

エネルギー 510kcal
たんぱく質 9.9g
脂質 32.5g

炭水化物 44.5g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉、国産はちみつなどを素材にした、
子供から大人まで食べやすいコクと香りの中辛
タイプのカレールゥ（辛みスパイス付き）

コクと香りのカレールゥ･まろやか中辛
ムソー

●容量：８０ｇ×２　●入数：24
●商品サイズ：100×28×152㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥370（¥400）10557
小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(りんご：青森県産、トマト：国内産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、砂糖（甜菜：北海道産）、カレー粉、食塩、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、ココ
ナッツミルク、酵母エキス

北国の完熟りんごと南国
のフルーツチャツネをスパ
イスで調和させ少量ずつ
直火で丹念に焼き上げた
甘口のカレールゥです。

直火焙煎カレールゥ・甘口
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10382
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(トマト：国内産、りんご：青森県産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、カレー粉、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、酵母
エキス

厳選した香り高いスパイス
と新鮮な生野菜・果物を使
用し、直火の釡で少量ず
つ時間をかけて焙煎した
中辛タイプのカレールゥで
す。

直火焙煎カレールゥ・中辛
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10377
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂(豚脂)、果実・野菜ペース
ト(トマト：国内産、りんご：青森県産、玉ねぎ：国内産、にん
にく：青森県産)、カレー粉、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、
チャツネ、発酵乳、畜肉エキス(鶏肉、豚肉を含む)、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

厳選した香り高いスパイス
と新鮮な生野菜・果物を使
用し、直火の釡で少量ず
つ時間をかけて焙煎した
辛口タイプのカレールゥで
す。

直火焙煎カレールゥ・辛口
ムソー

●容量：１７０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：176g　●賞：1年

¥390（¥421）10378
乳 小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、パーム油（パーム：マレー
シア産等）、砂糖（甜菜：北海道産）、ピーナッツペースト
（ピーナツ：南アフリカ産等）、食塩、カレー粉(インド産
等)、発酵調味料(大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産
等)、酵母エキス、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ
産等）、ココアパウダー（カカオ：アフリカ、東南アジア産
等）、ガーリックパウダー（にんにく：アメリカ産等）

エネルギー 93kcal
たんぱく質 2g
脂質 4.3g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 １人前（20g）あたり

厳選したスパイスを使用
し、動物性の原材料が含ま
れていないあっさりタイプ
のカレールゥです。ベジタリ
アンの方に適しています｡

ベジタリアンのためのカレー
桜井

●容量：１６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×130×60㎜
●商品重量：167g　●賞：6ヵ月

¥385（¥416）10380
小麦 落花生 大豆

小麦粉（北海道産）、食用油脂（豚脂：国内産）、トマト
ピューレ（国内産）、ナチュラルチーズ(ニュージーランド
産)、砂糖（甜菜：北海道産）、食塩（メキシコ、オーストラリ
ア、沖縄県産）、発酵乳(国内産)、酵母エキス、オニオンパ
ウダー（中国産他）、畜肉エキス、ワイン、香辛料、キャロッ
トパウダー（人参：中国産）、にんにく（国内産）

エネルギー 439kcal
たんぱく質 9.2g
脂質 25.4g
炭水化物 43.4g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 100gあたり

国産トマトをたっぷり使い、
赤ワインでまろやかな味に
仕上げた本格志向のハヤ
シ＆ビーフシチュールゥで
す。【化学調味料・カラメル
色素不使用】

直火焙煎ハヤシ＆シチュールゥ
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×20×180㎜
●商品重量：124g　●賞：1年

¥400（¥432）10539
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、食用油脂（豚脂）、玉ねぎ（国内産）、
粉乳（国内産）、砂糖、食塩、ナチュラルチーズ（ニュー
ジーランド産）、酵母エキス

国内産小麦粉、国内産玉
ねぎを使用し、直火の釡で
丹念に焼き上げたコクの
あるシチュールゥです。

直火焙煎クリームシチュールゥ
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×110×20㎜
●商品重量：124g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）10360
乳 小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、パーム油（パーム：マレーシア産等）、メープルシュガー（カ
ナダ産等）、食塩、粉末豆乳（大豆：アメリカ産等）、野菜エキス（人参、馬鈴薯、玉ねぎ：国
内産）、ピーナッツペースト（ピーナッツ：南アフリカ産等）、発酵調味料(大豆：ブラジル産
等、小麦：カナダ産等)、酵母エキス、粉末しょうゆ(大豆・小麦：アメリカ産等)、ココナッツ
パウダー（スリランカ産）、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ産）、粉末昆布（昆布：国内
産）、こしょう（マレーシア産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 3.2g

炭水化物 11.5g
ナトリウム 670mg

栄養成分 １人前（20g）あたり

牛乳やチーズなどの乳製品その他、動物性の原
料を使用していないシチュールゥです。

ベジタリアンのためのシチュー
桜井

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：215×120×55㎜
●商品重量：126g　●賞：6ヵ月

¥420（¥454）10383
小麦 落花生 大豆

小麦粉（国産）、脱脂粉乳、玉葱、ナチュラルチーズ、食塩
（天日塩）、食用油脂、チキンブイヨン、砂糖（粗製糖）、
ブーケガルニ、生姜、にんにく、ホワイトペッパー

エネルギー 390kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 10.8g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1780mg

栄養成分 100gあたり

シチュー、グラタンなどに
お勧め。本格派の味わい
をお楽しみください。必要
な量だけ使える粉末タイ
プです。

ホワイトソース
ｽｶｲﾌｰﾄﾞ

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：118×60×178㎜
●商品重量：130g　●賞：9ヵ月

¥460（¥497）10364
乳 小麦

パスタ：小麦粉（国内産）、小麦グルテン　ソースミックス：小麦粉（愛知県・岐阜県産等）、
パーム油（パーム：マレーシア産等）、メープルシュガー(カナダ産等)、食塩、粉末豆乳（大
豆：アメリカ産等）、野菜エキス（人参、馬鈴薯、玉ねぎ：国内産）、ピーナッツペースト(ピー
ナッツ：南アフリカ産等)、発酵調味料(大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等、コーン：ア
メリカ産等、タピオカ：タイ産等)、酵母エキス、粉末しょうゆ(大豆：アメリカ産他、小麦：ア
メリカ産他、種麹：日本他、甘藷：鹿児島県産等、タピオカ：タイ産他)、ココナッツパウダー
（スリランカ産）、オニオンパウダー（たまねぎ：アメリカ産等）、昆布パウダー（国内産）、こ
しょう(マレーシア産他)

エネルギー 209kcal
たんぱく質 6.0g
脂質 4.9g

炭水化物 35.2g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １人前（52.5g）あたり

動物性原料を含まない粉末ソースミックスとパス
タのセットです。

ベジタリアンのためのグラタンミックス（パスタ付）
桜井

●容量：１０５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×140×30㎜
●商品重量：115g　●賞：6ヵ月

¥345（¥373）21789
小麦 落花生 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水あめ（国内製造）、西洋わさび（国産）、本わさび（国
産）、食塩、なたね油（なたね：オーストラリア産）、植物繊維
（ドイツ製造）、りんご酢（国内製造）／香辛料抽出物（タ
イ製造）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 3.6g
炭水化物 18.3g
食塩相当量 4.0g

栄養成分 40gあたり

国産わさび使用。着色料、
保存料、香料、化学調味料
は使わず手間をかけて仕
上げたわさび本来の風味
です。

旨味本来・生おろしわさびチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10732

水あめ（国内製造）､からし（カナダ、アメリカ産）､なたね
油（なたね：オーストラリア産）､食塩､植物繊維（ドイツ製
造）／香辛料抽出物（タイ製造） 

エネルギー 124kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 6.2g
炭水化物 14.2g
食塩相当量 3.4g

栄養成分 40gあたり

辛みの強いオリエンタルマ
スタード使用。着色料、保
存料、香料、化学調味料は
使わず手間をかけて仕上
げたからし本来の風味で
す。

旨味本来・からしチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10733

しょうが（国産）､水あめ（国内製造）､りんご酢（国内製
造）､食塩､でん粉（じゃがいも：国産）､植物繊維（ドイツ製
造）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 7.7g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 40gあたり

国産しょうが使用。保存
料、香料、化学調味料は使
わず手間をかけて仕上げ
たしょうが本来の風味で
す。

旨味本来・生おろししょうがチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10734

さや唐辛子（国内産）

エネルギー 17kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.6g
炭水化物 2.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

国産タカノ爪の中から小
粒で形の良いものを選び
軸付きのまま仕上げてい
ます。風味豊かでつやのあ
る緑と赤の色合いが料理
に美しい彩を添えます。

軸付タカノ爪・さやとうがらし
向井

●容量：５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：10g　●賞：1年

¥300（¥324）10708
金胡麻（国内産）、唐辛子（国内産）、山椒（国内産）、チン
ピ（国内産）、すじ青のり（国内産）、黒胡麻（国内産）、生姜
（国内産）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 2.3g
炭水化物 4.8g
食塩相当量 0.018g

栄養成分 １袋あたり

七種の純国産素材を独自
に配合。辛みをおさえ、料
理を引き立てる香りと風
味があります。

香辛料〈和七味〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥410（¥442）10698

ゆず（国内産）、唐辛子（国内産）、胡麻（ミャンマー、ト
ルコ産他）、山椒（国内産）、すじ青のり（国内産）、おの実
（中国産）、けしの実（トルコ産）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 1.6g
炭水化物 6g
食塩相当量 0.005g

栄養成分 １袋あたり

ゆずの香りを活かし辛みと
香りの調和がとれた和風
香辛料の配合です。柑橘
系の爽やかな香りが特徴
です。

香辛料〈ゆず七味〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥360（¥388）10699

唐辛子（国内産）、金胡麻（トルコ産）、山椒（国内産）、すじ
青のり（国内産）、チンピ（国内産）、おの実（中国産）、けし
の実（トルコ産）

エネルギー 70kcal
たんぱく質 2.5g
脂質 3.4g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 １袋あたり

七種の和風香辛料を独自
に配合。唐辛子の辛みと
山椒の清涼感のある味を
効かせた独特な風味が特
徴です。

香辛料〈七味〉
向井

●容量：１５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：20g　●賞：1年

¥410（¥442）10701

とうがらし（国内産）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 1.9g
炭水化物 13.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

国産のとうがらしを職人
がていねいに、じっくりと煎
り上げました。浅煎りとう
がらしで色味と辛みを出し
深煎りとうがらしで香ばし
さを引き出し絶妙なバラン
スでブレンドしています。

香辛料〈一味〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥360（¥388）10702

山椒（和歌山県産）

エネルギー 38kcal
たんぱく質 1g
脂質 0.6g
炭水化物 7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

和歌山県で大切に育てら
れた大粒のぶどう山椒を
使用しています。ぶどう山
椒は、ぶどうの実のように
まるまると大きく育つこと
からその名がつけられて
います。

香辛料〈山椒〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥480（¥518）10700

西洋わさび粉（国内製造）

エネルギー 75kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.2g
炭水化物 15.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

西洋わさびの香りと味を
いつでも楽しめるよう無
着色のまま粉末にしまし
た。西洋わさび100%の粉
末です。シャープな強い辛
みと旨みがあります。

香辛料〈わさび〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥250（¥270）10703

洋からし（カナダ産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 2.9g
炭水化物 8.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

マスタードの種を無着色の
まま粉末状にしました。ぬ
るま湯で練ると、強い辛み
をお楽しみいただけます。

香辛料〈洋からし〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥250（¥270）10704

白コショー（マレーシア産）

エネルギー 76kcal
たんぱく質 2g
脂質 1.3g
炭水化物 14g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

完熟したコショーの果皮を
取り除き粉末にしたもので
す。刺激が少なく独特の香
味や風味をお楽しみいた
だけます。

香辛料〈白コショー〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥320（¥345）10705

黒コショー（マレーシア産）

エネルギー 73kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 1.2g
炭水化物 13.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

粒黒コショーの独特の香り
をそこなうことなく、果皮
ごと粗挽きし微粉を除い
て粒揃えしています。

香辛料〈黒コショー荒挽〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥340（¥367）10709

すじ青のり （国産）

エネルギー 7kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 1.6g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋あたり

味香りともに人気の高い
「すじ青のり」のみを使用
しています。風味の良い香
りが料理の味を引き立て
ます。

香辛料〈すじ青のり〉
向井

●容量：４ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：11g　●賞：1年

¥340（¥367）10731

焼塩（伊豆大島産）、有機黒コショウ（スリランカ産等）、
有機白コショウ（スリランカ産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 1.8g
炭水化物 14.6g
食塩相当量 62.6g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・
やきしお」と、生の有機粒
コショウを直前に煎って挽
いた香り高くまろやかなコ
ショウをブレンドしました。

有機ペッパーソルト
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：40×40×88㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥480（¥518）10392

焼塩（伊豆大島産）、有機黒コショウ（スリランカ産等）、
有機白コショウ（スリランカ産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 1.8g
炭水化物 14.6g
食塩相当量 62.6g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・やきしお」と、生の有機
粒コショウを直前に煎って挽いた香り高くまろや
かなコショウをブレンドしました。

有機ペッパーソルト・詰め替え用
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：90×90×10㎜
●商品重量：58g　●賞：2年

¥320（¥346）10475

焼塩（伊豆大島産）、有機バジル（ギリシャ産等）、有機オ
レガノ（アメリカ産等）、有機パセリ（オーストリア産等）、
有機タイム（オーストリア産等）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 3.7g
食塩相当量 69.0g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・や
きしお」と、香り高くまろや
かな４種類のハーブをブレ
ンドしました。サラダや温
野菜、肉や魚介類料理に。

有機ハーブソルト
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：40×40×88㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥480（¥518）10393

焼塩（伊豆大島産）、有機バジル（ギリシャ産等）、有機オ
レガノ（アメリカ産等）、有機パセリ（オーストリア産等）、
有機タイム（オーストリア産等）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 3.7g
食塩相当量 69.0g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・やきしお」と、香り高くま
ろやかな４種類のハーブをブレンドしました。サラ
ダや温野菜、肉や魚介類料理に。

有機ハーブソルト・詰め替え用
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：90×90×10㎜
●商品重量：58g　●賞：2年

¥320（¥346）10476
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水あめ（国内製造）、西洋わさび（国産）、本わさび（国
産）、食塩、なたね油（なたね：オーストラリア産）、植物繊維
（ドイツ製造）、りんご酢（国内製造）／香辛料抽出物（タ
イ製造）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 3.6g
炭水化物 18.3g
食塩相当量 4.0g

栄養成分 40gあたり

国産わさび使用。着色料、
保存料、香料、化学調味料
は使わず手間をかけて仕
上げたわさび本来の風味
です。

旨味本来・生おろしわさびチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10732

水あめ（国内製造）､からし（カナダ、アメリカ産）､なたね
油（なたね：オーストラリア産）､食塩､植物繊維（ドイツ製
造）／香辛料抽出物（タイ製造） 

エネルギー 124kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 6.2g
炭水化物 14.2g
食塩相当量 3.4g

栄養成分 40gあたり

辛みの強いオリエンタルマ
スタード使用。着色料、保
存料、香料、化学調味料は
使わず手間をかけて仕上
げたからし本来の風味で
す。

旨味本来・からしチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10733

しょうが（国産）､水あめ（国内製造）､りんご酢（国内製
造）､食塩､でん粉（じゃがいも：国産）､植物繊維（ドイツ製
造）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 7.7g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 40gあたり

国産しょうが使用。保存
料、香料、化学調味料は使
わず手間をかけて仕上げ
たしょうが本来の風味で
す。

旨味本来・生おろししょうがチューブ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：60
●商品サイズ：40×30×145㎜
●商品重量：56.2g　●賞：8ヵ月

¥330（¥356）10734

さや唐辛子（国内産）

エネルギー 17kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.6g
炭水化物 2.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

国産タカノ爪の中から小
粒で形の良いものを選び
軸付きのまま仕上げてい
ます。風味豊かでつやのあ
る緑と赤の色合いが料理
に美しい彩を添えます。

軸付タカノ爪・さやとうがらし
向井

●容量：５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：10g　●賞：1年

¥300（¥324）10708
金胡麻（国内産）、唐辛子（国内産）、山椒（国内産）、チン
ピ（国内産）、すじ青のり（国内産）、黒胡麻（国内産）、生姜
（国内産）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 2.3g
炭水化物 4.8g
食塩相当量 0.018g

栄養成分 １袋あたり

七種の純国産素材を独自
に配合。辛みをおさえ、料
理を引き立てる香りと風
味があります。

香辛料〈和七味〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥410（¥442）10698

ゆず（国内産）、唐辛子（国内産）、胡麻（ミャンマー、ト
ルコ産他）、山椒（国内産）、すじ青のり（国内産）、おの実
（中国産）、けしの実（トルコ産）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 1.6g
炭水化物 6g
食塩相当量 0.005g

栄養成分 １袋あたり

ゆずの香りを活かし辛みと
香りの調和がとれた和風
香辛料の配合です。柑橘
系の爽やかな香りが特徴
です。

香辛料〈ゆず七味〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥360（¥388）10699

唐辛子（国内産）、金胡麻（トルコ産）、山椒（国内産）、すじ
青のり（国内産）、チンピ（国内産）、おの実（中国産）、けし
の実（トルコ産）

エネルギー 70kcal
たんぱく質 2.5g
脂質 3.4g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 １袋あたり

七種の和風香辛料を独自
に配合。唐辛子の辛みと
山椒の清涼感のある味を
効かせた独特な風味が特
徴です。

香辛料〈七味〉
向井

●容量：１５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：20g　●賞：1年

¥410（¥442）10701

とうがらし（国内産）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 1.9g
炭水化物 13.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

国産のとうがらしを職人
がていねいに、じっくりと煎
り上げました。浅煎りとう
がらしで色味と辛みを出し
深煎りとうがらしで香ばし
さを引き出し絶妙なバラン
スでブレンドしています。

香辛料〈一味〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥360（¥388）10702

山椒（和歌山県産）

エネルギー 38kcal
たんぱく質 1g
脂質 0.6g
炭水化物 7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

和歌山県で大切に育てら
れた大粒のぶどう山椒を
使用しています。ぶどう山
椒は、ぶどうの実のように
まるまると大きく育つこと
からその名がつけられて
います。

香辛料〈山椒〉
向井

●容量：１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥480（¥518）10700

西洋わさび粉（国内製造）

エネルギー 75kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.2g
炭水化物 15.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

西洋わさびの香りと味を
いつでも楽しめるよう無
着色のまま粉末にしまし
た。西洋わさび100%の粉
末です。シャープな強い辛
みと旨みがあります。

香辛料〈わさび〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥250（¥270）10703

洋からし（カナダ産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 2.9g
炭水化物 8.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

マスタードの種を無着色の
まま粉末状にしました。ぬ
るま湯で練ると、強い辛み
をお楽しみいただけます。

香辛料〈洋からし〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥250（¥270）10704

白コショー（マレーシア産）

エネルギー 76kcal
たんぱく質 2g
脂質 1.3g
炭水化物 14g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

完熟したコショーの果皮を
取り除き粉末にしたもので
す。刺激が少なく独特の香
味や風味をお楽しみいた
だけます。

香辛料〈白コショー〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥320（¥345）10705

黒コショー（マレーシア産）

エネルギー 73kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 1.2g
炭水化物 13.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

粒黒コショーの独特の香り
をそこなうことなく、果皮
ごと粗挽きし微粉を除い
て粒揃えしています。

香辛料〈黒コショー荒挽〉
向井

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：25g　●賞：1年

¥340（¥367）10709

すじ青のり （国産）

エネルギー 7kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 1.6g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋あたり

味香りともに人気の高い
「すじ青のり」のみを使用
しています。風味の良い香
りが料理の味を引き立て
ます。

香辛料〈すじ青のり〉
向井

●容量：４ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×5×170㎜
●商品重量：11g　●賞：1年

¥340（¥367）10731

焼塩（伊豆大島産）、有機黒コショウ（スリランカ産等）、
有機白コショウ（スリランカ産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 1.8g
炭水化物 14.6g
食塩相当量 62.6g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・
やきしお」と、生の有機粒
コショウを直前に煎って挽
いた香り高くまろやかなコ
ショウをブレンドしました。

有機ペッパーソルト
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：40×40×88㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥480（¥518）10392

焼塩（伊豆大島産）、有機黒コショウ（スリランカ産等）、
有機白コショウ（スリランカ産等）

エネルギー 84kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 1.8g
炭水化物 14.6g
食塩相当量 62.6g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・やきしお」と、生の有機
粒コショウを直前に煎って挽いた香り高くまろや
かなコショウをブレンドしました。

有機ペッパーソルト・詰め替え用
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：90×90×10㎜
●商品重量：58g　●賞：2年

¥320（¥346）10475

焼塩（伊豆大島産）、有機バジル（ギリシャ産等）、有機オ
レガノ（アメリカ産等）、有機パセリ（オーストリア産等）、
有機タイム（オーストリア産等）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 3.7g
食塩相当量 69.0g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・や
きしお」と、香り高くまろや
かな４種類のハーブをブレ
ンドしました。サラダや温
野菜、肉や魚介類料理に。

有機ハーブソルト
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：40×40×88㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥480（¥518）10393

焼塩（伊豆大島産）、有機バジル（ギリシャ産等）、有機オ
レガノ（アメリカ産等）、有機パセリ（オーストリア産等）、
有機タイム（オーストリア産等）

エネルギー 24kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 3.7g
食塩相当量 69.0g

栄養成分 100gあたり

にがり分を含む「海の精・やきしお」と、香り高くま
ろやかな４種類のハーブをブレンドしました。サラ
ダや温野菜、肉や魚介類料理に。

有機ハーブソルト・詰め替え用
海の精

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：90×90×10㎜
●商品重量：58g　●賞：2年

¥320（¥346）10476
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

天日塩、黒こしょう（マレーシア産）、にんにく（中国産）、
しょうが（中国産）、でん粉（タピオカ：タイ産）、粗製海水
塩化マグネシウム

顆粒状にした天塩の一
粒一粒に黒コショウ・にん
にく・生姜をバランスよく
コーティングしました。料
理の味を際立たせます。

天塩こしょう
天塩

●容量：６５ｇ　●入数：5【5】
●商品サイズ：45×45×100㎜
●商品重量：196g　●賞：3年

¥370（¥399）10710

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）、黒胡椒

エネルギー 58.0kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 1.3g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 83.2g

栄養成分 100gあたり

内蒙古自治区ジランタイ
の塩湖から生まれた粒状
の湖水塩に、粗挽き黒胡
椒を、絶妙に配合。ミルに
よる挽き立ての香りは、素
材の味を一層活かします。

モンゴル塩こしょう
木曽路物産

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：98×48×190㎜
●商品重量：265g　●賞：1年

¥600（¥648）10398

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）、黒胡椒

エネルギー 58.0kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 1.3g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 83.2g

栄養成分 100gあたり

内蒙古自治区ジランタイ
の塩湖から生まれた粒状
の湖水塩に、粗挽き黒胡
椒を、絶妙に配合。ミルに
よる挽き立ての香りは、素
材の味を一層活かします。

モンゴル塩こしょうミル付
木曽路物産

●容量：５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：40×40×115㎜
●商品重量：144g　●賞：1年

¥1,000（¥1,100）10403

ターメリック（インド・中国産）、コリアンダー（モロッコ・カ
ナダ産）、クミンパウダー（インド・イラン産）、唐辛子（中
国産）、オールスパイス（ジャマイカ・メキシコ産）、シナモ
ン（ベトナム・中国産）、カルダモン（インド・グアテマラ
産）、ジンジャー（中国産）、ローレル（トルコ・ギリシャ産）、
クローブ（ザンジバル・マダガスカル産他）、ブラックペッ
パー（インド・マレーシア産）、その他香辛料

２０種類以上のスパイスを
ブレンドした、香り・辛み・
色、共にすぐれたカレー粉
です。ピラフ、サラダなどあ
らゆるカレー料理に。

カレーパウダー
井上スパイス

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：100×3×150㎜
●商品重量：26g　●賞：1年

¥180（¥194）10870

みそ、砂糖、赤とうがらし（九州産）、にんにく（九州産）、
食塩、清酒、穀物酢、発酵調味液（魚しょう、焼酎、穀物発
酵液）

辛いだけでなく、まろやか
さと旨味を引き出したコ
チュジャンです。農薬・化学
肥料不使用の九州産のと
うがらしとにんにくを使用
しています。焼肉や鍋物の
薬味としてもご利用くださ
い。

コチュジャン
ベストアメニティ

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×58㎜
●商品重量：206g　●賞：1年

¥458（¥494）10735
大豆

でん粉分解物、酵母エキス、粉末野菜（玉ねぎ、人参、
キャベツ、白菜、セロリ）、甜菜糖、馬鈴しょでん粉

エネルギー 13kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 2.7g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １包3.5gあたり

食塩・化学調味料・動物性
素材不使用、五種類の野
菜の旨みで仕上げた顆粒
タイプのだしの素です。

野菜でうまみ〈食塩無添加〉
ムソー

●容量：３．５g×６　●入数：24
●商品サイズ：100×30×130㎜
●商品重量：42g　●賞：1年

¥350（¥378）10763

食塩、でん粉分解物、酵母エキス、玉ねぎ粉末、醤油（小
麦・大豆を含む）、コショウ、セロリ粉末、人参粉末、馬鈴
しょでん粉、フライドガーリック 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 １包５gあたり

動物性素材を使わず、野
菜が持っているコクと旨み
を引き出した洋風だしの
素です。たん白加水分解
物・化学調味料も使ってい
ません。原料の野菜はすべ
て国内産原料です。

野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉
ムソー

●容量：５ｇ×８　●入数：24
●商品サイズ：100×30×130㎜
●商品重量：63g　●賞：2年

¥380（¥410）10761
小麦 大豆

食塩、でん粉分解物、酵母エキス、玉ねぎ粉末、醤油（小
麦・大豆を含む）、コショウ、セロリ粉末、人参粉末、馬鈴
しょでん粉、フライドガーリック 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 １包５gあたり

動物性素材を使わず、野
菜が持っているコクと旨み
を引き出した洋風だしの
素です。たん白加水分解
物・化学調味料も使ってい
ません。原料の野菜はすべ
て国内産原料です。

野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉徳用
ムソー

●容量：５ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：130×45×190㎜
●商品重量：210g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）10762
小麦 大豆

食塩（国内製造）、麦芽糖、砂糖（甜菜：北海道産）、かつお
節粉末（鰹：鹿児島県枕崎産）、酵母エキス粉末、こんぶ
粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 3.3g
食塩相当量 2.9g

栄養成分 １袋８gあたり

枕崎産かつおぶしと北海
道産昆布を使用した、溶け
やすい顆粒タイプのだし
の素です。化学調味料や
たんぱく加水分解物は使
用しておりません。

だし亭や・かつおだし〈袋入〉
ムソー

●容量：８ｇ×８　●入数：10
●商品サイズ：235×110×18㎜
●商品重量：78.3g　●賞：1年

¥380（¥410）10279

食塩（国内製造）、麦芽糖、砂糖（甜菜：北海道産）、かつお
節粉末（鰹：鹿児島県枕崎産）、酵母エキス粉末、こんぶ
粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 3.3g
食塩相当量 2.9g

栄養成分 １袋８gあたり

枕崎産かつおぶしと北海道産昆布を使用した、
溶けやすい顆粒タイプのだしの素です。化学調
味料やたんぱく加水分解物は使用しておりませ
ん。

だし亭や・かつおだし〈箱入〉
ムソー

●容量：８ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：75×200×90㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）10280

麦芽糖（国内製造）、食塩、煮干いわし粉末（いわし：瀬戸
内産・長崎県産）、酵母エキス粉末、かつお節粉末（鰹：鹿
児島県枕崎産）、こんぶ粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 18kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.1g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 １袋８gあたり

国産のいわしと、枕崎産か
つお節、北海道産昆布を
使用した、顆粒タイプのだ
しの素です。化学調味料
やたんぱく加水分解物は
使用しておりません。

だし亭や・いりこだし〈袋入〉
ムソー

●容量：８ｇ×８　●入数：10
●商品サイズ：235×110×18㎜
●商品重量：78.3g　●賞：1年

¥380（¥410）10281

麦芽糖（国内製造）、食塩、煮干いわし粉末（いわし：瀬戸
内産・長崎県産）、酵母エキス粉末、かつお節粉末（鰹：鹿
児島県枕崎産）、こんぶ粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 18kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.1g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 １袋８gあたり

国産のいわしと、枕崎産かつお節、北海道産昆布
を使用した、顆粒タイプのだしの素です。化学調
味料やたんぱく加水分解物は使用しておりませ
ん。

だし亭や・いりこだし〈箱入〉
ムソー

●容量：８ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：75×200×90㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）10282

かつおのかれぶし（国内産）、真昆布（北海道函館産）、か
つおのふし（国内産）

エネルギー 23.5kcal
たんぱく質 4.44g
脂質 0.25g
炭水化物 0.86g
食塩相当量 0.14g

栄養成分 １袋7gあたり

国内産のかつおの枯節と荒節をブレンドし、北海
道函館産の天然真昆布をたっぷり使用した、うま
味、深味、香りがきわだつだしパック。食塩・粉末
醤油・化学調味料・エキス類を一切使用していな
い天然素材100％の｢合わせだし｣です。

無添加･だしパック(鰹昆布だし)[青]
ムソー

●容量：7g×8　●入数：40
●商品サイズ：210×160×43㎜
●商品重量：72g　●賞：10ヵ月

¥650（¥702）22268

真昆布（北海道函館産）、乾し椎茸（九州産）

エネルギー 21.4kcal
たんぱく質 1.18g
脂質 0.1g
炭水化物 3.96g
食塩相当量 0.27g

栄養成分 １袋7gあたり

北海道函館産天然真昆布の滋味と九州産の原
木の干ししいたけのうま味を生かした精進だし
パック。食塩・粉末醤油・化学調味料・エキス類を
一切使用していない天然素材100％の｢合わせ
だし｣です。

無添加･だしパック(精進だし)[黄]
ムソー

●容量：7g×8　●入数：40
●商品サイズ：210×160×43㎜
●商品重量：72g　●賞：10ヵ月

¥650（¥702）22269
しょうゆ（本醸造）（大豆：岩手県産、小麦：岩手県産）、水飴
（甘藷：鹿児島県産、大麦：カナダ産）、発酵調味料（米：国
内産）、かつお節エキス（鰹：国内産）、砂糖、酵母エキス

エネルギー 112kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0g
炭水化物 23.1g
食塩相当量 8.2g

栄養成分 100mlあたり

本醸造しょうゆに、みりん・
かつおエキスなどを配合
した風味豊かな濃縮タイ
プのめんつゆです。うど
ん・そば・そうめんなどに。

めんつゆ
ムソー

●容量：３６０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：60×60×220㎜
●商品重量：670g　●賞：10ヵ月

¥450（¥486）10365
小麦 大豆

しょうゆ（本醸造）（小麦：国内産、大豆：国内産、食塩）、米
発酵調味料（米、食塩）、ふし（むろあじ・そうだがつお・か
つお：国内産）、砂糖、乾しいたけ（大分県産）、こんぶ（国
内産）

国産丸大豆使用の本醸造
濃口醤油をベースに、かつ
お節と昆布・椎茸より取っ
ただしを加えたストレート
タイプのめんつゆです。

めんつゆ・ストレートタイプ
イゲタ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×193㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥450（¥486）10337
小麦 大豆

しょうゆ（本醸造）（小麦：国内産、大豆：国内産、食塩、米：
国内産）、米発酵調味料（米、食塩）、ふし（そうだがつお・
かつお：国内産）、砂糖、乾しいたけ（大分県産）、こんぶ
（国内産）

国産丸大豆使用の本醸造
淡口醤油をベースに、かつ
お節と昆布・椎茸より取っ
ただしを加えたストレート
タイプのそうめんめんつ
ゆです。

そうめんつゆ・ストレートタイプ
イゲタ 夏季

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×193㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥450（¥486）10338
小麦 大豆

有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、粗糖、かつお節エキ
ス、食塩、昆布エキス、みりん、しいたけエキス、酵母エキ
ス

エネルギー 114kcal
たんぱく質 6.5g
脂質 0g
炭水化物 22g
食塩相当量 14.0g

栄養成分 100gあたり

有機特選こいくち醤油に
カツオ・昆布・椎茸のエキス
をたっぷり使用した深い味
わいでいろいろなお料理
をひときわおいしく仕上げ
てくれる鰹だしつゆです。

和然鰹だしつゆ
瑞雲

●容量：300ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×170㎜
●商品重量：400g　●賞：1年

¥600（¥648）10938
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
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天日塩、黒こしょう（マレーシア産）、にんにく（中国産）、
しょうが（中国産）、でん粉（タピオカ：タイ産）、粗製海水
塩化マグネシウム

顆粒状にした天塩の一
粒一粒に黒コショウ・にん
にく・生姜をバランスよく
コーティングしました。料
理の味を際立たせます。

天塩こしょう
天塩

●容量：６５ｇ　●入数：5【5】
●商品サイズ：45×45×100㎜
●商品重量：196g　●賞：3年

¥370（¥399）10710

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）、黒胡椒

エネルギー 58.0kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 1.3g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 83.2g

栄養成分 100gあたり

内蒙古自治区ジランタイ
の塩湖から生まれた粒状
の湖水塩に、粗挽き黒胡
椒を、絶妙に配合。ミルに
よる挽き立ての香りは、素
材の味を一層活かします。

モンゴル塩こしょう
木曽路物産

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：98×48×190㎜
●商品重量：265g　●賞：1年

¥600（¥648）10398

湖塩（中国・内モンゴル自治区産）、黒胡椒

エネルギー 58.0kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 1.3g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 83.2g

栄養成分 100gあたり

内蒙古自治区ジランタイ
の塩湖から生まれた粒状
の湖水塩に、粗挽き黒胡
椒を、絶妙に配合。ミルに
よる挽き立ての香りは、素
材の味を一層活かします。

モンゴル塩こしょうミル付
木曽路物産

●容量：５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：40×40×115㎜
●商品重量：144g　●賞：1年

¥1,000（¥1,100）10403

ターメリック（インド・中国産）、コリアンダー（モロッコ・カ
ナダ産）、クミンパウダー（インド・イラン産）、唐辛子（中
国産）、オールスパイス（ジャマイカ・メキシコ産）、シナモ
ン（ベトナム・中国産）、カルダモン（インド・グアテマラ
産）、ジンジャー（中国産）、ローレル（トルコ・ギリシャ産）、
クローブ（ザンジバル・マダガスカル産他）、ブラックペッ
パー（インド・マレーシア産）、その他香辛料

２０種類以上のスパイスを
ブレンドした、香り・辛み・
色、共にすぐれたカレー粉
です。ピラフ、サラダなどあ
らゆるカレー料理に。

カレーパウダー
井上スパイス

●容量：２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：100×3×150㎜
●商品重量：26g　●賞：1年

¥180（¥194）10870

みそ、砂糖、赤とうがらし（九州産）、にんにく（九州産）、
食塩、清酒、穀物酢、発酵調味液（魚しょう、焼酎、穀物発
酵液）

辛いだけでなく、まろやか
さと旨味を引き出したコ
チュジャンです。農薬・化学
肥料不使用の九州産のと
うがらしとにんにくを使用
しています。焼肉や鍋物の
薬味としてもご利用くださ
い。

コチュジャン
ベストアメニティ

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×58㎜
●商品重量：206g　●賞：1年

¥458（¥494）10735
大豆

でん粉分解物、酵母エキス、粉末野菜（玉ねぎ、人参、
キャベツ、白菜、セロリ）、甜菜糖、馬鈴しょでん粉

エネルギー 13kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 2.7g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １包3.5gあたり

食塩・化学調味料・動物性
素材不使用、五種類の野
菜の旨みで仕上げた顆粒
タイプのだしの素です。

野菜でうまみ〈食塩無添加〉
ムソー

●容量：３．５g×６　●入数：24
●商品サイズ：100×30×130㎜
●商品重量：42g　●賞：1年

¥350（¥378）10763

食塩、でん粉分解物、酵母エキス、玉ねぎ粉末、醤油（小
麦・大豆を含む）、コショウ、セロリ粉末、人参粉末、馬鈴
しょでん粉、フライドガーリック 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 １包５gあたり

動物性素材を使わず、野
菜が持っているコクと旨み
を引き出した洋風だしの
素です。たん白加水分解
物・化学調味料も使ってい
ません。原料の野菜はすべ
て国内産原料です。

野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉
ムソー

●容量：５ｇ×８　●入数：24
●商品サイズ：100×30×130㎜
●商品重量：63g　●賞：2年

¥380（¥410）10761
小麦 大豆

食塩、でん粉分解物、酵母エキス、玉ねぎ粉末、醤油（小
麦・大豆を含む）、コショウ、セロリ粉末、人参粉末、馬鈴
しょでん粉、フライドガーリック 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 1.8g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 １包５gあたり

動物性素材を使わず、野
菜が持っているコクと旨み
を引き出した洋風だしの
素です。たん白加水分解
物・化学調味料も使ってい
ません。原料の野菜はすべ
て国内産原料です。

野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉徳用
ムソー

●容量：５ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：130×45×190㎜
●商品重量：210g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）10762
小麦 大豆

食塩（国内製造）、麦芽糖、砂糖（甜菜：北海道産）、かつお
節粉末（鰹：鹿児島県枕崎産）、酵母エキス粉末、こんぶ
粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 3.3g
食塩相当量 2.9g

栄養成分 １袋８gあたり

枕崎産かつおぶしと北海
道産昆布を使用した、溶け
やすい顆粒タイプのだし
の素です。化学調味料や
たんぱく加水分解物は使
用しておりません。

だし亭や・かつおだし〈袋入〉
ムソー

●容量：８ｇ×８　●入数：10
●商品サイズ：235×110×18㎜
●商品重量：78.3g　●賞：1年

¥380（¥410）10279

食塩（国内製造）、麦芽糖、砂糖（甜菜：北海道産）、かつお
節粉末（鰹：鹿児島県枕崎産）、酵母エキス粉末、こんぶ
粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 3.3g
食塩相当量 2.9g

栄養成分 １袋８gあたり

枕崎産かつおぶしと北海道産昆布を使用した、
溶けやすい顆粒タイプのだしの素です。化学調
味料やたんぱく加水分解物は使用しておりませ
ん。

だし亭や・かつおだし〈箱入〉
ムソー

●容量：８ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：75×200×90㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）10280

麦芽糖（国内製造）、食塩、煮干いわし粉末（いわし：瀬戸
内産・長崎県産）、酵母エキス粉末、かつお節粉末（鰹：鹿
児島県枕崎産）、こんぶ粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 18kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.1g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 １袋８gあたり

国産のいわしと、枕崎産か
つお節、北海道産昆布を
使用した、顆粒タイプのだ
しの素です。化学調味料
やたんぱく加水分解物は
使用しておりません。

だし亭や・いりこだし〈袋入〉
ムソー

●容量：８ｇ×８　●入数：10
●商品サイズ：235×110×18㎜
●商品重量：78.3g　●賞：1年

¥380（¥410）10281

麦芽糖（国内製造）、食塩、煮干いわし粉末（いわし：瀬戸
内産・長崎県産）、酵母エキス粉末、かつお節粉末（鰹：鹿
児島県枕崎産）、こんぶ粉末（昆布：北海道産）

エネルギー 18kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.1g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 １袋８gあたり

国産のいわしと、枕崎産かつお節、北海道産昆布
を使用した、顆粒タイプのだしの素です。化学調
味料やたんぱく加水分解物は使用しておりませ
ん。

だし亭や・いりこだし〈箱入〉
ムソー

●容量：８ｇ×３０　●入数：24
●商品サイズ：75×200×90㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）10282

かつおのかれぶし（国内産）、真昆布（北海道函館産）、か
つおのふし（国内産）

エネルギー 23.5kcal
たんぱく質 4.44g
脂質 0.25g
炭水化物 0.86g
食塩相当量 0.14g

栄養成分 １袋7gあたり

国内産のかつおの枯節と荒節をブレンドし、北海
道函館産の天然真昆布をたっぷり使用した、うま
味、深味、香りがきわだつだしパック。食塩・粉末
醤油・化学調味料・エキス類を一切使用していな
い天然素材100％の｢合わせだし｣です。

無添加･だしパック(鰹昆布だし)[青]
ムソー

●容量：7g×8　●入数：40
●商品サイズ：210×160×43㎜
●商品重量：72g　●賞：10ヵ月

¥650（¥702）22268

真昆布（北海道函館産）、乾し椎茸（九州産）

エネルギー 21.4kcal
たんぱく質 1.18g
脂質 0.1g
炭水化物 3.96g
食塩相当量 0.27g

栄養成分 １袋7gあたり

北海道函館産天然真昆布の滋味と九州産の原
木の干ししいたけのうま味を生かした精進だし
パック。食塩・粉末醤油・化学調味料・エキス類を
一切使用していない天然素材100％の｢合わせ
だし｣です。

無添加･だしパック(精進だし)[黄]
ムソー

●容量：7g×8　●入数：40
●商品サイズ：210×160×43㎜
●商品重量：72g　●賞：10ヵ月

¥650（¥702）22269
しょうゆ（本醸造）（大豆：岩手県産、小麦：岩手県産）、水飴
（甘藷：鹿児島県産、大麦：カナダ産）、発酵調味料（米：国
内産）、かつお節エキス（鰹：国内産）、砂糖、酵母エキス

エネルギー 112kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0g
炭水化物 23.1g
食塩相当量 8.2g

栄養成分 100mlあたり

本醸造しょうゆに、みりん・
かつおエキスなどを配合
した風味豊かな濃縮タイ
プのめんつゆです。うど
ん・そば・そうめんなどに。

めんつゆ
ムソー

●容量：３６０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：60×60×220㎜
●商品重量：670g　●賞：10ヵ月

¥450（¥486）10365
小麦 大豆

しょうゆ（本醸造）（小麦：国内産、大豆：国内産、食塩）、米
発酵調味料（米、食塩）、ふし（むろあじ・そうだがつお・か
つお：国内産）、砂糖、乾しいたけ（大分県産）、こんぶ（国
内産）

国産丸大豆使用の本醸造
濃口醤油をベースに、かつ
お節と昆布・椎茸より取っ
ただしを加えたストレート
タイプのめんつゆです。

めんつゆ・ストレートタイプ
イゲタ

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×193㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥450（¥486）10337
小麦 大豆

しょうゆ（本醸造）（小麦：国内産、大豆：国内産、食塩、米：
国内産）、米発酵調味料（米、食塩）、ふし（そうだがつお・
かつお：国内産）、砂糖、乾しいたけ（大分県産）、こんぶ
（国内産）

国産丸大豆使用の本醸造
淡口醤油をベースに、かつ
お節と昆布・椎茸より取っ
ただしを加えたストレート
タイプのそうめんめんつ
ゆです。

そうめんつゆ・ストレートタイプ
イゲタ 夏季

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×193㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥450（¥486）10338
小麦 大豆

有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、粗糖、かつお節エキ
ス、食塩、昆布エキス、みりん、しいたけエキス、酵母エキ
ス

エネルギー 114kcal
たんぱく質 6.5g
脂質 0g
炭水化物 22g
食塩相当量 14.0g

栄養成分 100gあたり

有機特選こいくち醤油に
カツオ・昆布・椎茸のエキス
をたっぷり使用した深い味
わいでいろいろなお料理
をひときわおいしく仕上げ
てくれる鰹だしつゆです。

和然鰹だしつゆ
瑞雲

●容量：300ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×170㎜
●商品重量：400g　●賞：1年

¥600（¥648）10938
小麦 大豆
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加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

しょうゆ（大豆：アメリカ産他、小麦：アメリカ産他）、砂糖（サトウキビ：タイ産）、梨果汁（福
島県・栃木県産）、リンゴペースト（りんご：長野県産）、みりん（もち米：ベトナム産）、チャツ
ネ、発酵調味料（小麦：フランス産他）、にんにく（中国産）、梅酒（梅：国内産）、食用植物油
脂（ごま油（ごま：アフリカ産他）、なたね油（なたね：オーストラリア産）、レモン果汁（レモン：
国内産）、醸造酢（りんご：青森県産他）、ごま（トルコ産）、いわしエキス（いわし：タイ産）、
澱粉、香辛料

エネルギー 163kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 1.7g

炭水化物 31.9g
ナトリウム 2520mg
食塩相当量 6.41g

栄養成分 100gあたり

自家製「熟成にんにくだれ」を使った醤油の風味
とフルーツの甘味のある焼肉のたれ。野菜炒め、
肉どんぶり、バーベキュー等に。

焼肉のたれ・醤油
冨貴

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：475.2g　●賞：1年

¥550（¥594）10339
小麦 大豆

しょうゆ（大豆：アメリカ産他、小麦：アメリカ産他）､みりん（もち米：ベトナム産）､砂糖（サト
ウキビ：タイ産）､米みそ（大豆：北米産、米：タイ産他）､リンゴペースト（りんご：長野県産）
､チャツネ､梅酒（梅：国内産）､にんにく（中国産）､発酵調味料（小麦：フランス産他）､食用
植物油脂（ごま油（ごま：アフリカ産他）、なたね油（なたね：オーストラリア産）､ごま（トルコ
産）､いわしエキス（いわし：タイ産）､香辛料

エネルギー 181kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 1.9g

炭水化物 35.7g
ナトリウム 2360mg
食塩相当量 6g

栄養成分 100gあたり

自家製「熟成にんにくだれ」を使った、信州味噌の
風味を生かしたコクと旨味、フルーツの甘味のあ
る焼肉のたれです。

焼肉のたれ・味噌
冨貴

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：475.2g　●賞：1年

¥550（¥594）10340
小麦 大豆

醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、みりん、有機米酢、米味
噌(大豆を含む)、有機にんにく、ゴマ油、有機しょうが、有
機たまねぎ、香辛料、有機にんじん

エネルギー 151kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 2.7g
炭水化物 27.9g
ナトリウム 3100mg
食塩相当量 7.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機にんにく・生姜
･玉ねぎ・人参から作った
焼肉のたれです。肉だけで
なく、生野菜・麺類のつけ
汁としてもご利用いただ
けます。

焼肉のたれ
ヒカリ

●容量：３５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：57×57×195㎜
●商品重量：560g　●賞：1年半

¥600（¥648）10353
小麦 大豆

国産野菜ブイヨン（たまねぎ、にんじん、セロリ、にんに
く）、有機トマトジュース漬（トマト（イタリア産））、トマト
ピューレー、チキンエキス、オリーブオイル、食塩、砂糖、
でん粉、にんにく、香辛料（黒こしょう、ローレル）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 2.1g
炭水化物 4.2g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆのイタリアントマト。酵母
エキス、たんぱく加水分解
物不使用。

冨貴のつゆ・イタリアントマト
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10992

とりがらスープ（鶏（国産））、レモン果汁、香味油、食塩、
ナンプラー、塩レモン、チキンエキス、魚介エキス（煮干
し、いわし）、でん粉

エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 2.1g
炭水化物 1.2g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの塩レモン味。酵母エキ
ス、たんぱく加水分解物不
使用。

冨貴のつゆ・塩レモン
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10993

豆乳（大豆（国産）（遺伝子組み換えでない））、ごま（すり
ごま、練りごま）、ごま油、味噌、醤油（小麦を含む）、砂糖、
豆板醤、ポークエキス、チキンエキス、食塩、でん粉、辣
油、花椒粉

エネルギー 99kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 6.5g
炭水化物 7.1g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 1人前（90g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの胡麻味噌豆乳味。酵
母エキス、たんぱく加水分
解物不使用。

冨貴のつゆ・ごま味噌豆乳
冨貴 夏季

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：187g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10997
小麦 大豆

梅漬け調味液（梅、砂糖、りんご酢、食塩、はちみつ）（国
内製造）、だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、梅干加
工食品、しょうゆ（本醸造）（小麦・大豆を含む）、かつお節
だし、砂糖、かつお節粉末、生姜、でん粉、いわしエキス

エネルギー 48kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.1g
炭水化物 10.3g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの梅かつお味。酵母エキ
ス、たんぱく加水分解物不
使用。

冨貴のつゆ・梅かつお
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10998
小麦 大豆

だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）（国内製造）、豆乳
（大豆（遺伝子組み換えでない）を含む）、もち米飴、練り
ごま、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、なたね
油、食塩、米みそ、ごま、ごま油、でん粉、いわしエキス、生
姜、オニオンエキス、唐辛子

エネルギー 295kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 17.8g
炭水化物 27.8g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 1袋（150g）あたり

濃厚でコクのある金胡麻
に軽やかな口当たりの白
胡麻を合わせました。豆乳
が胡麻の旨みを引き立て
ます。

ごま鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10804
小麦 大豆

有機しょうゆ(大豆・小麦を含む)、粗糖、食塩、昆布エキ
ス、椎茸エキス、酵母エキス、昆布粉末、みりん、米酢 

エネルギー 82kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.1g
炭水化物 16.5g
食塩相当量 11.2g

栄養成分 100gあたり

有機特選醤油に、北海道
南産真昆布の旨みを活か
し、植物性素材のみで仕
上げただしつゆです。 

和然昆布つゆ
瑞雲

●容量：300ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×170㎜
●商品重量：400g　●賞：1年

¥620（¥670）10936
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、砂糖、みりん（もち米：タイ産、米：国
内産）、食塩、かつお節（かつお：日本・インドネシア・フィリ
ピン産他）、こんぶエキス（国内産）、魚貝エキス、酵母エ
キス

エネルギー 137kcal
たんぱく質 6.9g
炭水化物 27.4g
ナトリウム 6800mg
食塩相当量 17.4g

栄養成分 100mlあたり

本醸造こいくち醤油を
ベースに、かつお節・こん
ぶの風味を生かしたこい
いろ希釈タイプのだしの
素です。

だしの素こいいろ
チョーコー

●容量：1L　●入数：12
●商品サイズ：78×78×270㎜
●商品重量：1277g　●賞：1年

¥1,050（¥1,134）10314
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ・アメリカ産、食塩：
メキシコ・国内産、米：国内産）、砂糖、みりん（もち米：タ
イ産、米：国内産）、かつお節（かつお：日本・インドネシア・
フィリピン産他）、食塩、こんぶエキス（国内産）、魚貝エ
キス、酵母エキス

エネルギー 134kcal
たんぱく質 6.4g
炭水化物 27.2g
ナトリウム 6400mg
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100mlあたり

本醸造うすくち醤油を
ベースに、かつお節・こん
ぶの風味を生かしたうす
いろ希釈タイプのだしの
素です。

京風だしの素うすいろ
チョーコー

●容量：1L　●入数：12
●商品サイズ：78×78×270㎜
●商品重量：1264g　●賞：1年

¥1,050（¥1,134）10370
小麦 大豆

とりがらスープ（鶏骨（国産）、食塩）、食塩、有機醤油（大
豆・小麦を含む）、砂糖、有機たまねぎ（国内産）、有機にん
じん（国内産）、有機キャベツ（国内産）、有機セルリー（国
内産）、香辛料

エネルギー 2kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 0.2g
食塩相当量 1.4g

栄養成分 １袋10gあたり

化学調味料・たんぱく加水
分解物・酵母エキス不使
用。素材の持つ旨みを大
切にした、液体タイプのチ
キンコンソメです。

チキンコンソメ・液体タイプ
ヒカリ

●容量：１０ｇ×８　●入数：30
●商品サイズ：130×10×170㎜
●商品重量：89g　●賞：10ヵ月

¥500（¥540）10291
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機米酢、有機ゆず（徳島県産）、麦芽水飴、食塩、有機ゆ
こう（徳島県産）、有機すだち（徳島県産）、有機米醗酵調
味料、こんぶ（北海道産）、有機乾しいたけ（国内産）

エネルギー 44kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0g
炭水化物 7.0g
ナトリウム 2900mg
食塩相当量 7.4g

栄養成分 100gあたり

徳島県特産・有機栽培の
ゆず・ゆこう・すだち果汁を
ふんだんに使用した無添
加の有機ぽん酢しょうゆ
です。

有機ぽん酢しょうゆ
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：465g　●賞：1年半

¥410（¥443）10145
小麦 大豆

有機醤油（大豆・小麦を含む、大豆：遺伝子組み換えでな
い）、有機すだち（徳島県産）、有機ゆず（徳島県産）、麦
芽水飴、食塩、有機米醗酵調味料、有機ゆこう（徳島県
産）、こんぶ（北海道産）、有機乾しいたけ（国内産）

エネルギー 50kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 0.1g
炭水化物 8.8g
ナトリウム 2600mg
食塩相当量 6.6g

栄養成分 100gあたり

醸造酢を使わず、有機柑
橘を贅沢に使用していま
すので、つんとした酸味が
なく、天然果汁の酸味と香
りのある有機ぽん酢です。

職人の夢・有機すだちぽん酢
ヒカリ

●容量：１８０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×172㎜
●商品重量：360g　●賞：1年半

¥620（¥670）10136
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、醸造酢（米もろみ：国内産）、砂糖、
ゆず果汁（ゆず：高知県産）、みりん、魚貝エキス、酵母エ
キス

エネルギー 102kcal
たんぱく質 4.7g
炭水化物 20.7g
ナトリウム 3900mg
食塩相当量 10.0g

栄養成分 100mlあたり

超特選丸大豆うすくちしょ
うゆをベースに、高知県産
のゆず果汁を使用した、か
け専用ゆず風味のぽん酢
しょうゆです。

ゆず醤油かけぽん
チョーコー

●容量：４００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×198㎜
●商品重量：771g　●賞：1年

¥430（¥464）10134
小麦 大豆

しょうゆ、醸造酢、橙果汁（瀬戸内産）、粗糖、みりん、ゆず
果汁（徳島県産）、酵母エキス、かつおだし（国内産）

エネルギー 69kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 0.1g
炭水化物 11g
ナトリウム 3400mg

栄養成分 100gあたり

丸大豆醤油をベースに橙
とゆずの果汁、みりん、か
つおだしを美味しくブレン
ド。ドレッシングや、かけ醤
油のかわりにご利用くださ
い。

ゆずぽん酢
マルシマ

●容量：３００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：64×64×160㎜
●商品重量：520g　●賞：1年

¥520（¥562）10795
小麦 大豆

醤油（大豆：国内産、小麦：国内産、塩：メキシコ産）、ゆず
果汁（徳島県産）、かぼす果汁（大分県産）、米酢（米：京都
府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、鰹節（鹿児島県産）、昆布
（北海道産）

国産のゆず、かぼす果汁、
昆布と鰹節の一番だしを
純米富士酢に合わせて、
じっくり丁寧に造りました。

富士ゆずぽん酢
飯尾醸造

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×210㎜
●商品重量：590g　●賞：8ヵ月

¥800（¥864）10144
小麦 大豆
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カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

しょうゆ（大豆：アメリカ産他、小麦：アメリカ産他）、砂糖（サトウキビ：タイ産）、梨果汁（福
島県・栃木県産）、リンゴペースト（りんご：長野県産）、みりん（もち米：ベトナム産）、チャツ
ネ、発酵調味料（小麦：フランス産他）、にんにく（中国産）、梅酒（梅：国内産）、食用植物油
脂（ごま油（ごま：アフリカ産他）、なたね油（なたね：オーストラリア産）、レモン果汁（レモン：
国内産）、醸造酢（りんご：青森県産他）、ごま（トルコ産）、いわしエキス（いわし：タイ産）、
澱粉、香辛料

エネルギー 163kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 1.7g

炭水化物 31.9g
ナトリウム 2520mg
食塩相当量 6.41g

栄養成分 100gあたり

自家製「熟成にんにくだれ」を使った醤油の風味
とフルーツの甘味のある焼肉のたれ。野菜炒め、
肉どんぶり、バーベキュー等に。

焼肉のたれ・醤油
冨貴

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：475.2g　●賞：1年

¥550（¥594）10339
小麦 大豆

しょうゆ（大豆：アメリカ産他、小麦：アメリカ産他）､みりん（もち米：ベトナム産）､砂糖（サト
ウキビ：タイ産）､米みそ（大豆：北米産、米：タイ産他）､リンゴペースト（りんご：長野県産）
､チャツネ､梅酒（梅：国内産）､にんにく（中国産）､発酵調味料（小麦：フランス産他）､食用
植物油脂（ごま油（ごま：アフリカ産他）、なたね油（なたね：オーストラリア産）､ごま（トルコ
産）､いわしエキス（いわし：タイ産）､香辛料

エネルギー 181kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 1.9g

炭水化物 35.7g
ナトリウム 2360mg
食塩相当量 6g

栄養成分 100gあたり

自家製「熟成にんにくだれ」を使った、信州味噌の
風味を生かしたコクと旨味、フルーツの甘味のあ
る焼肉のたれです。

焼肉のたれ・味噌
冨貴

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：45×45×185㎜
●商品重量：475.2g　●賞：1年

¥550（¥594）10340
小麦 大豆

醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、みりん、有機米酢、米味
噌(大豆を含む)、有機にんにく、ゴマ油、有機しょうが、有
機たまねぎ、香辛料、有機にんじん

エネルギー 151kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 2.7g
炭水化物 27.9g
ナトリウム 3100mg
食塩相当量 7.9g

栄養成分 100gあたり

国内産有機にんにく・生姜
･玉ねぎ・人参から作った
焼肉のたれです。肉だけで
なく、生野菜・麺類のつけ
汁としてもご利用いただ
けます。

焼肉のたれ
ヒカリ

●容量：３５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：57×57×195㎜
●商品重量：560g　●賞：1年半

¥600（¥648）10353
小麦 大豆

国産野菜ブイヨン（たまねぎ、にんじん、セロリ、にんに
く）、有機トマトジュース漬（トマト（イタリア産））、トマト
ピューレー、チキンエキス、オリーブオイル、食塩、砂糖、
でん粉、にんにく、香辛料（黒こしょう、ローレル）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 2.1g
炭水化物 4.2g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆのイタリアントマト。酵母
エキス、たんぱく加水分解
物不使用。

冨貴のつゆ・イタリアントマト
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10992

とりがらスープ（鶏（国産））、レモン果汁、香味油、食塩、
ナンプラー、塩レモン、チキンエキス、魚介エキス（煮干
し、いわし）、でん粉

エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 2.1g
炭水化物 1.2g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの塩レモン味。酵母エキ
ス、たんぱく加水分解物不
使用。

冨貴のつゆ・塩レモン
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10993

豆乳（大豆（国産）（遺伝子組み換えでない））、ごま（すり
ごま、練りごま）、ごま油、味噌、醤油（小麦を含む）、砂糖、
豆板醤、ポークエキス、チキンエキス、食塩、でん粉、辣
油、花椒粉

エネルギー 99kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 6.5g
炭水化物 7.1g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 1人前（90g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの胡麻味噌豆乳味。酵
母エキス、たんぱく加水分
解物不使用。

冨貴のつゆ・ごま味噌豆乳
冨貴 夏季

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：187g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10997
小麦 大豆

梅漬け調味液（梅、砂糖、りんご酢、食塩、はちみつ）（国
内製造）、だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、梅干加
工食品、しょうゆ（本醸造）（小麦・大豆を含む）、かつお節
だし、砂糖、かつお節粉末、生姜、でん粉、いわしエキス

エネルギー 48kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.1g
炭水化物 10.3g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 1人前（100g）あたり

手軽に使えるぶっかけつ
ゆの梅かつお味。酵母エキ
ス、たんぱく加水分解物不
使用。

冨貴のつゆ・梅かつお
冨貴 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×34×180㎜
●商品重量：207g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10998
小麦 大豆

だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）（国内製造）、豆乳
（大豆（遺伝子組み換えでない）を含む）、もち米飴、練り
ごま、しょうゆ（小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、なたね
油、食塩、米みそ、ごま、ごま油、でん粉、いわしエキス、生
姜、オニオンエキス、唐辛子

エネルギー 295kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 17.8g
炭水化物 27.8g
食塩相当量 7.5g

栄養成分 1袋（150g）あたり

濃厚でコクのある金胡麻
に軽やかな口当たりの白
胡麻を合わせました。豆乳
が胡麻の旨みを引き立て
ます。

ごま鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10804
小麦 大豆

有機しょうゆ(大豆・小麦を含む)、粗糖、食塩、昆布エキ
ス、椎茸エキス、酵母エキス、昆布粉末、みりん、米酢 

エネルギー 82kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.1g
炭水化物 16.5g
食塩相当量 11.2g

栄養成分 100gあたり

有機特選醤油に、北海道
南産真昆布の旨みを活か
し、植物性素材のみで仕
上げただしつゆです。 

和然昆布つゆ
瑞雲

●容量：300ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×170㎜
●商品重量：400g　●賞：1年

¥620（¥670）10936
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、砂糖、みりん（もち米：タイ産、米：国
内産）、食塩、かつお節（かつお：日本・インドネシア・フィリ
ピン産他）、こんぶエキス（国内産）、魚貝エキス、酵母エ
キス

エネルギー 137kcal
たんぱく質 6.9g
炭水化物 27.4g
ナトリウム 6800mg
食塩相当量 17.4g

栄養成分 100mlあたり

本醸造こいくち醤油を
ベースに、かつお節・こん
ぶの風味を生かしたこい
いろ希釈タイプのだしの
素です。

だしの素こいいろ
チョーコー

●容量：1L　●入数：12
●商品サイズ：78×78×270㎜
●商品重量：1277g　●賞：1年

¥1,050（¥1,134）10314
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ・アメリカ産、食塩：
メキシコ・国内産、米：国内産）、砂糖、みりん（もち米：タ
イ産、米：国内産）、かつお節（かつお：日本・インドネシア・
フィリピン産他）、食塩、こんぶエキス（国内産）、魚貝エ
キス、酵母エキス

エネルギー 134kcal
たんぱく質 6.4g
炭水化物 27.2g
ナトリウム 6400mg
食塩相当量 16.3g

栄養成分 100mlあたり

本醸造うすくち醤油を
ベースに、かつお節・こん
ぶの風味を生かしたうす
いろ希釈タイプのだしの
素です。

京風だしの素うすいろ
チョーコー

●容量：1L　●入数：12
●商品サイズ：78×78×270㎜
●商品重量：1264g　●賞：1年

¥1,050（¥1,134）10370
小麦 大豆

とりがらスープ（鶏骨（国産）、食塩）、食塩、有機醤油（大
豆・小麦を含む）、砂糖、有機たまねぎ（国内産）、有機にん
じん（国内産）、有機キャベツ（国内産）、有機セルリー（国
内産）、香辛料

エネルギー 2kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 0.2g
食塩相当量 1.4g

栄養成分 １袋10gあたり

化学調味料・たんぱく加水
分解物・酵母エキス不使
用。素材の持つ旨みを大
切にした、液体タイプのチ
キンコンソメです。

チキンコンソメ・液体タイプ
ヒカリ

●容量：１０ｇ×８　●入数：30
●商品サイズ：130×10×170㎜
●商品重量：89g　●賞：10ヵ月

¥500（¥540）10291
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機米酢、有機ゆず（徳島県産）、麦芽水飴、食塩、有機ゆ
こう（徳島県産）、有機すだち（徳島県産）、有機米醗酵調
味料、こんぶ（北海道産）、有機乾しいたけ（国内産）

エネルギー 44kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0g
炭水化物 7.0g
ナトリウム 2900mg
食塩相当量 7.4g

栄養成分 100gあたり

徳島県特産・有機栽培の
ゆず・ゆこう・すだち果汁を
ふんだんに使用した無添
加の有機ぽん酢しょうゆ
です。

有機ぽん酢しょうゆ
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：55×55×200㎜
●商品重量：465g　●賞：1年半

¥410（¥443）10145
小麦 大豆

有機醤油（大豆・小麦を含む、大豆：遺伝子組み換えでな
い）、有機すだち（徳島県産）、有機ゆず（徳島県産）、麦
芽水飴、食塩、有機米醗酵調味料、有機ゆこう（徳島県
産）、こんぶ（北海道産）、有機乾しいたけ（国内産）

エネルギー 50kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 0.1g
炭水化物 8.8g
ナトリウム 2600mg
食塩相当量 6.6g

栄養成分 100gあたり

醸造酢を使わず、有機柑
橘を贅沢に使用していま
すので、つんとした酸味が
なく、天然果汁の酸味と香
りのある有機ぽん酢です。

職人の夢・有機すだちぽん酢
ヒカリ

●容量：１８０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：55×55×172㎜
●商品重量：360g　●賞：1年半

¥620（¥670）10136
小麦 大豆

しょうゆ（小麦：カナダ産、大豆：カナダ産、食塩：メキシコ・
国内産、米：国内産）、醸造酢（米もろみ：国内産）、砂糖、
ゆず果汁（ゆず：高知県産）、みりん、魚貝エキス、酵母エ
キス

エネルギー 102kcal
たんぱく質 4.7g
炭水化物 20.7g
ナトリウム 3900mg
食塩相当量 10.0g

栄養成分 100mlあたり

超特選丸大豆うすくちしょ
うゆをベースに、高知県産
のゆず果汁を使用した、か
け専用ゆず風味のぽん酢
しょうゆです。

ゆず醤油かけぽん
チョーコー

●容量：４００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×198㎜
●商品重量：771g　●賞：1年

¥430（¥464）10134
小麦 大豆

しょうゆ、醸造酢、橙果汁（瀬戸内産）、粗糖、みりん、ゆず
果汁（徳島県産）、酵母エキス、かつおだし（国内産）

エネルギー 69kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 0.1g
炭水化物 11g
ナトリウム 3400mg

栄養成分 100gあたり

丸大豆醤油をベースに橙
とゆずの果汁、みりん、か
つおだしを美味しくブレン
ド。ドレッシングや、かけ醤
油のかわりにご利用くださ
い。

ゆずぽん酢
マルシマ

●容量：３００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：64×64×160㎜
●商品重量：520g　●賞：1年

¥520（¥562）10795
小麦 大豆

醤油（大豆：国内産、小麦：国内産、塩：メキシコ産）、ゆず
果汁（徳島県産）、かぼす果汁（大分県産）、米酢（米：京都
府産）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、鰹節（鹿児島県産）、昆布
（北海道産）

国産のゆず、かぼす果汁、
昆布と鰹節の一番だしを
純米富士酢に合わせて、
じっくり丁寧に造りました。

富士ゆずぽん酢
飯尾醸造

●容量：３６０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×210㎜
●商品重量：590g　●賞：8ヵ月

¥800（¥864）10144
小麦 大豆
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マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

豆乳（大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）を含む）、だし
（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、鶏がらスープ、もち
米飴、砂糖、なたね油、食塩、しょうゆ（小麦を含む）、昆布
エキス、でん粉、しょうが

エネルギー 194kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 8.9g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 5.0g

栄養成分 1袋（150g）あたり

豆乳ともち米飴で甘味の
ある優しい味わいに仕上
げました。煮出してとった
だしが素材の旨みを引き
立てます。

豆乳鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10805
小麦 大豆

もち米飴（もち米（国産））、豆乳（大豆（遺伝子組み換え
でない）を含む）、しょうゆ（小麦を含む）、なたね油、砂糖、
かつおだし、鶏がらスープ、カレー粉、野菜エキス（たまね
ぎ、にんじん、トマト）、食塩、でん粉、チャツネ（りんごを含
む）

エネルギー 244kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 9.6g
炭水化物 35.9g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 1袋（150g）あたり

スパイシーなカレーを豆乳
と和風だしでマイルドに仕
上げました。最後のシメま
で美味しくお召し上がりい
ただけます。

カレー鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10806
小麦 大豆

もち米飴（米（国産））、米みそ（大豆を含む）、豆乳（大豆
（遺伝子組み換えでない））、しょうゆ（小麦を含む）、か
つおだし、昆布エキス、食塩、みりん、ごま油、でん粉、に
んにく、煮干しエキス、いわしエキス、コチュジャン、キム
チ、唐辛子

エネルギー 184kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 3.8g
炭水化物 32.5g
食塩相当量 7.3g

栄養成分 1袋（150g）あたり

コチュジャンと味噌に豆乳
を合わせコクのあるスー
プに仕上げました。魚介の
旨みとピリッとした辛さが
食欲をそそります。

キムチ鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10808
小麦 大豆

もち米飴（米（国産））、甘酒、鶏がらスープ、塩レモン、レ
モン果汁、昆布エキス、煮干エキス、でん粉、イワシエキ
ス

エネルギー 106kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.1g
炭水化物 24.4g
食塩相当量 6.8g

栄養成分 1袋（150g）あたり

酵母エキス、たん白加水分
解物不使用。自家製塩レ
モンペーストと鶏がらスー
プでさっぱりと仕上げまし
た。

塩レモン鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10782

醤油（大豆（国産）・小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、味
噌、甜麺醤、ポークエキス、ごま油、清酒、にんにく、しょう
が、豆板醤、でん粉、辣油、香味油、いわしエキス、なたね
油、食塩、香辛料（花椒粉、五香粉、こしょう）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 9.9g
炭水化物 20.9g
食塩相当量 7.1g

栄養成分 1袋（150g）あたり

酵母エキス、たん白加水分
解物不使用。辣油と豆板
醤の辛味に香味油が香る
本格麻婆の鍋だしです。

麻婆鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10793
小麦 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、
ポークエキス、食塩、砂糖、ポークオイル、酵母エキス、で
ん粉、還元水あめ、チキンエキス、チキンブイヨン、オニ
オンパウダー、野菜エキス（ニンニク、玉ねぎ、白菜、生
姜）、香辛料、ガーリックパウダー／アルコール 

エネルギー 45kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 2.1g
炭水化物 4.5g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

長崎の味と共に歩んできたチョーコー醤油が
作り上げた「本場長崎ちゃんぽん・白湯（パイ
タン）ベースの鍋つゆ」です。 ポークとチキン
の絶妙なブレンドが織りなす、“本場仕込み”
の濃厚な味わいをお楽しみいただけます。本
醸造丸大豆使用・化学調味料無添加です。 

本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：155g　●賞：1年

¥350（¥378）10931
小麦 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、
みりん、砂糖、かつお節、鯛エキス、ほたてエキス、酵母エ
キス、昆布、焼き飛魚（あご）、干しえび、食塩／アルコー
ル  

エネルギー 35kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.1g
炭水化物 6.5g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

鍋の定番「寄せ鍋のつゆ」です。＜
鰹節・昆布・飛魚（あご）・海老・真
鯛・帆立＞六種の国産海鮮だしを
使用して、オーソドックスながら
も、贅沢で奥深い味わいをお楽し
みいただけます。本醸造丸大豆醤
油使用・化学調味料無添加です。 

海鮮寄せ鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：159g　●賞：1年

¥350（¥378）10932
小麦 えび 大豆

チキンスープ、しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子
組換えでない）、砂糖、食塩、でん粉、かつおエキス、酵母
エキス、昆布エキス、オニオンパウダー、生姜汁、ガーリッ
クパウダー／アルコール 

エネルギー 40kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 1.4g
炭水化物 5.4g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

鹿児島県産「南国元気鶏」の
スープを贅沢に使用した「鶏
だしコク鍋つゆ」です。鶏だし
のコクと野菜の旨みが程よく
相まった味わいをお楽しみい
ただけます。本醸造丸大豆使
用・化学調味料無添加です。 

鶏だしコク鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：157g　●賞：1年

¥350（¥378）10933
小麦 大豆

みそ（大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、食塩、砂
糖、香味油（豚肉を含む）、チキンスープ、生姜汁、ポーク
エキス、唐辛子、ガーリックパウダー、酵母エキス、ホタテ
エキス／アルコール 

エネルギー 59kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 2.7g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

三種のみそ（麦みそ、米みそ、豆み
そ）のこだわりブレンドにポークとチ
キンの旨さをプラス。コク深い味わ
いをお楽しみいただけます。チョッピ
リ辛口でホカホカあたたまる。鹿児
島県産「南国元気鶏」・北海道産ホ
タテ使用。化学調味料無添加です。 

チョイ辛旨みそ鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：159g　●賞：1年

¥350（¥378）10934
大豆

液体だし（さば節（国内産）、いわし煮干（国内産）、かつ
お節（国内産）、宗田かつお節（国内産））、しょうゆ（大豆：
国内産、小麦：国内産）、食塩、かつお節エキス（国内産）、
昆布エキス、酵母エキスパウダー、チキンエキス（鶏：国内
産）

エネルギー 4kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0g
炭水化物 0.3g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

小豆島産本醸造醤油を
ベースに、かつお・煮干・昆
布などのだしと天日塩で
仕上げたあっさりストレー
トタイプの寄せ鍋スープ
です。

あっさり醤油味の寄せ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10372
小麦 大豆

米みそ（大豆：カナダ産他、米：タイ産他）、水あめ、魚醤、
米黒酢、豆板醤、食塩、おろしにんにく（中国産）、昆布エ
キス、煮干いわし粉（国内産）、唐辛子（中国産）／パプリ
カ色素

エネルギー 30kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.8g
炭水化物 4.2g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 100gあたり

豆板醤のピリ辛とみその
旨味を、ほどよい酸味の玄
米黒酢で仕上げたキムチ
鍋スープです。

ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10373
大豆

豆乳（大豆：アメリカ産他）、白だし（小麦発酵調味料、か
つお節、みりん、食塩、砂糖、昆布、しいたけ）、食塩、魚
醤、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、酵母エキスパ
ウダー、しじみエキス（しじみ：国内産）／重曹

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.7g
炭水化物 0.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

有機大豆を使用した豆乳
をベースに、白だし、魚醤、
フィッシュコラーゲン、しじ
みエキスを加えまろやかに
仕上げた豆乳鍋スープで
す。

まろやか豆乳鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10374
小麦 大豆

米みそ（大豆：国内産、米：国内産）、みりん、豆みそ（大豆：
国内産）、砂糖、食塩、かつお節粉（国内産）、昆布エキ
ス、唐辛子（韓国産）、酵母エキスパウダー、煮干いわし粉
（国内産）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.9g
炭水化物 4.4g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

国産素材で作った味噌に、
風味豊かな鰹、昆布、煮干
のだしが効いたコクとうま
味のみそちゃんこ鍋スープ
です。

コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10369
大豆

チキンエキス、食塩、白だし（小麦発酵調味料、かつお
節、みりん、食塩、砂糖、昆布、しいたけ）、砂糖、米黒酢、
かつお節エキス、昆布エキス

エネルギー 6kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

風味豊かな国産鶏がら
スープをベースに沖縄海
水塩「青い海」を加え、玄米
黒酢を隠し味に仕上げた
とり塩鍋スープです。

野菜がおいしいとり塩鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10385
小麦

白ごま（ガテマラ産）

苦味が出ないよう､軽く炒
り上げた白胡麻を、皮を剥
かずにすり潰しペースト状
にしました。和え物・胡麻だ
れなどにご利用ください。

練り胡麻・白
ムソー

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×90㎜
●商品重量：426g　●賞：1年

¥660（¥713）10656

黒ごま（ミャンマー産）

軽く炒り上げた黒胡麻を
すり潰しペースト状にしま
した。和え物・胡麻だれの
他、蜂蜜と混ぜてパンに
塗っても美味です。

練り胡麻・黒
ムソー

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×90㎜
●商品重量：426g　●賞：1年

¥660（¥713）10657

有機白ごま（エチオピア、エジプト、ボリビア産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南米産の有機白ごまは、
コクとほのかな甘みが特
徴。丁寧に繰り返し挽くこ
とで、濃厚できめの細かい
ペーストに仕上げました。

有機白ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥400（¥432）10678

有機黒ごま（ボリビア産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南米産の有機黒ごまは、
黒ごま特有の風味に甘み
を持ち合わせています。丁
寧に繰り返し挽くことで、
艶やか且つ濃厚できめの
細かいペーストに仕上げま
した。

有機黒ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥400（¥432）10679
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ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

豆乳（大豆（国産）（遺伝子組み換えでない）を含む）、だし
（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、鶏がらスープ、もち
米飴、砂糖、なたね油、食塩、しょうゆ（小麦を含む）、昆布
エキス、でん粉、しょうが

エネルギー 194kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 8.9g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 5.0g

栄養成分 1袋（150g）あたり

豆乳ともち米飴で甘味の
ある優しい味わいに仕上
げました。煮出してとった
だしが素材の旨みを引き
立てます。

豆乳鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10805
小麦 大豆

もち米飴（もち米（国産））、豆乳（大豆（遺伝子組み換え
でない）を含む）、しょうゆ（小麦を含む）、なたね油、砂糖、
かつおだし、鶏がらスープ、カレー粉、野菜エキス（たまね
ぎ、にんじん、トマト）、食塩、でん粉、チャツネ（りんごを含
む）

エネルギー 244kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 9.6g
炭水化物 35.9g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 1袋（150g）あたり

スパイシーなカレーを豆乳
と和風だしでマイルドに仕
上げました。最後のシメま
で美味しくお召し上がりい
ただけます。

カレー鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10806
小麦 大豆

もち米飴（米（国産））、米みそ（大豆を含む）、豆乳（大豆
（遺伝子組み換えでない））、しょうゆ（小麦を含む）、か
つおだし、昆布エキス、食塩、みりん、ごま油、でん粉、に
んにく、煮干しエキス、いわしエキス、コチュジャン、キム
チ、唐辛子

エネルギー 184kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 3.8g
炭水化物 32.5g
食塩相当量 7.3g

栄養成分 1袋（150g）あたり

コチュジャンと味噌に豆乳
を合わせコクのあるスー
プに仕上げました。魚介の
旨みとピリッとした辛さが
食欲をそそります。

キムチ鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10808
小麦 大豆

もち米飴（米（国産））、甘酒、鶏がらスープ、塩レモン、レ
モン果汁、昆布エキス、煮干エキス、でん粉、イワシエキ
ス

エネルギー 106kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.1g
炭水化物 24.4g
食塩相当量 6.8g

栄養成分 1袋（150g）あたり

酵母エキス、たん白加水分
解物不使用。自家製塩レ
モンペーストと鶏がらスー
プでさっぱりと仕上げまし
た。

塩レモン鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10782

醤油（大豆（国産）・小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、味
噌、甜麺醤、ポークエキス、ごま油、清酒、にんにく、しょう
が、豆板醤、でん粉、辣油、香味油、いわしエキス、なたね
油、食塩、香辛料（花椒粉、五香粉、こしょう）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 9.9g
炭水化物 20.9g
食塩相当量 7.1g

栄養成分 1袋（150g）あたり

酵母エキス、たん白加水分
解物不使用。辣油と豆板
醤の辛味に香味油が香る
本格麻婆の鍋だしです。

麻婆鍋の素
冬季冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：155.4g　●賞：9ヵ月

¥330（¥356）10793
小麦 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、
ポークエキス、食塩、砂糖、ポークオイル、酵母エキス、で
ん粉、還元水あめ、チキンエキス、チキンブイヨン、オニ
オンパウダー、野菜エキス（ニンニク、玉ねぎ、白菜、生
姜）、香辛料、ガーリックパウダー／アルコール 

エネルギー 45kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 2.1g
炭水化物 4.5g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

長崎の味と共に歩んできたチョーコー醤油が
作り上げた「本場長崎ちゃんぽん・白湯（パイ
タン）ベースの鍋つゆ」です。 ポークとチキン
の絶妙なブレンドが織りなす、“本場仕込み”
の濃厚な味わいをお楽しみいただけます。本
醸造丸大豆使用・化学調味料無添加です。 

本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：155g　●賞：1年

¥350（¥378）10931
小麦 大豆

しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、
みりん、砂糖、かつお節、鯛エキス、ほたてエキス、酵母エ
キス、昆布、焼き飛魚（あご）、干しえび、食塩／アルコー
ル  

エネルギー 35kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.1g
炭水化物 6.5g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

鍋の定番「寄せ鍋のつゆ」です。＜
鰹節・昆布・飛魚（あご）・海老・真
鯛・帆立＞六種の国産海鮮だしを
使用して、オーソドックスながら
も、贅沢で奥深い味わいをお楽し
みいただけます。本醸造丸大豆醤
油使用・化学調味料無添加です。 

海鮮寄せ鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：159g　●賞：1年

¥350（¥378）10932
小麦 えび 大豆

チキンスープ、しょうゆ（小麦・大豆を含む、大豆：遺伝子
組換えでない）、砂糖、食塩、でん粉、かつおエキス、酵母
エキス、昆布エキス、オニオンパウダー、生姜汁、ガーリッ
クパウダー／アルコール 

エネルギー 40kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 1.4g
炭水化物 5.4g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

鹿児島県産「南国元気鶏」の
スープを贅沢に使用した「鶏
だしコク鍋つゆ」です。鶏だし
のコクと野菜の旨みが程よく
相まった味わいをお楽しみい
ただけます。本醸造丸大豆使
用・化学調味料無添加です。 

鶏だしコク鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：157g　●賞：1年

¥350（¥378）10933
小麦 大豆

みそ（大豆を含む、大豆：遺伝子組換えでない）、食塩、砂
糖、香味油（豚肉を含む）、チキンスープ、生姜汁、ポーク
エキス、唐辛子、ガーリックパウダー、酵母エキス、ホタテ
エキス／アルコール 

エネルギー 59kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 2.7g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 1袋（30ml）あたり

三種のみそ（麦みそ、米みそ、豆み
そ）のこだわりブレンドにポークとチ
キンの旨さをプラス。コク深い味わ
いをお楽しみいただけます。チョッピ
リ辛口でホカホカあたたまる。鹿児
島県産「南国元気鶏」・北海道産ホ
タテ使用。化学調味料無添加です。 

チョイ辛旨みそ鍋つゆ
冬季チョーコー

●容量：30ｍｌ×4袋　●入数：10
●商品サイズ：130×40×200㎜
●商品重量：159g　●賞：1年

¥350（¥378）10934
大豆

液体だし（さば節（国内産）、いわし煮干（国内産）、かつ
お節（国内産）、宗田かつお節（国内産））、しょうゆ（大豆：
国内産、小麦：国内産）、食塩、かつお節エキス（国内産）、
昆布エキス、酵母エキスパウダー、チキンエキス（鶏：国内
産）

エネルギー 4kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0g
炭水化物 0.3g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

小豆島産本醸造醤油を
ベースに、かつお・煮干・昆
布などのだしと天日塩で
仕上げたあっさりストレー
トタイプの寄せ鍋スープ
です。

あっさり醤油味の寄せ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10372
小麦 大豆

米みそ（大豆：カナダ産他、米：タイ産他）、水あめ、魚醤、
米黒酢、豆板醤、食塩、おろしにんにく（中国産）、昆布エ
キス、煮干いわし粉（国内産）、唐辛子（中国産）／パプリ
カ色素

エネルギー 30kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.8g
炭水化物 4.2g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 100gあたり

豆板醤のピリ辛とみその
旨味を、ほどよい酸味の玄
米黒酢で仕上げたキムチ
鍋スープです。

ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10373
大豆

豆乳（大豆：アメリカ産他）、白だし（小麦発酵調味料、か
つお節、みりん、食塩、砂糖、昆布、しいたけ）、食塩、魚
醤、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、酵母エキスパ
ウダー、しじみエキス（しじみ：国内産）／重曹

エネルギー 15kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.7g
炭水化物 0.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

有機大豆を使用した豆乳
をベースに、白だし、魚醤、
フィッシュコラーゲン、しじ
みエキスを加えまろやかに
仕上げた豆乳鍋スープで
す。

まろやか豆乳鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10374
小麦 大豆

米みそ（大豆：国内産、米：国内産）、みりん、豆みそ（大豆：
国内産）、砂糖、食塩、かつお節粉（国内産）、昆布エキ
ス、唐辛子（韓国産）、酵母エキスパウダー、煮干いわし粉
（国内産）

エネルギー 33kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.9g
炭水化物 4.4g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

国産素材で作った味噌に、
風味豊かな鰹、昆布、煮干
のだしが効いたコクとうま
味のみそちゃんこ鍋スープ
です。

コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10369
大豆

チキンエキス、食塩、白だし（小麦発酵調味料、かつお
節、みりん、食塩、砂糖、昆布、しいたけ）、砂糖、米黒酢、
かつお節エキス、昆布エキス

エネルギー 6kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

風味豊かな国産鶏がら
スープをベースに沖縄海
水塩「青い海」を加え、玄米
黒酢を隠し味に仕上げた
とり塩鍋スープです。

野菜がおいしいとり塩鍋スープ
冬季マルサン

●容量：６００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×70×260㎜
●商品重量：620g　●賞：1年半

¥300（¥324）10385
小麦

白ごま（ガテマラ産）

苦味が出ないよう､軽く炒
り上げた白胡麻を、皮を剥
かずにすり潰しペースト状
にしました。和え物・胡麻だ
れなどにご利用ください。

練り胡麻・白
ムソー

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×90㎜
●商品重量：426g　●賞：1年

¥660（¥713）10656

黒ごま（ミャンマー産）

軽く炒り上げた黒胡麻を
すり潰しペースト状にしま
した。和え物・胡麻だれの
他、蜂蜜と混ぜてパンに
塗っても美味です。

練り胡麻・黒
ムソー

●容量：２４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×90㎜
●商品重量：426g　●賞：1年

¥660（¥713）10657

有機白ごま（エチオピア、エジプト、ボリビア産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南米産の有機白ごまは、
コクとほのかな甘みが特
徴。丁寧に繰り返し挽くこ
とで、濃厚できめの細かい
ペーストに仕上げました。

有機白ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥400（¥432）10678

有機黒ごま（ボリビア産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南米産の有機黒ごまは、
黒ごま特有の風味に甘み
を持ち合わせています。丁
寧に繰り返し挽くことで、
艶やか且つ濃厚できめの
細かいペーストに仕上げま
した。

有機黒ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥400（¥432）10679
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カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機金ごま（トルコ産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

油分量の多いリッチな金
ごまの華やかな香りと奥
深いコクを堪能していただ
けるよう仕上げました。

有機金ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥500（¥540）10680

白胡麻（ホンジュラス産）

エネルギー 131kcal
たんぱく質 4g
脂質 12.7g
炭水化物 2.3g
ナトリウム 0.5mg

栄養成分 20gあたり

白胡麻の外皮を除去し、適
度に炒り上げてすり潰し
た、滑らかなクリーム状の
胡麻です。胡麻の栄養分
が吸収しやすくなっていま
す。

絹こし胡麻〈白〉
大村屋

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：75×75×80㎜
●商品重量：362g　●賞：2年

¥880（¥950）10661

黒胡麻（ボリビア産）

エネルギー 121kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 10.5g
炭水化物 4.6g
ナトリウム 0.6mg

栄養成分 20gあたり

黒胡麻を適度に炒り上げ
てすり潰した、クリーム状
の胡麻です。胡麻の栄養
分が吸収しやすくなってい
ます。

絹こし胡麻〈黒〉
大村屋

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：75×75×80㎜
●商品重量：362g　●賞：2年

¥880（¥950）10664

白胡麻（ホンジュラス産）

クリーム状の胡麻ですか
ら、胡麻の栄養分が吸収
しやすく、大変使いやすい
チューブ入りです。

ねり胡麻チューブ入り 〈白〉
大村屋

●容量：１６０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：70×40×175㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥500（¥540）10665

黒胡麻（ボリビア産）

クリーム状の胡麻ですか
ら、胡麻の栄養分が吸収
しやすく、大変使いやすい
チューブ入りです。

ねり胡麻チューブ 〈黒〉
大村屋

●容量：１６０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：70×40×175㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥500（¥540）10666

金胡麻（トルコ産）

エネルギー 668kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 61.4g
炭水化物 14.6g
糖質 4.4g
食物繊維 10.2g
食塩相当量 0g
カルシウム 529㎎
セサミン 342㎎

栄養成分 100gあたり

香りの強い金胡麻をク
リーム状にし、使いやすい
チューブ入りにしました。

ねり胡麻チューブ 〈金〉
大村屋

●容量：１２０ｇ　●入数：36
●商品サイズ：70×40×140㎜
●商品重量：140g　●賞：1年

¥500（¥540）10669

落花生（アメリカ産）

エネルギー 655kcal
たんぱく質 26.2g
脂質 53.5g
炭水化物 17.1g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

増量剤や調味料も入って
いない１００％のピーナッツ
バターです。あえもの、サ
ラダ、各種料理および菓
子などに。

ピーナッツバター
三育

●容量：１５０g　●入数：12
●商品サイズ：68×68×73㎜
●商品重量：290g　●賞：1年

¥450（¥486）10683
落花生

いちご（徳島県産他）、糖類〔砂糖（てんさい糖：北海道）、
水あめ（麦芽水飴：鹿児島）〕、レモン果汁

エネルギー 184kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 45.1g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のジャムに適したイ
チゴを使用しました。果実
分75％。糖度50度。合成
酸味料・香料・着色料・甘味
料・ペクチンは一切使用し
ていません。

国産いちごのジャム
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×71㎜
●商品重量：331g　●賞：1年半

¥480（¥518）10561

ブルーベリー（国内産）、糖類〔砂糖（てんさい糖：北海
道）、水あめ（麦芽水飴：鹿児島）〕、レモン果汁

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 49.1g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のブルーベリー
を使用しました。果実分
65％。糖度55度。合成酸
味料・香料・着色料・甘味
料・ペクチンは一切使用し
ていません。

国産ブルーベリーのジャム
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×71㎜
●商品重量：331g　●賞：1年半

¥760（¥821）10562

果実（有機レモン：徳島・愛媛・広島・香川・佐賀県産等、有
機ゆず：徳島県産）、有機砂糖（ブラジル産等）

エネルギー 221kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 57.5g
   糖質 54.6g
   食物繊維 2.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機レモン・ゆずを
使用したマーマレードで
す。苦味をおさえているの
で、おいしくお召し上がり
いただけます。

有機・レモンマーマレード
ヒカリ

●容量：１３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×59㎜
●商品重量：266g　●賞：1年半

¥380（¥410）10560

有機ぶどう果汁、有機ゆず

エネルギー 39kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 20g（約大さじ1杯）当たり

国産の有機ゆずを使った
ジャムとして使える有機フ
ルーツスプレッドです。砂
糖不使用で、有機果汁を
使って甘みを出していま
す。増粘剤・香料・酸味料は
無添加です。

有機ゆずフルーツスプレッド
ヒカリ

●容量：260ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：425g　●賞：1年半

¥590（¥637）10554

有機ピーナッツ(エジプト産)、塩

エネルギー 584kcal
たんぱく質 28.9g
脂質 44.9g
炭水化物 20.8g
糖質 11.3g
食物繊維 9.5g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ岩塩が引き出す
贅沢なコクと奥深い味わ
いでトーストにぴったり。
ナッツの食感が楽しい粒
有り塩入りタイプです。

オーガニックピーナッツバター･塩クランチ
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×93㎜
●商品重量：420g　●賞：24ヵ月

¥750（¥810）70690
落花生

有機ピーナッツ(エジプト産)

エネルギー 584kcal
たんぱく質 28.9g
脂質 44.9g
炭水化物 20.8g
糖質 11.3g
食物繊維 9.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ピーナッツそのもののほの
かな甘みと香ばしさが広
がるシンプルで正直な味。
料理にも使いやすい、粒無
しのなめらか無塩タイプ
です。

オーガニックピーナッツバター･スムース
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×93㎜
●商品重量：420g　●賞：24ヵ月

¥750（¥810）70691
落花生

有機ひよこ豆、有機ひまわり油、有機胡麻ペースト、有機
米澱粉、塩、有機ガーリックパウダー、有機クミン、有機
カルダモン/クエン酸

エネルギー 278kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 17.6g
炭水化物 23.4g
糖質 19.4g
食物繊維 4.0g
食塩相当量 1g

栄養成分 100gあたり

材料に動物性の食材が含
まれておらず、ひよこ豆か
ら良質なたんぱく質が摂
取できるので、ベジタリア
ンの多い欧米でも人気の
料理です。

オーガニックフムス（ひよこ豆ペースト）
むそう

●容量：１９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×100㎜
●商品重量：325g　●賞：18ヵ月

¥698（¥754）70692 ピーナッツペースト（落花生：アメリカ産）、食用油脂（加
工油脂、植物油脂）（パーム油：マレーシア・インドネシア
産他、からし油：カナダ・アメリカ産他、菜種油：オーストラ
リア産、食用ごま油：ナイジェリア・タンザニア産他）、砂
糖（鹿児島産）、乳糖（アメリカ産）、ねりごま（パラグアイ
産）、脱脂粉乳（国内産）、食塩（メキシコ・オーストラリア
産）

エネルギー 60kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 4.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 14mg

栄養成分 10gあたり

優れた原料、素材を用いて作られた、なめらかな
スプレッドのおいしいピーナッツバターです。

ピーナッツバター
リブ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：140×92×50㎜
●商品重量：270.8g　●賞：9ヵ月

¥500（¥540）70672
乳 落花生 大豆

白ゴマ（中南米・アフリカ産）、砂糖（日本産他）、植物油
脂、蜂蜜（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 97kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 7.7g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 7.3mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

すりつぶした煎り白ごま
に、粗糖と蜂蜜で甘味を付
けました。パンに塗りやす
いソフトタイプです。

白ゴマクリーム
三育

●容量：１９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×93㎜
●商品重量：389g　●賞：1年

¥510（¥551）70687

黒ゴマ（ミャンマー産）、砂糖（日本産他）、植物油脂、蜂蜜
（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 96kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 7.6g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 6.6mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

すりつぶした煎り黒ごま
に、粗糖と蜂蜜で甘味を付
けました。パンに塗りやす
いソフトタイプです。

黒ゴマクリーム
三育

●容量：１９０g　●入数：6
●商品サイズ：68×68×93㎜
●商品重量：389g　●賞：1年

¥510（¥551）70688

アーモンド（アメリカ産）、砂糖（日本産他）、植物油脂、は
ちみつ（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 99kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 8.1g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 8.2mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

アーモンドペーストに、粗
糖とハチミツを加えまし
た。一瓶中、アーモンド粒が
７１個分含まれています。

アーモンドクリーム
三育

●容量：１５０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×73㎜
●商品重量：290g　●賞：1年

¥530（¥572）70676
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機金ごま（トルコ産）

エネルギー 605kcal
たんぱく質 20.5g
脂質 54.7g
炭水化物 18.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

油分量の多いリッチな金
ごまの華やかな香りと奥
深いコクを堪能していただ
けるよう仕上げました。

有機金ごまペースト
和田萬

●容量：８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：69×69×60㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥500（¥540）10680

白胡麻（ホンジュラス産）

エネルギー 131kcal
たんぱく質 4g
脂質 12.7g
炭水化物 2.3g
ナトリウム 0.5mg

栄養成分 20gあたり

白胡麻の外皮を除去し、適
度に炒り上げてすり潰し
た、滑らかなクリーム状の
胡麻です。胡麻の栄養分
が吸収しやすくなっていま
す。

絹こし胡麻〈白〉
大村屋

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：75×75×80㎜
●商品重量：362g　●賞：2年

¥880（¥950）10661

黒胡麻（ボリビア産）

エネルギー 121kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 10.5g
炭水化物 4.6g
ナトリウム 0.6mg

栄養成分 20gあたり

黒胡麻を適度に炒り上げ
てすり潰した、クリーム状
の胡麻です。胡麻の栄養
分が吸収しやすくなってい
ます。

絹こし胡麻〈黒〉
大村屋

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：75×75×80㎜
●商品重量：362g　●賞：2年

¥880（¥950）10664

白胡麻（ホンジュラス産）

クリーム状の胡麻ですか
ら、胡麻の栄養分が吸収
しやすく、大変使いやすい
チューブ入りです。

ねり胡麻チューブ入り 〈白〉
大村屋

●容量：１６０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：70×40×175㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥500（¥540）10665

黒胡麻（ボリビア産）

クリーム状の胡麻ですか
ら、胡麻の栄養分が吸収
しやすく、大変使いやすい
チューブ入りです。

ねり胡麻チューブ 〈黒〉
大村屋

●容量：１６０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：70×40×175㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥500（¥540）10666

金胡麻（トルコ産）

エネルギー 668kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 61.4g
炭水化物 14.6g
糖質 4.4g
食物繊維 10.2g
食塩相当量 0g
カルシウム 529㎎
セサミン 342㎎

栄養成分 100gあたり

香りの強い金胡麻をク
リーム状にし、使いやすい
チューブ入りにしました。

ねり胡麻チューブ 〈金〉
大村屋

●容量：１２０ｇ　●入数：36
●商品サイズ：70×40×140㎜
●商品重量：140g　●賞：1年

¥500（¥540）10669

落花生（アメリカ産）

エネルギー 655kcal
たんぱく質 26.2g
脂質 53.5g
炭水化物 17.1g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

増量剤や調味料も入って
いない１００％のピーナッツ
バターです。あえもの、サ
ラダ、各種料理および菓
子などに。

ピーナッツバター
三育

●容量：１５０g　●入数：12
●商品サイズ：68×68×73㎜
●商品重量：290g　●賞：1年

¥450（¥486）10683
落花生

いちご（徳島県産他）、糖類〔砂糖（てんさい糖：北海道）、
水あめ（麦芽水飴：鹿児島）〕、レモン果汁

エネルギー 184kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 45.1g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のジャムに適したイ
チゴを使用しました。果実
分75％。糖度50度。合成
酸味料・香料・着色料・甘味
料・ペクチンは一切使用し
ていません。

国産いちごのジャム
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×71㎜
●商品重量：331g　●賞：1年半

¥480（¥518）10561

ブルーベリー（国内産）、糖類〔砂糖（てんさい糖：北海
道）、水あめ（麦芽水飴：鹿児島）〕、レモン果汁

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 49.1g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のブルーベリー
を使用しました。果実分
65％。糖度55度。合成酸
味料・香料・着色料・甘味
料・ペクチンは一切使用し
ていません。

国産ブルーベリーのジャム
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×71㎜
●商品重量：331g　●賞：1年半

¥760（¥821）10562

果実（有機レモン：徳島・愛媛・広島・香川・佐賀県産等、有
機ゆず：徳島県産）、有機砂糖（ブラジル産等）

エネルギー 221kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 57.5g
   糖質 54.6g
   食物繊維 2.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機レモン・ゆずを
使用したマーマレードで
す。苦味をおさえているの
で、おいしくお召し上がり
いただけます。

有機・レモンマーマレード
ヒカリ

●容量：１３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×59㎜
●商品重量：266g　●賞：1年半

¥380（¥410）10560

有機ぶどう果汁、有機ゆず

エネルギー 39kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 20g（約大さじ1杯）当たり

国産の有機ゆずを使った
ジャムとして使える有機フ
ルーツスプレッドです。砂
糖不使用で、有機果汁を
使って甘みを出していま
す。増粘剤・香料・酸味料は
無添加です。

有機ゆずフルーツスプレッド
ヒカリ

●容量：260ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：425g　●賞：1年半

¥590（¥637）10554

有機ピーナッツ(エジプト産)、塩

エネルギー 584kcal
たんぱく質 28.9g
脂質 44.9g
炭水化物 20.8g
糖質 11.3g
食物繊維 9.5g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

ヒマラヤ岩塩が引き出す
贅沢なコクと奥深い味わ
いでトーストにぴったり。
ナッツの食感が楽しい粒
有り塩入りタイプです。

オーガニックピーナッツバター･塩クランチ
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×93㎜
●商品重量：420g　●賞：24ヵ月

¥750（¥810）70690
落花生

有機ピーナッツ(エジプト産)

エネルギー 584kcal
たんぱく質 28.9g
脂質 44.9g
炭水化物 20.8g
糖質 11.3g
食物繊維 9.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ピーナッツそのもののほの
かな甘みと香ばしさが広
がるシンプルで正直な味。
料理にも使いやすい、粒無
しのなめらか無塩タイプ
です。

オーガニックピーナッツバター･スムース
むそう

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×93㎜
●商品重量：420g　●賞：24ヵ月

¥750（¥810）70691
落花生

有機ひよこ豆、有機ひまわり油、有機胡麻ペースト、有機
米澱粉、塩、有機ガーリックパウダー、有機クミン、有機
カルダモン/クエン酸

エネルギー 278kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 17.6g
炭水化物 23.4g
糖質 19.4g
食物繊維 4.0g
食塩相当量 1g

栄養成分 100gあたり

材料に動物性の食材が含
まれておらず、ひよこ豆か
ら良質なたんぱく質が摂
取できるので、ベジタリア
ンの多い欧米でも人気の
料理です。

オーガニックフムス（ひよこ豆ペースト）
むそう

●容量：１９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×100㎜
●商品重量：325g　●賞：18ヵ月

¥698（¥754）70692 ピーナッツペースト（落花生：アメリカ産）、食用油脂（加
工油脂、植物油脂）（パーム油：マレーシア・インドネシア
産他、からし油：カナダ・アメリカ産他、菜種油：オーストラ
リア産、食用ごま油：ナイジェリア・タンザニア産他）、砂
糖（鹿児島産）、乳糖（アメリカ産）、ねりごま（パラグアイ
産）、脱脂粉乳（国内産）、食塩（メキシコ・オーストラリア
産）

エネルギー 60kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 4.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 14mg

栄養成分 10gあたり

優れた原料、素材を用いて作られた、なめらかな
スプレッドのおいしいピーナッツバターです。

ピーナッツバター
リブ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：140×92×50㎜
●商品重量：270.8g　●賞：9ヵ月

¥500（¥540）70672
乳 落花生 大豆

白ゴマ（中南米・アフリカ産）、砂糖（日本産他）、植物油
脂、蜂蜜（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 97kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 7.7g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 7.3mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

すりつぶした煎り白ごま
に、粗糖と蜂蜜で甘味を付
けました。パンに塗りやす
いソフトタイプです。

白ゴマクリーム
三育

●容量：１９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×93㎜
●商品重量：389g　●賞：1年

¥510（¥551）70687

黒ゴマ（ミャンマー産）、砂糖（日本産他）、植物油脂、蜂蜜
（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 96kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 7.6g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 6.6mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

すりつぶした煎り黒ごま
に、粗糖と蜂蜜で甘味を付
けました。パンに塗りやす
いソフトタイプです。

黒ゴマクリーム
三育

●容量：１９０g　●入数：6
●商品サイズ：68×68×93㎜
●商品重量：389g　●賞：1年

¥510（¥551）70688

アーモンド（アメリカ産）、砂糖（日本産他）、植物油脂、は
ちみつ（アルゼンチン産）、食塩

エネルギー 99kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 8.1g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 8.2mg

栄養成分 大さじ約１杯15gあたり

アーモンドペーストに、粗
糖とハチミツを加えまし
た。一瓶中、アーモンド粒が
７１個分含まれています。

アーモンドクリーム
三育

●容量：１５０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×73㎜
●商品重量：290g　●賞：1年

¥530（¥572）70676
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ブルガリア産オーガニック蜂蜜 

ブルガリア政府公認の
ＡＵＳＴＲＩＡＢＩＯＧＡＲＡＮＴＩＥ
の認証を得た原料を使用
しています。癖が少なく、
柑橘系の蜂蜜に近いさわ
やかな風味が特徴です。 

ブルガリア産オーガニックハチミツ
久保養蜂園

●容量：200ｇ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×100㎜
●商品重量：430g　●賞：2年

¥1,000（¥1,080）10536

はちみつ（インド産）

エネルギー 324kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0g
炭水化物 80.2g
食塩相当量 0g
カリウム 260mg

栄養成分 100gあたり

蜂蜜の黒い色は森の恵み
をたっぷりと含んだ花々
の花粉を取り除かずにそ
のまま使用しているためで
す。

野生黒蜂蜜
シタァール

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×89㎜
●商品重量：330g　●賞：2年

¥1,300（¥1,404）10530

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦を製粉
した小麦粉・薄力粉です。
ケーキ･クッキー等のお菓
子作りや、天ぷらに適して
います。

国内産有機小麦粉・薄力粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20904
小麦

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦を製粉し
た小麦粉・強力粉です。パ
ン作りやギョーザの皮の
材料に適しています。

国内産有機小麦粉・強力粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20905
小麦

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦の玄麦を
そのまますべて製粉した
全粒粉です。

国内産有機小麦粉・全粒粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20906
小麦

オーガニック小麦（北米産）

エネルギー 369kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.6g
炭水化物 78.1g
ナトリウム 0.9mg

栄養成分 100gあたり

あくまで自然にこだわり、
土作りから品質管理まで
世界に安全性が認められ
た薄力小麦粉です。ケー
キ･クッキー等のお菓子作
りや、天ぷらに適していま
す。

オーガニック小麦粉・薄力粉
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×170×35㎜
●商品重量：508g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）20714
小麦

オーガニック小麦（北米産）

エネルギー 348kcal
たんぱく質 13.3g
脂質 1.3g
炭水化物 71.8g
ナトリウム 0.6mg

栄養成分 100gあたり

あくまで自然にこだわり、
土作りから品質管理まで
世界に安全性が認められ
た、たんぱく質含有量１２％
以上の強力粉です。パン
作りやギョーザの皮の材
料に適しています。

オーガニック小麦粉・強力粉
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×170×35㎜
●商品重量：508g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）20901
小麦

小麦粉（青森県産）

エネルギー 354kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.6g
炭水化物 77.6g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

青森県つがる市で契約栽
培されたキタカミ小麦をス
トレート挽きした小麦粉で
す。天ぷら、菓子などの料
理に。

国内産薄力粉
桜井

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×200×30㎜
●商品重量：511g　●賞：6ヵ月

¥465（¥502）20712
小麦

小麦粉（岐阜県産）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1.4g
炭水化物 76.5g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

岐阜県で栽培された、たん
ぱく質の少ない小麦を製
粉しました。てんぷらやお
菓子作りにご利用いただ
けます。

岐阜県産薄力粉
桜井

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×200×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥310（¥335）20710
小麦

小麦（国内産）

エネルギー 369kcal
たんぱく質 9.7g
脂質 2.1g
炭水化物 73.7g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦のみを使用し
た、中力粉の小麦粉です。

あづまの国の地粉
はくばく

●容量：６００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×65×220㎜
●商品重量：607g　●賞：1年

¥280（¥302）20720
小麦

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.2g
炭水化物 86.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
くず湯はもちろん、ごま豆
腐、お料理のとろみ付けな
どにお使いください。

無双本葛１００％
ムソー

●容量：１１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×108×25㎜
●商品重量：113g　●賞：3年

¥620（¥670）20931

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 85.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
粉末タイプですので料理
のバリエーションがふえま
す。

無双本葛１００％粉末
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×120×15㎜
●商品重量：83g　●賞：3年

¥480（¥518）20935

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 85.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
粉末タイプですので料理
のバリエーションがふえま
す。

無双本葛１００％粉末・お徳用
ムソー

●容量：９００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：360×240×35㎜
●商品重量：916g　●賞：3年

¥4,580（¥4,946）20960

有機馬鈴薯でん粉（北海道産）

エネルギー 330kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 81.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の有機馬鈴薯を
原料として作られた片栗
粉です。

国内産有機片栗粉
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：215×120×35㎜
●商品重量：205g　●賞：１年

¥300（¥324）20932

馬鈴薯でん粉（北海道産）

エネルギー 329kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 81.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道の農家で契約栽培
された馬鈴薯で作りまし
た。からあげ、あんかけ等
のお料理にご使用くださ
い。

北海道産・片栗粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：285×80×30㎜
●商品重量：203g　●賞：1年

¥230（¥248）20929

うるち米（北海道産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.7g
炭水化物 79.6g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米「あ
やひめ」だけを粉にした、き
め細かな上新粉です。やわ
らかさと粘りが特徴の品
種なので、白玉粉を混ぜな
くても、もちもちとしたお
団子が出来上がります。

特別栽培米あやひめ使用・上新粉
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：147×209×15㎜
●商品重量：209g　●賞：1年

¥380（¥410）20934

有機うるち米（国内産）

エネルギー 366kcal
たんぱく質 7g
脂質 1.4g
炭水化物 81.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機栽培のうるち米を細
かく粉砕したお菓子作り
専用のお米の粉です。

国産有機・お菓子をつくるお米の粉
桜井

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：210×140×30㎜
●商品重量：255g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）20920

国内産もち米（秋田県産）

秋田県産のもち米１００％
使用の白玉粉ですので、冷
してもすぐに硬くなりませ
ん。

純白玉粉･秋田県産もち米100％
秋田白玉

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：280×70×30㎜
●商品重量：160g　●賞：1年半

¥280（¥302）20936
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ブルガリア産オーガニック蜂蜜 

ブルガリア政府公認の
ＡＵＳＴＲＩＡＢＩＯＧＡＲＡＮＴＩＥ
の認証を得た原料を使用
しています。癖が少なく、
柑橘系の蜂蜜に近いさわ
やかな風味が特徴です。 

ブルガリア産オーガニックハチミツ
久保養蜂園

●容量：200ｇ　●入数：12
●商品サイズ：63×63×100㎜
●商品重量：430g　●賞：2年

¥1,000（¥1,080）10536

はちみつ（インド産）

エネルギー 324kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0g
炭水化物 80.2g
食塩相当量 0g
カリウム 260mg

栄養成分 100gあたり

蜂蜜の黒い色は森の恵み
をたっぷりと含んだ花々
の花粉を取り除かずにそ
のまま使用しているためで
す。

野生黒蜂蜜
シタァール

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×89㎜
●商品重量：330g　●賞：2年

¥1,300（¥1,404）10530

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦を製粉
した小麦粉・薄力粉です。
ケーキ･クッキー等のお菓
子作りや、天ぷらに適して
います。

国内産有機小麦粉・薄力粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20904
小麦

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦を製粉し
た小麦粉・強力粉です。パ
ン作りやギョーザの皮の
材料に適しています。

国内産有機小麦粉・強力粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20905
小麦

有機小麦（国内産）

国内産有機小麦の玄麦を
そのまますべて製粉した
全粒粉です。

国内産有機小麦粉・全粒粉
ムソー

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×170×35㎜
●商品重量：509g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）20906
小麦

オーガニック小麦（北米産）

エネルギー 369kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.6g
炭水化物 78.1g
ナトリウム 0.9mg

栄養成分 100gあたり

あくまで自然にこだわり、
土作りから品質管理まで
世界に安全性が認められ
た薄力小麦粉です。ケー
キ･クッキー等のお菓子作
りや、天ぷらに適していま
す。

オーガニック小麦粉・薄力粉
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×170×35㎜
●商品重量：508g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）20714
小麦

オーガニック小麦（北米産）

エネルギー 348kcal
たんぱく質 13.3g
脂質 1.3g
炭水化物 71.8g
ナトリウム 0.6mg

栄養成分 100gあたり

あくまで自然にこだわり、
土作りから品質管理まで
世界に安全性が認められ
た、たんぱく質含有量１２％
以上の強力粉です。パン
作りやギョーザの皮の材
料に適しています。

オーガニック小麦粉・強力粉
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×170×35㎜
●商品重量：508g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）20901
小麦

小麦粉（青森県産）

エネルギー 354kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.6g
炭水化物 77.6g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

青森県つがる市で契約栽
培されたキタカミ小麦をス
トレート挽きした小麦粉で
す。天ぷら、菓子などの料
理に。

国内産薄力粉
桜井

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×200×30㎜
●商品重量：511g　●賞：6ヵ月

¥465（¥502）20712
小麦

小麦粉（岐阜県産）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1.4g
炭水化物 76.5g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

岐阜県で栽培された、たん
ぱく質の少ない小麦を製
粉しました。てんぷらやお
菓子作りにご利用いただ
けます。

岐阜県産薄力粉
桜井

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×200×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥310（¥335）20710
小麦

小麦（国内産）

エネルギー 369kcal
たんぱく質 9.7g
脂質 2.1g
炭水化物 73.7g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦のみを使用し
た、中力粉の小麦粉です。

あづまの国の地粉
はくばく

●容量：６００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×65×220㎜
●商品重量：607g　●賞：1年

¥280（¥302）20720
小麦

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.2g
炭水化物 86.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
くず湯はもちろん、ごま豆
腐、お料理のとろみ付けな
どにお使いください。

無双本葛１００％
ムソー

●容量：１１０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×108×25㎜
●商品重量：113g　●賞：3年

¥620（¥670）20931

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 85.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
粉末タイプですので料理
のバリエーションがふえま
す。

無双本葛１００％粉末
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×120×15㎜
●商品重量：83g　●賞：3年

¥480（¥518）20935

本くず（鹿児島県、宮崎県産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 85.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

南九州産本葛１００％です。
粉末タイプですので料理
のバリエーションがふえま
す。

無双本葛１００％粉末・お徳用
ムソー

●容量：９００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：360×240×35㎜
●商品重量：916g　●賞：3年

¥4,580（¥4,946）20960

有機馬鈴薯でん粉（北海道産）

エネルギー 330kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 81.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の有機馬鈴薯を
原料として作られた片栗
粉です。

国内産有機片栗粉
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：215×120×35㎜
●商品重量：205g　●賞：１年

¥300（¥324）20932

馬鈴薯でん粉（北海道産）

エネルギー 329kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 81.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道の農家で契約栽培
された馬鈴薯で作りまし
た。からあげ、あんかけ等
のお料理にご使用くださ
い。

北海道産・片栗粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：285×80×30㎜
●商品重量：203g　●賞：1年

¥230（¥248）20929

うるち米（北海道産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.7g
炭水化物 79.6g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米「あ
やひめ」だけを粉にした、き
め細かな上新粉です。やわ
らかさと粘りが特徴の品
種なので、白玉粉を混ぜな
くても、もちもちとしたお
団子が出来上がります。

特別栽培米あやひめ使用・上新粉
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：147×209×15㎜
●商品重量：209g　●賞：1年

¥380（¥410）20934

有機うるち米（国内産）

エネルギー 366kcal
たんぱく質 7g
脂質 1.4g
炭水化物 81.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機栽培のうるち米を細
かく粉砕したお菓子作り
専用のお米の粉です。

国産有機・お菓子をつくるお米の粉
桜井

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：210×140×30㎜
●商品重量：255g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）20920

国内産もち米（秋田県産）

秋田県産のもち米１００％
使用の白玉粉ですので、冷
してもすぐに硬くなりませ
ん。

純白玉粉･秋田県産もち米100％
秋田白玉

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：280×70×30㎜
●商品重量：160g　●賞：1年半

¥280（¥302）20936
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機うるち米55％（島根県産）、有機もち米45％（島根
県産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.9g
炭水化物 81.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

石臼と杵を使って粉の温
度を上げずに粉砕・製粉
しております。均一で粒子
の細かいだんご粉に仕上
がっております。

国産有機白玉だんご粉
山清

●容量：１５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×115×15㎜
●商品重量：160g　●賞：１年

¥444（¥480）20818

有機玄米（国内産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 2.6g
炭水化物 75.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培１００％の
玄米をゆっくり丁寧に挽き
ました。焙煎していません
ので必ず熱（火）を通してく
ださい。

有機玄米粉
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×10×225㎜
●商品重量：210g　●賞：6ヵ月

¥400（¥432）20798

玄米（国内産）

エネルギー 379kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 3.1g
炭水化物 81g
ナトリウム 1.3mg

栄養成分 100gあたり

国産玄米を焙煎、微粉末
にしました。ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維など玄米の
栄養成分を摂取できます。

リブレフラワー・ホワイト（浅炒り焙煎）
シガリオ

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：260×200×20㎜
●商品重量：525g　●賞：1年2ヵ月

¥1,300（¥1,404）20942

玄米（国内産）

エネルギー 390kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.3g
炭水化物 84g
ナトリウム 1.5mg

栄養成分 100gあたり

国産玄米を焙煎、微粉末
にしました。ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維など玄米の
栄養成分を摂取できます。

リブレフラワー・ブラウン（深炒り焙煎）
シガリオ

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：260×200×20㎜
●商品重量：525g　●賞：1年2ヵ月

¥1,300（¥1,404）20943

有機大豆（国産）

エネルギー 428kcal
たんぱく質 25.3g
脂質 19.3g
炭水化物 45.5g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

国内産有機大豆を丹念に
香ばしく炒り上げて、粉末
にしていますので香りは格
別です。あべかわ餅、くず
餅、わらび餅、おはぎ、お団
子等のお菓子やきな粉ドリ
ンクに。

国内産有機きな粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×122×15㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥320（¥347）20939
大豆

大豆（国内産）

エネルギー 450kcal
たんぱく質 36.7g
脂質 25.7g
炭水化物 28.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆を使い、大
豆の芯までていねいに焙
煎し、きめ細かく挽いた、香
り豊かな口当たりのよいき
な粉です。

国内産大豆使用きな粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥210（¥227）20924
大豆

裸麦（国内産）

エネルギー 391kcal
たんぱく質 12.5g
脂質 5.0g
炭水化物 77.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産裸麦をじっくり焙煎
したはったい粉（むぎこが
し）です。砂糖や塩を加え
てそのまま、またはお湯で
練ってお召し上がりくださ
い。

国内産裸麦使用・はったい粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥150（¥162）20925

有機そば（国内産）

エネルギー 338kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 2g
炭水化物 71.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機のそばの実
を石臼で挽きました。手打
ちそばやそばがきはもち
ろん、そば粉クレープ等お
菓子作りにもご使用下さ
い。

有機国内産そば粉・石臼挽き
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×140×20㎜
●商品重量：205g　●賞：5ヵ月

¥605（¥653）20922
そば

小麦粉（有機）（アメリカ産）、卵白粉（欧州産他）、でんぷん
（馬鈴薯：北海道産）、食塩

有機小麦粉・国内産片栗
粉など厳選した原材料で
作った天ぷら専用の粉で
す。粉を冷水で溶いてお好
みの材料を揚げてくださ
い。

有機小麦粉使用・天ぷら粉
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：230×140×10㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥310（¥335）20926
卵

小麦粉（有機）（アメリカ産）、卵白粉（欧州産他）、でんぷ
ん（馬鈴薯：北海道産）、食塩、オニオンパウダー（玉ねぎ：
中国・エジプト産他）、ガーリックパウダー（にんにく：イン
ド産他）、ブラックペッパー（マレーシア産他）、ガラムマサ
ラ（メキシコ産他）、ナツメグ（インドネシア産）

材料にまぶして揚げるだ
けで美味しい唐揚げが出
来上がります。有機小麦
粉・国産片栗粉に香辛料を
程よくブレンドしました。

有機小麦粉使用・からあげ粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：190×123×10㎜
●商品重量：125g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）20927
卵 小麦 大豆

小麦粉（岐阜県産）、食塩、膨張剤（重曹）(中国産)

エネルギー 339kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 1.4g
炭水化物 74.4g
糖質 71.8g
糖類 0g
食物繊維 2.6g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

岐阜県産小麦粉を使用し
たミックス粉。砂糖を使用
しておりませんので、お好
みで甘味を加えてくださ
い。

ホットケーキミックス・無糖
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：250×190×20㎜
●商品重量：407g　●賞：1年

¥380（¥410）20948
小麦

小麦粉（岐阜県産）、砂糖（ビート糖）(ビート：北海道産)、
食塩、膨張剤（重曹）(中国産)

エネルギー 363kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1.7g
炭水化物 79.3g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

岐阜県産小麦粉を使用し
たミックス粉。ビート糖を
配合しています。卵と牛乳
を加えて焼くだけ、手軽に
ホームメイドの味を。

ホットケーキミックス・砂糖入り
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：250×190×20㎜
●商品重量：407g　●賞：1年

¥380（¥410）20949
小麦

米粉（岐阜県産）、砂糖（ビート糖）（ビート：北海道産）、食
塩、膨張剤(重曹）(中国産)

エネルギー 347kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.9g
炭水化物 80.2g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米が主原
料のホットケーキミックス
です。しっとり、もっちりの
食感が特徴です。

お米のホットケーキミックス
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：210×135×20㎜
●商品重量：205g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）20921

米粉（岐阜県産）、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯：北海道産）、有
機チクピー豆粉末（アメリカ産）、食塩、膨張剤（重曹）（中
国産）

エネルギー 358kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 1.4g
炭水化物 79.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米を主原
料に馬鈴薯でん粉、有機
チクピー豆の粉末を使用
した天ぷら粉です。小麦、
卵は不使用です。

お米を使った天ぷら粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×155×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年

¥320（¥346）20908

米粉（岐阜県産）、有機チクピー豆粉末（アメリカ産）、
馬鈴薯でん粉（馬鈴薯：北海道産）、昆布パウダー（国内
産）、食塩、椎茸パウダー（国内産）、膨張剤（重曹）(中国
産)

エネルギー 366kcal
たんぱく質 8g
脂質 1.5g
炭水化物 80.1g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米を主原
料に膨張剤は重曹を使用
したお好み焼粉です。小
麦、動物性原料は不使用
です。

お米を使ったお好み焼き粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×155×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年

¥365（¥394）20909

米粉（富山県産）、玄米粉（佐賀県産）、砂糖（さとうきび：
鹿児島県・沖縄県産）、削り節粉（さば：熊本県産・かつ
お：鹿児島県・静岡県産・うるめいわし：熊本県産）、食塩
（オーストラリア・メキシコ・愛媛県産）、昆布粉末（北海
道産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 1.3g
炭水化物 76.9g
ナトリウム 900mg

栄養成分 100gあたり

小麦粉を使用せずに、国産米粉と、
国産玄米粉でつくった寒梅粉をブ
レンドしたお好み焼き粉。だしは九
州産の上質な削り節に北海道産昆
布を使用。焼塩ときび砂糖で旨味
を存分に引き出しています。 

玄米お好み焼粉
南出製粉

●容量：３００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：248×150×20㎜
●商品重量：310g　●賞：1年

¥500（¥540）20941

有機穀物（米、とうもろこし）、酵母

有機穀物で作った天然酵
母です。小麦粉に直接混
ぜて使用するドライイース
トタイプです。ホームベー
カリーをご利用の際は、一
般のドライイーストと同様
にご使用できます。

有機穀物で作った天然酵母・ゆうきぱんこうぼ
陰陽洞

●容量：９ｇ　●入数：40
●商品サイズ：94×65×2㎜
●商品重量：13g　●賞：1年

¥160（¥173）20956

炭酸水素ナトリウム（重曹）、Ｌ-酒石酸水素カリウム（有機
ぶどう果汁由来）、有機コーンスターチ

有機原料を使い、リン酸
塩、アルミニウム等を一切
使わずに作ったベーキン
グパウダーです。

ベーキングパウダー
陰陽洞

●容量：１０ｇ×３　●入数：20
●商品サイズ：110×75×2㎜
●賞：2年

¥300（¥324）20764
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機うるち米55％（島根県産）、有機もち米45％（島根
県産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.9g
炭水化物 81.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

石臼と杵を使って粉の温
度を上げずに粉砕・製粉
しております。均一で粒子
の細かいだんご粉に仕上
がっております。

国産有機白玉だんご粉
山清

●容量：１５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×115×15㎜
●商品重量：160g　●賞：１年

¥444（¥480）20818

有機玄米（国内産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 2.6g
炭水化物 75.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培１００％の
玄米をゆっくり丁寧に挽き
ました。焙煎していません
ので必ず熱（火）を通してく
ださい。

有機玄米粉
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×10×225㎜
●商品重量：210g　●賞：6ヵ月

¥400（¥432）20798

玄米（国内産）

エネルギー 379kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 3.1g
炭水化物 81g
ナトリウム 1.3mg

栄養成分 100gあたり

国産玄米を焙煎、微粉末
にしました。ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維など玄米の
栄養成分を摂取できます。

リブレフラワー・ホワイト（浅炒り焙煎）
シガリオ

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：260×200×20㎜
●商品重量：525g　●賞：1年2ヵ月

¥1,300（¥1,404）20942

玄米（国内産）

エネルギー 390kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.3g
炭水化物 84g
ナトリウム 1.5mg

栄養成分 100gあたり

国産玄米を焙煎、微粉末
にしました。ビタミン・ミネ
ラル・食物繊維など玄米の
栄養成分を摂取できます。

リブレフラワー・ブラウン（深炒り焙煎）
シガリオ

●容量：５００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：260×200×20㎜
●商品重量：525g　●賞：1年2ヵ月

¥1,300（¥1,404）20943

有機大豆（国産）

エネルギー 428kcal
たんぱく質 25.3g
脂質 19.3g
炭水化物 45.5g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

国内産有機大豆を丹念に
香ばしく炒り上げて、粉末
にしていますので香りは格
別です。あべかわ餅、くず
餅、わらび餅、おはぎ、お団
子等のお菓子やきな粉ドリ
ンクに。

国内産有機きな粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×122×15㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥320（¥347）20939
大豆

大豆（国内産）

エネルギー 450kcal
たんぱく質 36.7g
脂質 25.7g
炭水化物 28.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の大豆を使い、大
豆の芯までていねいに焙
煎し、きめ細かく挽いた、香
り豊かな口当たりのよいき
な粉です。

国内産大豆使用きな粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥210（¥227）20924
大豆

裸麦（国内産）

エネルギー 391kcal
たんぱく質 12.5g
脂質 5.0g
炭水化物 77.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産裸麦をじっくり焙煎
したはったい粉（むぎこが
し）です。砂糖や塩を加え
てそのまま、またはお湯で
練ってお召し上がりくださ
い。

国内産裸麦使用・はったい粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：125g　●賞：9ヵ月

¥150（¥162）20925

有機そば（国内産）

エネルギー 338kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 2g
炭水化物 71.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機のそばの実
を石臼で挽きました。手打
ちそばやそばがきはもち
ろん、そば粉クレープ等お
菓子作りにもご使用下さ
い。

有機国内産そば粉・石臼挽き
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×140×20㎜
●商品重量：205g　●賞：5ヵ月

¥605（¥653）20922
そば

小麦粉（有機）（アメリカ産）、卵白粉（欧州産他）、でんぷん
（馬鈴薯：北海道産）、食塩

有機小麦粉・国内産片栗
粉など厳選した原材料で
作った天ぷら専用の粉で
す。粉を冷水で溶いてお好
みの材料を揚げてくださ
い。

有機小麦粉使用・天ぷら粉
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：230×140×10㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥310（¥335）20926
卵

小麦粉（有機）（アメリカ産）、卵白粉（欧州産他）、でんぷ
ん（馬鈴薯：北海道産）、食塩、オニオンパウダー（玉ねぎ：
中国・エジプト産他）、ガーリックパウダー（にんにく：イン
ド産他）、ブラックペッパー（マレーシア産他）、ガラムマサ
ラ（メキシコ産他）、ナツメグ（インドネシア産）

材料にまぶして揚げるだ
けで美味しい唐揚げが出
来上がります。有機小麦
粉・国産片栗粉に香辛料を
程よくブレンドしました。

有機小麦粉使用・からあげ粉
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：190×123×10㎜
●商品重量：125g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）20927
卵 小麦 大豆

小麦粉（岐阜県産）、食塩、膨張剤（重曹）(中国産)

エネルギー 339kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 1.4g
炭水化物 74.4g
糖質 71.8g
糖類 0g
食物繊維 2.6g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

岐阜県産小麦粉を使用し
たミックス粉。砂糖を使用
しておりませんので、お好
みで甘味を加えてくださ
い。

ホットケーキミックス・無糖
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：250×190×20㎜
●商品重量：407g　●賞：1年

¥380（¥410）20948
小麦

小麦粉（岐阜県産）、砂糖（ビート糖）(ビート：北海道産)、
食塩、膨張剤（重曹）(中国産)

エネルギー 363kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1.7g
炭水化物 79.3g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

岐阜県産小麦粉を使用し
たミックス粉。ビート糖を
配合しています。卵と牛乳
を加えて焼くだけ、手軽に
ホームメイドの味を。

ホットケーキミックス・砂糖入り
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：250×190×20㎜
●商品重量：407g　●賞：1年

¥380（¥410）20949
小麦

米粉（岐阜県産）、砂糖（ビート糖）（ビート：北海道産）、食
塩、膨張剤(重曹）(中国産)

エネルギー 347kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.9g
炭水化物 80.2g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米が主原
料のホットケーキミックス
です。しっとり、もっちりの
食感が特徴です。

お米のホットケーキミックス
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：210×135×20㎜
●商品重量：205g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）20921

米粉（岐阜県産）、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯：北海道産）、有
機チクピー豆粉末（アメリカ産）、食塩、膨張剤（重曹）（中
国産）

エネルギー 358kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 1.4g
炭水化物 79.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米を主原
料に馬鈴薯でん粉、有機
チクピー豆の粉末を使用
した天ぷら粉です。小麦、
卵は不使用です。

お米を使った天ぷら粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×155×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年

¥320（¥346）20908

米粉（岐阜県産）、有機チクピー豆粉末（アメリカ産）、
馬鈴薯でん粉（馬鈴薯：北海道産）、昆布パウダー（国内
産）、食塩、椎茸パウダー（国内産）、膨張剤（重曹）(中国
産)

エネルギー 366kcal
たんぱく質 8g
脂質 1.5g
炭水化物 80.1g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

生産者限定のお米を主原
料に膨張剤は重曹を使用
したお好み焼粉です。小
麦、動物性原料は不使用
です。

お米を使ったお好み焼き粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×155×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年

¥365（¥394）20909

米粉（富山県産）、玄米粉（佐賀県産）、砂糖（さとうきび：
鹿児島県・沖縄県産）、削り節粉（さば：熊本県産・かつ
お：鹿児島県・静岡県産・うるめいわし：熊本県産）、食塩
（オーストラリア・メキシコ・愛媛県産）、昆布粉末（北海
道産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 1.3g
炭水化物 76.9g
ナトリウム 900mg

栄養成分 100gあたり

小麦粉を使用せずに、国産米粉と、
国産玄米粉でつくった寒梅粉をブ
レンドしたお好み焼き粉。だしは九
州産の上質な削り節に北海道産昆
布を使用。焼塩ときび砂糖で旨味
を存分に引き出しています。 

玄米お好み焼粉
南出製粉

●容量：３００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：248×150×20㎜
●商品重量：310g　●賞：1年

¥500（¥540）20941

有機穀物（米、とうもろこし）、酵母

有機穀物で作った天然酵
母です。小麦粉に直接混
ぜて使用するドライイース
トタイプです。ホームベー
カリーをご利用の際は、一
般のドライイーストと同様
にご使用できます。

有機穀物で作った天然酵母・ゆうきぱんこうぼ
陰陽洞

●容量：９ｇ　●入数：40
●商品サイズ：94×65×2㎜
●商品重量：13g　●賞：1年

¥160（¥173）20956

炭酸水素ナトリウム（重曹）、Ｌ-酒石酸水素カリウム（有機
ぶどう果汁由来）、有機コーンスターチ

有機原料を使い、リン酸
塩、アルミニウム等を一切
使わずに作ったベーキン
グパウダーです。

ベーキングパウダー
陰陽洞

●容量：１０ｇ×３　●入数：20
●商品サイズ：110×75×2㎜
●賞：2年

¥300（¥324）20764
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はとむぎ（岩手県産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 15.1g
脂質 5.4g
炭水化物 65.6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・はとむぎ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20893

もちきび（岩手県産）

エネルギー 363kcal
たんぱく質 11.6g
脂質 1.8g
炭水化物 73.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・もちきび
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20890

もちあわ（岩手県産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 4.4g
炭水化物 70.2g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・もちあわ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20891

ひえ（岩手県産）

エネルギー 370kcal
たんぱく質 9.2g
脂質 3.2g
炭水化物 74.7g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・ひえ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20892

大麦（香川県・愛媛県・滋賀県産等）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1g
炭水化物 79.3g
ナトリウム 3mg

栄養成分 100gあたり

国内産の大麦を、七分づき
にし圧力をかけて平たくし
ました。

押麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×45㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥520（¥562）20811

大麦（福井県・石川県・富山県産等）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 5.3g
脂質 0.8g
炭水化物 79.7g
ナトリウム 5mg

栄養成分 100gあたり

厳選した国内産大麦の胚
芽部分を、独自の方法で
自然のまま残しました。白
米に混ぜてお召し上がりく
ださい。

胚芽押麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×40㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥520（¥562）20820

大麦（福井県・長野県・三重県産等）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 0.9g
炭水化物 80g
ナトリウム 3mg

栄養成分 100gあたり

お米と混ぜても違和感が
ないように形、色あいなど
少し加工しましたので、麦
嫌いの人でも手軽に食べ
ていただけます。

米粒麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×32㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥550（¥594）20821

えん麦（オーツ麦：北海道産）

エネルギー 386kcal
たんぱく質 12.7g
脂質 5.9g
炭水化物 70.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産のオーツ麦を加
工した、シリアル食品です。
３～５分煮るだけなので、
朝食のほか離乳食や夜食
にも手軽にご利用くださ
い。

北海道産・オートミール
ムソー

●容量：３００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：140×55×245㎜
●商品重量：309g　●賞：1年

¥680（¥734）20802

はとむぎ（国内産）

生産量の少ない、希少な
国内産のはとむぎです。お
米と一緒に炊いたり、スー
プ・サラダ等にどうぞ。

国内産ハトムギ
桜井

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×130×15㎜
●商品重量：157g　●賞：1年

¥580（¥626）20835

ハトムギ（タイ産）

エネルギー 412kcal
たんぱく質 14.7g
脂質 6.2g
炭水化物 74.3g

栄養成分 100gあたり

良質なハトムギの皮を取り
去り、特殊な方法でほうじ
たものです。

皮去りほうじはとむぎ
サンコー

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：300×180×60㎜
●商品重量：415g　●賞：5ヵ月

¥900（¥972）20808

国内産そば（北海道産）

国内産の玄そばを使用し
ています。くせがなく、色々
な料理にご利用いただけ
ます。

国内産そば米
徳食

●容量：１５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：100×50×195㎜
●商品重量：158g　●賞：1年

¥650（¥702）20822
そば

有機大豆（秋田県産）

エネルギー 447kcal
たんぱく質 31.7g
脂質 22.2g
炭水化物 30g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

希少な国内産（秋田県産）
の有機ＪＡＳ認定の大豆で
す。五目煮豆、ひじき豆、昆
布豆などの煮豆や手作り
豆腐の材料などにご利用
ください。

国内産有機・大豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥370（¥400）20839
大豆

有機黒大豆（北海道産）

有機肥料を使って大地を
生かし、育て上げた北海道
産の黒大豆だけを使用し
ています。煮豆に。

国内産有機・黒豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥600（¥648）20844
大豆

有機小豆（北海道産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 20.6g
脂質 1.1g
炭水化物 60g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

有機肥料を使って大地を
生かし、育て上げた北海道
産の小豆だけを使用した
有機ＪＡＳ認定の小豆です。
小豆ごはんや小豆粥に。

国内産有機・小豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥650（¥702）20843

小豆（北海道産）

特別栽培の北海道産小
豆です。小豆ごはん、小豆
粥、ご家庭でのお菓子作り
に。

国内産特別栽培・小豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥600（¥648）20848

発芽もち赤米、黄大豆、発芽黒大豆（黒千石50％、黒豆
50％）、発芽もち玄米、発芽もち黒米、発芽玄米、はだか
麦、発芽青大豆、もち麦、ハト麦、もちきび、発芽小豆、と
うもろこし、もちあわ、ひえ

エネルギー 376kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 8.5g
炭水化物 58.4g
食物繊維 8.9g
ナトリウム 1.0mg

栄養成分 100gあたり

発芽させた原料を中心に、
国内産の雑穀を16種ブレ
ンドしました。

カラダキレイ国産十六雑穀米
ムソー

●容量：20g×10　●入数：20
●商品サイズ：260×170×20㎜
●商品重量：222g　●賞：1年半

¥1,050（¥1,134）20900
大豆

有機アマランサス（ペルー産）、大麦（国内産）、はと麦（タ
イ産）、もちきび（中国産等）、そば（中国産）、有機キンワ
（ペルー産）

エネルギー 361kcal
たんぱく質 10.9g
脂質 3.5g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ごはんに活力！  はと麦とそ
ばは加熱処理しています
ので、お米に入れて普通に
炊くだけ。手軽に雑穀ごは
んができます。

雑穀ブレンド
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：225×150×20㎜
●商品重量：408g　●賞：1年

¥820（¥886）20815
そば

ごま（鹿児島県産）

国内産の白胡麻を洗い乾
燥させています。軽く炒っ
てからご利用ください。

国内産あらいごま・白
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：65g　●賞：1年

¥550（¥594）20782
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

はとむぎ（岩手県産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 15.1g
脂質 5.4g
炭水化物 65.6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・はとむぎ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20893

もちきび（岩手県産）

エネルギー 363kcal
たんぱく質 11.6g
脂質 1.8g
炭水化物 73.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・もちきび
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20890

もちあわ（岩手県産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 4.4g
炭水化物 70.2g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・もちあわ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20891

ひえ（岩手県産）

エネルギー 370kcal
たんぱく質 9.2g
脂質 3.2g
炭水化物 74.7g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

岩手県産100％。お米と混
ぜて雑穀ご飯はもちろん、
お菓子の材料としてもお
使いください。洗わずその
ままご使用ください。

岩手県産・ひえ
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×120㎜
●商品重量：212g　●賞：1年

¥720（¥778）20892

大麦（香川県・愛媛県・滋賀県産等）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 1g
炭水化物 79.3g
ナトリウム 3mg

栄養成分 100gあたり

国内産の大麦を、七分づき
にし圧力をかけて平たくし
ました。

押麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×45㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥520（¥562）20811

大麦（福井県・石川県・富山県産等）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 5.3g
脂質 0.8g
炭水化物 79.7g
ナトリウム 5mg

栄養成分 100gあたり

厳選した国内産大麦の胚
芽部分を、独自の方法で
自然のまま残しました。白
米に混ぜてお召し上がりく
ださい。

胚芽押麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×40㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥520（¥562）20820

大麦（福井県・長野県・三重県産等）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 0.9g
炭水化物 80g
ナトリウム 3mg

栄養成分 100gあたり

お米と混ぜても違和感が
ないように形、色あいなど
少し加工しましたので、麦
嫌いの人でも手軽に食べ
ていただけます。

米粒麦〈国内産〉
ムソー

●容量：８００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×160×32㎜
●商品重量：809g　●賞：1年

¥550（¥594）20821

えん麦（オーツ麦：北海道産）

エネルギー 386kcal
たんぱく質 12.7g
脂質 5.9g
炭水化物 70.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産のオーツ麦を加
工した、シリアル食品です。
３～５分煮るだけなので、
朝食のほか離乳食や夜食
にも手軽にご利用くださ
い。

北海道産・オートミール
ムソー

●容量：３００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：140×55×245㎜
●商品重量：309g　●賞：1年

¥680（¥734）20802

はとむぎ（国内産）

生産量の少ない、希少な
国内産のはとむぎです。お
米と一緒に炊いたり、スー
プ・サラダ等にどうぞ。

国内産ハトムギ
桜井

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：200×130×15㎜
●商品重量：157g　●賞：1年

¥580（¥626）20835

ハトムギ（タイ産）

エネルギー 412kcal
たんぱく質 14.7g
脂質 6.2g
炭水化物 74.3g

栄養成分 100gあたり

良質なハトムギの皮を取り
去り、特殊な方法でほうじ
たものです。

皮去りほうじはとむぎ
サンコー

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：300×180×60㎜
●商品重量：415g　●賞：5ヵ月

¥900（¥972）20808

国内産そば（北海道産）

国内産の玄そばを使用し
ています。くせがなく、色々
な料理にご利用いただけ
ます。

国内産そば米
徳食

●容量：１５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：100×50×195㎜
●商品重量：158g　●賞：1年

¥650（¥702）20822
そば

有機大豆（秋田県産）

エネルギー 447kcal
たんぱく質 31.7g
脂質 22.2g
炭水化物 30g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

希少な国内産（秋田県産）
の有機ＪＡＳ認定の大豆で
す。五目煮豆、ひじき豆、昆
布豆などの煮豆や手作り
豆腐の材料などにご利用
ください。

国内産有機・大豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥370（¥400）20839
大豆

有機黒大豆（北海道産）

有機肥料を使って大地を
生かし、育て上げた北海道
産の黒大豆だけを使用し
ています。煮豆に。

国内産有機・黒豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥600（¥648）20844
大豆

有機小豆（北海道産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 20.6g
脂質 1.1g
炭水化物 60g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

有機肥料を使って大地を
生かし、育て上げた北海道
産の小豆だけを使用した
有機ＪＡＳ認定の小豆です。
小豆ごはんや小豆粥に。

国内産有機・小豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥650（¥702）20843

小豆（北海道産）

特別栽培の北海道産小
豆です。小豆ごはん、小豆
粥、ご家庭でのお菓子作り
に。

国内産特別栽培・小豆
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×137×30㎜
●商品重量：216g　●賞：1年

¥600（¥648）20848

発芽もち赤米、黄大豆、発芽黒大豆（黒千石50％、黒豆
50％）、発芽もち玄米、発芽もち黒米、発芽玄米、はだか
麦、発芽青大豆、もち麦、ハト麦、もちきび、発芽小豆、と
うもろこし、もちあわ、ひえ

エネルギー 376kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 8.5g
炭水化物 58.4g
食物繊維 8.9g
ナトリウム 1.0mg

栄養成分 100gあたり

発芽させた原料を中心に、
国内産の雑穀を16種ブレ
ンドしました。

カラダキレイ国産十六雑穀米
ムソー

●容量：20g×10　●入数：20
●商品サイズ：260×170×20㎜
●商品重量：222g　●賞：1年半

¥1,050（¥1,134）20900
大豆

有機アマランサス（ペルー産）、大麦（国内産）、はと麦（タ
イ産）、もちきび（中国産等）、そば（中国産）、有機キンワ
（ペルー産）

エネルギー 361kcal
たんぱく質 10.9g
脂質 3.5g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 1mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ごはんに活力！  はと麦とそ
ばは加熱処理しています
ので、お米に入れて普通に
炊くだけ。手軽に雑穀ごは
んができます。

雑穀ブレンド
桜井

●容量：４００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：225×150×20㎜
●商品重量：408g　●賞：1年

¥820（¥886）20815
そば

ごま（鹿児島県産）

国内産の白胡麻を洗い乾
燥させています。軽く炒っ
てからご利用ください。

国内産あらいごま・白
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：65g　●賞：1年

¥550（¥594）20782
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 656kcal
たんぱく質 21.3g
脂質 56g
炭水化物 16.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の白胡麻を丹念に
焙煎しました。すり胡麻に
していただくと、ごまの香
りがよりいっそう広がりま
す。

国内産いりごま・白
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥640（¥691）20784

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 656kcal
たんぱく質 21.3g
脂質 56g
炭水化物 16.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産のいり白胡麻を、
胡麻の持つ香りと旨味を
大切に、独自の製法ですり
つぶしました。酸化や湿気
を防ぐアルミパック入りで
す。

国内産すりごま・白
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：57g　●賞：6ヵ月

¥640（¥691）20786

ごま（鹿児島県産）

国内産の黒胡麻を洗い乾
燥させています。軽く炒っ
てからご利用ください。

国内産あらいごま・黒
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：65g　●賞：1年

¥550（¥594）20781

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 614kcal
たんぱく質 20g
脂質 48.3g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の黒胡麻を丹念に
焙煎しました。すり胡麻に
していただくと、ごまの香
りがよりいっそう広がりま
す。

国内産いりごま・黒
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥580（¥626）20783

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 614kcal
たんぱく質 20g
脂質 48.3g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産のいり黒胡麻を、
胡麻の持つ香りと旨味を
大切に、独自の製法ですり
つぶしました。酸化や湿気
を防ぐアルミパック入りで
す。

国内産すりごま・黒
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：57g　●賞：6ヵ月

¥580（¥626）20785

有機ごま（エチオピア産）

エネルギー 578kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 51.9g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機白胡麻を洗
い、乾燥させています。軽
く炒った後、すり胡麻にす
ると炒りたての胡麻の香
りがよりいっそう広がりま
す。

有機あらいごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）20872

有機ごま（エジプト産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機白胡麻を丹念
に焙煎しました。そのまま、
又はすってお使いいただ
けます。

有機いりごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥230（¥248）20874

有機ごま（エチオピア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

香ばしく炒った有機ごま
を、杵つき製法でごまの旨
味が出るまで丹念にすり
つぶしました。しっとりとし
た食感とごまの風味をお
楽しみいただけます。

有機しっとりすりごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：185×125×30㎜
●商品重量：86g　●賞：6ヵ月

¥340（¥367）20787

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 578kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 51.9g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機黒胡麻を洗
い、乾燥させています。軽
く炒ってから和え物はもち
ろん、サラダ、ドレッシング
などご利用ください。

有機あらいごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）20873

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機黒胡麻を丹念
に焙煎しました。すり胡麻
にしていただくと、ごまの
香りがよりいっそう広がり
ます。

有機いりごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥230（¥248）20875

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

香ばしく炒った有機ごま
を、杵つき製法でごまの旨
味が出るまで丹念にすり
つぶしました。しっとりとし
た食感とごまの風味をお
楽しみいただけます。

有機しっとりすりごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：185×125×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥340（¥367）20788

金胡麻（トルコ産）

エネルギー 240kcal
たんぱく質 8.1g
脂質 21.7g
炭水化物 7.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

粒選りの金胡麻を少しず
つていねいに煎りあげまし
た。ふっくらとした仕上が
り、深い味わいと香りが特
徴です。

いりごま〈金胡麻〉
向井

●容量：４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×10×170㎜
●商品重量：45g　●賞：1年

¥220（¥237）20881

有機玄米（国内産）

エネルギー 388kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 2.1g
炭水化物 86.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栄養価の高い「国内産有
機玄米」を手軽に召し上
がれるよう加工した、有機
ＪＡＳ認定のシリアル食品
です。牛乳や豆乳をかけた
り、お好みのトッピングで
お召し上がり下さい。

有機玄米フレーク・プレーン
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥400（¥432）20804

有機玄米（国内産）、有機砂糖（ブラジル産）

エネルギー 390kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 1.6g
炭水化物 89g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栄養価の高い「国内産有
機玄米」を手軽に召し上が
れるよう加工した、有機Ｊ
ＡＳ認定のシリアル食品で
す。有機砂糖をコーティン
グした、少し甘いフロスト
タイプ。

有機玄米フレーク・フロスト
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥400（¥432）20806

有機コーングリッツ（アルゼンチン産）、有機砂糖（ブラジ
ル産）、食塩

エネルギー 381kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 1.2g
炭水化物 85.9g
糖質 82.6g
食物繊維 3.3g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーングリッ
ツを使用し、オーガニック
シュガーと天塩で薄味に
仕上げたプレーンタイプ
のシリアル食品です。

オーガニックコーンフレーク・プレーン
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥380（¥410）20803

有機コーングリッツ（アルゼンチン産）、有機砂糖（ブラジ
ル産）、食塩

エネルギー 377kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.8g
炭水化物 87.3g
糖質 84.5g
食物繊維 2.8g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーングリッ
ツを使用したシリアル食
品。オーガニックシュガー
をコーティングした、ちょっ
ぴり甘いフロストタイプ。

オーガニックコーンフレーク・フロスト
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥390（¥421）20805 オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ産）、小
麦フレーク（オーストリア・ドイツ産）、砂糖（ブラジル産）、
パーム油（コロンビア・オランダ産）、蜂蜜（インド産）、コ
コナッツフレーク（ココナッツ：スリランカ産）、小麦パフ
（小麦：オーストリア産、砂糖：ブラジル産、小麦シロップ：
ドイツ産、蜂蜜：インド産）、オーツ麦粉（オーツ麦：ドイツ
産）、タイガーナッツ（スペイン産）、塩

エネルギー 413kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 17.9g
炭水化物 62.4g
糖質 54.8g
食物繊維 7.6g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・ハニー
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥650（¥702）33614
小麦

有機オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ
産）、有機砂糖（ブラジル産）、有機パーム油（コロンビア・
オランダ産）、有機ココナッツフレーク（ココナッツ：スリラ
ンカ産）、有機小麦パフ（有機小麦：オーストリア産、有機
砂糖：ブラジル産、有機小麦シロップ：ドイツ産、有機蜂
蜜：インド産）、有機ココアパウダー（カカオ豆：ブラジル・
アメリカ産）、有機チョコレート、有機蜂蜜（インド産）、塩

エネルギー 451kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 22.7g
炭水化物 58.1g
糖質 51.5g
食物繊維 6.6g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・チョコ
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥750（¥810）33615
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 656kcal
たんぱく質 21.3g
脂質 56g
炭水化物 16.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の白胡麻を丹念に
焙煎しました。すり胡麻に
していただくと、ごまの香
りがよりいっそう広がりま
す。

国内産いりごま・白
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥640（¥691）20784

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 656kcal
たんぱく質 21.3g
脂質 56g
炭水化物 16.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産のいり白胡麻を、
胡麻の持つ香りと旨味を
大切に、独自の製法ですり
つぶしました。酸化や湿気
を防ぐアルミパック入りで
す。

国内産すりごま・白
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：57g　●賞：6ヵ月

¥640（¥691）20786

ごま（鹿児島県産）

国内産の黒胡麻を洗い乾
燥させています。軽く炒っ
てからご利用ください。

国内産あらいごま・黒
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：65g　●賞：1年

¥550（¥594）20781

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 614kcal
たんぱく質 20g
脂質 48.3g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の黒胡麻を丹念に
焙煎しました。すり胡麻に
していただくと、ごまの香
りがよりいっそう広がりま
す。

国内産いりごま・黒
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥580（¥626）20783

ごま（鹿児島県産）

エネルギー 614kcal
たんぱく質 20g
脂質 48.3g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産のいり黒胡麻を、
胡麻の持つ香りと旨味を
大切に、独自の製法ですり
つぶしました。酸化や湿気
を防ぐアルミパック入りで
す。

国内産すりごま・黒
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：57g　●賞：6ヵ月

¥580（¥626）20785

有機ごま（エチオピア産）

エネルギー 578kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 51.9g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機白胡麻を洗
い、乾燥させています。軽
く炒った後、すり胡麻にす
ると炒りたての胡麻の香
りがよりいっそう広がりま
す。

有機あらいごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）20872

有機ごま（エジプト産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機白胡麻を丹念
に焙煎しました。そのまま、
又はすってお使いいただ
けます。

有機いりごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥230（¥248）20874

有機ごま（エチオピア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

香ばしく炒った有機ごま
を、杵つき製法でごまの旨
味が出るまで丹念にすり
つぶしました。しっとりとし
た食感とごまの風味をお
楽しみいただけます。

有機しっとりすりごま・白
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：185×125×30㎜
●商品重量：86g　●賞：6ヵ月

¥340（¥367）20787

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 578kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 51.9g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機黒胡麻を洗
い、乾燥させています。軽
く炒ってから和え物はもち
ろん、サラダ、ドレッシング
などご利用ください。

有機あらいごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）20873

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

良質の有機黒胡麻を丹念
に焙煎しました。すり胡麻
にしていただくと、ごまの
香りがよりいっそう広がり
ます。

有機いりごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：190×130×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥230（¥248）20875

有機ごま（ボリビア産）

エネルギー 599kcal
たんぱく質 20.3g
脂質 54.2g
炭水化物 18.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

香ばしく炒った有機ごま
を、杵つき製法でごまの旨
味が出るまで丹念にすり
つぶしました。しっとりとし
た食感とごまの風味をお
楽しみいただけます。

有機しっとりすりごま・黒
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：185×125×30㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥340（¥367）20788

金胡麻（トルコ産）

エネルギー 240kcal
たんぱく質 8.1g
脂質 21.7g
炭水化物 7.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

粒選りの金胡麻を少しず
つていねいに煎りあげまし
た。ふっくらとした仕上が
り、深い味わいと香りが特
徴です。

いりごま〈金胡麻〉
向井

●容量：４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×10×170㎜
●商品重量：45g　●賞：1年

¥220（¥237）20881

有機玄米（国内産）

エネルギー 388kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 2.1g
炭水化物 86.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栄養価の高い「国内産有
機玄米」を手軽に召し上
がれるよう加工した、有機
ＪＡＳ認定のシリアル食品
です。牛乳や豆乳をかけた
り、お好みのトッピングで
お召し上がり下さい。

有機玄米フレーク・プレーン
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥400（¥432）20804

有機玄米（国内産）、有機砂糖（ブラジル産）

エネルギー 390kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 1.6g
炭水化物 89g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栄養価の高い「国内産有
機玄米」を手軽に召し上が
れるよう加工した、有機Ｊ
ＡＳ認定のシリアル食品で
す。有機砂糖をコーティン
グした、少し甘いフロスト
タイプ。

有機玄米フレーク・フロスト
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥400（¥432）20806

有機コーングリッツ（アルゼンチン産）、有機砂糖（ブラジ
ル産）、食塩

エネルギー 381kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 1.2g
炭水化物 85.9g
糖質 82.6g
食物繊維 3.3g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーングリッ
ツを使用し、オーガニック
シュガーと天塩で薄味に
仕上げたプレーンタイプ
のシリアル食品です。

オーガニックコーンフレーク・プレーン
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥380（¥410）20803

有機コーングリッツ（アルゼンチン産）、有機砂糖（ブラジ
ル産）、食塩

エネルギー 377kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.8g
炭水化物 87.3g
糖質 84.5g
食物繊維 2.8g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーングリッ
ツを使用したシリアル食
品。オーガニックシュガー
をコーティングした、ちょっ
ぴり甘いフロストタイプ。

オーガニックコーンフレーク・フロスト
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：195×40×270㎜
●商品重量：155g　●賞：10ヵ月

¥390（¥421）20805 オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ産）、小
麦フレーク（オーストリア・ドイツ産）、砂糖（ブラジル産）、
パーム油（コロンビア・オランダ産）、蜂蜜（インド産）、コ
コナッツフレーク（ココナッツ：スリランカ産）、小麦パフ
（小麦：オーストリア産、砂糖：ブラジル産、小麦シロップ：
ドイツ産、蜂蜜：インド産）、オーツ麦粉（オーツ麦：ドイツ
産）、タイガーナッツ（スペイン産）、塩

エネルギー 413kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 17.9g
炭水化物 62.4g
糖質 54.8g
食物繊維 7.6g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・ハニー
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥650（¥702）33614
小麦

有機オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ
産）、有機砂糖（ブラジル産）、有機パーム油（コロンビア・
オランダ産）、有機ココナッツフレーク（ココナッツ：スリラ
ンカ産）、有機小麦パフ（有機小麦：オーストリア産、有機
砂糖：ブラジル産、有機小麦シロップ：ドイツ産、有機蜂
蜜：インド産）、有機ココアパウダー（カカオ豆：ブラジル・
アメリカ産）、有機チョコレート、有機蜂蜜（インド産）、塩

エネルギー 451kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 22.7g
炭水化物 58.1g
糖質 51.5g
食物繊維 6.6g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・チョコ
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥750（¥810）33615
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ産）、有機砂糖
（ブラジル産）、有機小麦フレーク（オーストリア・ドイツ産）、有機パー
ム油（コロンビア・オランダ産）、有機ココナッツフレーク（ココナッツ：ス
リランカ産）、有機小麦パフ（有機小麦：オーストリア産、有機砂糖：ブラ
ジル産、有機小麦シロップ：ドイツ産、有機蜂蜜：インド産）、有機乾燥ラ
ズベリー（セルビア産）、有機乾燥ブラックベリー（オーストリア・ドイツ
産）、有機乾燥ストロベリー（オーストリア・ドイツ産）、有機乾燥ブルー
ベリー（ポーランド・オーストリア産）、有機蜂蜜(インド産）、塩

エネルギー 447kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 19.0g
炭水化物 64.1g
糖質 56.6g
食物繊維 7.5g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・ベリー
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥700（¥756）33616
小麦

有機小麦ふすま（国内産）、有機小麦粉（国内産）、有機
コーンミール（アメリカ産）、有機ココナッツ（スリランカ
産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）

エネルギー 152kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 4.48g
炭水化物 27.4g
   糖質 21.2g
   食物繊維 6.2g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １食（40g）あたり

国内で有機栽培された小
麦粉・小麦ふすまを使った
シリアルです。栄養バラン
スが良く、手間のかからな
い朝食として定着していま
す。

まるごと有機のブランチップス
桜井

●容量：１６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：160×240×40㎜
●賞：6ヵ月

¥370（¥400）33657
小麦

オーツ麦（アメリカ産他）、小麦粉（アメリカ・日本産）、植
物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽（オー
ストラリア産他）、アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ
（フィリピン産他）、白ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜
（アルゼンチン産）、クルミ（アメリカ産）、食塩

エネルギー 193kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 8.9g
炭水化物 25.12g
ナトリウム 61.6mg

栄養成分 １食40gあたり

穀類とナッツ類などをミッ
クスした、シリアルの原型
です。栄養バランスが良
く、手間のかからない朝食
として定着しています。

グラノーラ 
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×50×200㎜
●商品重量：458g　●賞：1年

¥850（¥918）33190
小麦

オーツ麦（アメリカ産他）、小麦粉（アメリカ・日本産）、植
物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽（オー
ストラリア産他）、アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ
（フィリピン産他）、白ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜
（アルゼンチン産）、クルミ（アメリカ産）、食塩

エネルギー 193kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 8.9g
炭水化物 25.1g
糖質 22.7g
食物繊維 2.4g
食塩相当量 0.16g
カルシウム 17.0mg
カリウム 127mg
鉄 1.1mg

栄養成分 １食40gあたり

穀類とナッツ類などをミックスした、シリア
ルの原型です。栄養バランスが良く、手間
のかからない朝食として定着しています。

グラノーラ 
三育

●容量：１６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×40×220㎜
●商品重量：175g　●賞：1年

¥415（¥448）33403
小麦

小麦粉（アメリカ産他）、玄米フレーク（玄米：国内産、麦
芽エキス(大麦：イギリス産））、オーツ麦（アメリカ産他）、
植物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽、
アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ（フィリピン産他）、白
ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜（アルゼンチン産）、クルミ
（アメリカ産）、塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 8.5g
炭水化物 25.9g
ナトリウム 62.4mg

栄養成分 １食40gあたり

グラノーラに玄米フレーク
を加えて、軽い食感に仕上
げました。良質の素材たっ
ぷりのシリアル食品です。

玄米グラノーラ
三育

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×50×200㎜
●商品重量：380g　●賞：1年

¥850（¥918）33198
小麦

小麦粉（アメリカ産他）、玄米フレーク（玄米：国内産、麦
芽エキス(大麦：イギリス産））、オーツ麦（アメリカ産他）、
植物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽、
アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ（フィリピン産他）、白
ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜（アルゼンチン産）、クルミ
（アメリカ産）、塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 8.5g
炭水化物 25.9g
糖質 24.4g
食物繊維 1.5g
食塩相当量 0.16g
カルシウム 24.3mg
カリウム 117mg
鉄 0.9mg

栄養成分 １食40gあたり

グラノーラに玄米フレークを加えて、軽い食感に仕上
げました。良質の素材たっぷりのシリアル食品です。

玄米グラノーラ
三育

●容量：１３０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×40×220㎜
●商品重量：145g　●賞：1年

¥415（¥448）33404
小麦

大豆（有機）（秋田県産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシ
ウム）

エネルギー 496kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 28.6g
炭水化物 13.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

国内産有機丸大豆とにがりを使
用し、膨軟剤を使わず手間ひまか
けて造った凍り豆腐です。膨軟剤
を使用していないので、多少歯ご
たえのある、昔ながらの食感です。
※現在休止商品となっておりま
す。国内産特別栽培使用にがり高
野豆腐をご利用ください。

有機大豆使用・にがり高野豆腐
ムソー

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：230×90×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）21623
大豆

大豆（有機）（秋田県産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシ
ウム）

エネルギー 496kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 28.6g
炭水化物 13.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

国内産有機丸大豆とにがりを
使用した、通常の半分の厚みの
凍り豆腐です。膨軟剤を使用し
ていないので、多少歯ごたえの
ある食感です。
※現在休止商品となっておりま
す。国内産特別栽培使用にが
り凍み豆腐をご利用ください。

有機大豆使用・にがり凍み豆腐
ムソー

●容量：６枚　●入数：20
●商品サイズ：240×100×20㎜
●商品重量：56g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）21622
大豆

有機大豆（国産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）

エネルギー 524kcal
たんぱく質 48.5g
脂質 32.4g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 100gあたり

国産有機栽培大豆とにがり
を使用した一口サイズの凍り
豆腐です。膨軟剤を使用して
いないので、多少歯ごたえの
ある、昔ながらの食感です。
※現在休止商品となっており
ます。国内産特別栽培使用に
がり高野豆腐・さいの目をご
利用ください。

国産有機大豆にがり凍み豆腐・さいの目
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×120×40㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥290（¥313）21631
大豆

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 366kcal
たんぱく質 23.6g
脂質 2.6g
炭水化物 62.1g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.013g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉、グルテン
を原料に使い、手焼きで丁
寧に仕上たおつゆふです。
口あたりが良く、よくふく
れます。

おつゆふ
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：75×85×220㎜
●商品重量：32g　●賞：1年

¥220（¥238）21600
小麦

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 370kcal
たんぱく質 25.6g
脂質 2.8g
炭水化物 60.6g
ナトリウム 13mg
食塩相当量 0.033g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦を原料に
使った、口ざわりの良いや
きふです。おつゆ、味噌汁
に、すき焼きや含め煮に。

やきふ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：85×25×105㎜
●商品重量：43g　●賞：1年

¥220（¥238）21601
小麦

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 368kcal
たんぱく質 27.6g
脂質 2.9g
炭水化物 57.9g
ナトリウム 6mg
食塩相当量 0.015g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉を原料に
使い、一つ一つ丁寧に手
焼きしました。なべ物、すき
焼等に最適です。

もちふ
ムソー

●容量：２５ｇ　●入数：40
●商品サイズ：75×85×230㎜
●商品重量：27g　●賞：1年

¥220（¥238）21602
小麦

小麦グルテン（北海道産）、全粒粉小麦粉（北海道産）

エネルギー 360kcal
たんぱく質 29.1g
脂質 3.8g
糖質 49.4g
ナトリウム 2.7mg

栄養成分 100gあたり

原料の小麦粉はもちろん、
グルテンも北海道産小麦
から抽出しています。昔な
がらの製法（ガス火）を使
用した直火焼で職人が丁
寧に１本１本手焼きで仕上
げたくるまふです。

北海道産全粒小麦粉使用くるまふ
ムソー

●容量：６枚　●入数：30
●商品サイズ：220×110×40㎜
●商品重量：55g　●賞：1年

¥400（¥432）21606
小麦

強力小麦粉（小麦：アメリカ・カナダ・オーストラリア産）、
小麦グルテン（小麦：アメリカ・カナダ・オーストラリア産）

エネルギー 373kcal
たんぱく質 28.1g
脂質 2.6g
炭水化物 59.2g
ナトリウム 8mg

栄養成分 100gあたり

煮くずれせず、口当たりが
滑らかです。添加物はもち
ろんのこと膨張剤も使用
していません。すき焼き、
寄せ鍋、味噌汁、スープの
実に。

車麩
マルヨネ

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：240×120×45㎜
●商品重量：93g　●賞：2年

¥280（¥302）21612
小麦

小麦粉（北海道産）

エネルギー 376kcal
たんぱく質 33.1g
脂質 2.5g
炭水化物 55.3g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0.008g

栄養成分 100gあたり

北海道の大自然の恵み
を生かし北海道産にこだ
わった全粒粉使用豆麩で
す。水で戻した後はふんわ
りとした弾力のある商品
です。味噌汁、スープ、酢の
物などにお使い下さい。

北海道全粒粉豆麩
小山製麩

●容量：３０g　●入数：30
●商品サイズ：200×115×30㎜
●商品重量：38g　●賞：1年

¥350（¥378）21662
小麦

小麦粉（北海道産）

エネルギー 365kcal
たんぱく質 25.5g
脂質 2.4g
炭水化物 60.3g
ナトリウム 4mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100gあたり

北海道の大自然の恵み
を生かし北海道産にこだ
わった全粒粉使用小町麩
です。水で戻した後はふん
わりとした弾力のある商品
です。味噌汁、スープ、酢の
物などにお使い下さい。

北海道全粒粉小町麩
小山製麩

●容量：３０g　●入数：30
●商品サイズ：250×170×50㎜
●商品重量：38g　●賞：1年

¥350（¥378）21663
小麦

有機小麦粉（岩手県産）、天然酵母（国内産）、食塩

エネルギー 369kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 2g
炭水化物 74.6g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

岩手県で有機栽培された
小麦粉を使用し、天然酵母
で作ったパン粉です。

国産有機小麦粉使用天然酵母パン粉
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×30×210㎜
●商品重量：155g　●賞：6ヵ月

¥330（¥356）21621
小麦

有機小麦粉（有機小麦（国産））、有機砂糖（ブラジル産）、
有機ショートニング、イースト、食塩

エネルギー 370kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 3.4g
炭水化物 74.6g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

国産の有機小麦粉で作っ
たパン粉です。サクサク感
のあるパン粉に仕上がっ
ています。

有機育ち・パン粉
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：230×150×30㎜
●商品重量：106g　●賞：6ヵ月

¥245（¥265）21638
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機オーツ麦フレーク（オーツ麦：オーストリア・ドイツ産）、有機砂糖
（ブラジル産）、有機小麦フレーク（オーストリア・ドイツ産）、有機パー
ム油（コロンビア・オランダ産）、有機ココナッツフレーク（ココナッツ：ス
リランカ産）、有機小麦パフ（有機小麦：オーストリア産、有機砂糖：ブラ
ジル産、有機小麦シロップ：ドイツ産、有機蜂蜜：インド産）、有機乾燥ラ
ズベリー（セルビア産）、有機乾燥ブラックベリー（オーストリア・ドイツ
産）、有機乾燥ストロベリー（オーストリア・ドイツ産）、有機乾燥ブルー
ベリー（ポーランド・オーストリア産）、有機蜂蜜(インド産）、塩

エネルギー 447kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 19.0g
炭水化物 64.1g
糖質 56.6g
食物繊維 7.5g
食塩相当量 0.17g

栄養成分 100gあたり

オーツ麦・小麦などの麦類を蜂蜜とパー
ム油と混ぜてオーブンで焼き、ココナッツ
や砂糖で味付けをした、シリアル食品。

オーガニックグラノーラ・ベリー
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×70×230㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥700（¥756）33616
小麦

有機小麦ふすま（国内産）、有機小麦粉（国内産）、有機
コーンミール（アメリカ産）、有機ココナッツ（スリランカ
産）、有機ココナッツシュガー（インドネシア産）

エネルギー 152kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 4.48g
炭水化物 27.4g
   糖質 21.2g
   食物繊維 6.2g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １食（40g）あたり

国内で有機栽培された小
麦粉・小麦ふすまを使った
シリアルです。栄養バラン
スが良く、手間のかからな
い朝食として定着していま
す。

まるごと有機のブランチップス
桜井

●容量：１６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：160×240×40㎜
●賞：6ヵ月

¥370（¥400）33657
小麦

オーツ麦（アメリカ産他）、小麦粉（アメリカ・日本産）、植
物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽（オー
ストラリア産他）、アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ
（フィリピン産他）、白ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜
（アルゼンチン産）、クルミ（アメリカ産）、食塩

エネルギー 193kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 8.9g
炭水化物 25.12g
ナトリウム 61.6mg

栄養成分 １食40gあたり

穀類とナッツ類などをミッ
クスした、シリアルの原型
です。栄養バランスが良
く、手間のかからない朝食
として定着しています。

グラノーラ 
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×50×200㎜
●商品重量：458g　●賞：1年

¥850（¥918）33190
小麦

オーツ麦（アメリカ産他）、小麦粉（アメリカ・日本産）、植
物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽（オー
ストラリア産他）、アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ
（フィリピン産他）、白ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜
（アルゼンチン産）、クルミ（アメリカ産）、食塩

エネルギー 193kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 8.9g
炭水化物 25.1g
糖質 22.7g
食物繊維 2.4g
食塩相当量 0.16g
カルシウム 17.0mg
カリウム 127mg
鉄 1.1mg

栄養成分 １食40gあたり

穀類とナッツ類などをミックスした、シリア
ルの原型です。栄養バランスが良く、手間
のかからない朝食として定着しています。

グラノーラ 
三育

●容量：１６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×40×220㎜
●商品重量：175g　●賞：1年

¥415（¥448）33403
小麦

小麦粉（アメリカ産他）、玄米フレーク（玄米：国内産、麦
芽エキス(大麦：イギリス産））、オーツ麦（アメリカ産他）、
植物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽、
アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ（フィリピン産他）、白
ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜（アルゼンチン産）、クルミ
（アメリカ産）、塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 8.5g
炭水化物 25.9g
ナトリウム 62.4mg

栄養成分 １食40gあたり

グラノーラに玄米フレーク
を加えて、軽い食感に仕上
げました。良質の素材たっ
ぷりのシリアル食品です。

玄米グラノーラ
三育

●容量：３２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×50×200㎜
●商品重量：380g　●賞：1年

¥850（¥918）33198
小麦

小麦粉（アメリカ産他）、玄米フレーク（玄米：国内産、麦
芽エキス(大麦：イギリス産））、オーツ麦（アメリカ産他）、
植物油脂（なたね：オーストラリア産）、砂糖、小麦胚芽、
アーモンド（アメリカ産）、ココナッツ（フィリピン産他）、白
ゴマ（中南米・アフリカ産）、蜂蜜（アルゼンチン産）、クルミ
（アメリカ産）、塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 8.5g
炭水化物 25.9g
糖質 24.4g
食物繊維 1.5g
食塩相当量 0.16g
カルシウム 24.3mg
カリウム 117mg
鉄 0.9mg

栄養成分 １食40gあたり

グラノーラに玄米フレークを加えて、軽い食感に仕上
げました。良質の素材たっぷりのシリアル食品です。

玄米グラノーラ
三育

●容量：１３０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：140×40×220㎜
●商品重量：145g　●賞：1年

¥415（¥448）33404
小麦

大豆（有機）（秋田県産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシ
ウム）

エネルギー 496kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 28.6g
炭水化物 13.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

国内産有機丸大豆とにがりを使
用し、膨軟剤を使わず手間ひまか
けて造った凍り豆腐です。膨軟剤
を使用していないので、多少歯ご
たえのある、昔ながらの食感です。
※現在休止商品となっておりま
す。国内産特別栽培使用にがり高
野豆腐をご利用ください。

有機大豆使用・にがり高野豆腐
ムソー

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：230×90×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）21623
大豆

大豆（有機）（秋田県産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシ
ウム）

エネルギー 496kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 28.6g
炭水化物 13.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

国内産有機丸大豆とにがりを
使用した、通常の半分の厚みの
凍り豆腐です。膨軟剤を使用し
ていないので、多少歯ごたえの
ある食感です。
※現在休止商品となっておりま
す。国内産特別栽培使用にが
り凍み豆腐をご利用ください。

有機大豆使用・にがり凍み豆腐
ムソー

●容量：６枚　●入数：20
●商品サイズ：240×100×20㎜
●商品重量：56g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）21622
大豆

有機大豆（国産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）

エネルギー 524kcal
たんぱく質 48.5g
脂質 32.4g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 100gあたり

国産有機栽培大豆とにがり
を使用した一口サイズの凍り
豆腐です。膨軟剤を使用して
いないので、多少歯ごたえの
ある、昔ながらの食感です。
※現在休止商品となっており
ます。国内産特別栽培使用に
がり高野豆腐・さいの目をご
利用ください。

国産有機大豆にがり凍み豆腐・さいの目
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×120×40㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥290（¥313）21631
大豆

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 366kcal
たんぱく質 23.6g
脂質 2.6g
炭水化物 62.1g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.013g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉、グルテン
を原料に使い、手焼きで丁
寧に仕上たおつゆふです。
口あたりが良く、よくふく
れます。

おつゆふ
ムソー

●容量：３０ｇ　●入数：48
●商品サイズ：75×85×220㎜
●商品重量：32g　●賞：1年

¥220（¥238）21600
小麦

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 370kcal
たんぱく質 25.6g
脂質 2.8g
炭水化物 60.6g
ナトリウム 13mg
食塩相当量 0.033g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦を原料に
使った、口ざわりの良いや
きふです。おつゆ、味噌汁
に、すき焼きや含め煮に。

やきふ
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：85×25×105㎜
●商品重量：43g　●賞：1年

¥220（¥238）21601
小麦

小麦タンパク（グルテン）（小麦：北海道産）、小麦粉（北海
道産）、山芋粉（石川県産）

エネルギー 368kcal
たんぱく質 27.6g
脂質 2.9g
炭水化物 57.9g
ナトリウム 6mg
食塩相当量 0.015g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉を原料に
使い、一つ一つ丁寧に手
焼きしました。なべ物、すき
焼等に最適です。

もちふ
ムソー

●容量：２５ｇ　●入数：40
●商品サイズ：75×85×230㎜
●商品重量：27g　●賞：1年

¥220（¥238）21602
小麦

小麦グルテン（北海道産）、全粒粉小麦粉（北海道産）

エネルギー 360kcal
たんぱく質 29.1g
脂質 3.8g
糖質 49.4g
ナトリウム 2.7mg

栄養成分 100gあたり

原料の小麦粉はもちろん、
グルテンも北海道産小麦
から抽出しています。昔な
がらの製法（ガス火）を使
用した直火焼で職人が丁
寧に１本１本手焼きで仕上
げたくるまふです。

北海道産全粒小麦粉使用くるまふ
ムソー

●容量：６枚　●入数：30
●商品サイズ：220×110×40㎜
●商品重量：55g　●賞：1年

¥400（¥432）21606
小麦

強力小麦粉（小麦：アメリカ・カナダ・オーストラリア産）、
小麦グルテン（小麦：アメリカ・カナダ・オーストラリア産）

エネルギー 373kcal
たんぱく質 28.1g
脂質 2.6g
炭水化物 59.2g
ナトリウム 8mg

栄養成分 100gあたり

煮くずれせず、口当たりが
滑らかです。添加物はもち
ろんのこと膨張剤も使用
していません。すき焼き、
寄せ鍋、味噌汁、スープの
実に。

車麩
マルヨネ

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：240×120×45㎜
●商品重量：93g　●賞：2年

¥280（¥302）21612
小麦

小麦粉（北海道産）

エネルギー 376kcal
たんぱく質 33.1g
脂質 2.5g
炭水化物 55.3g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0.008g

栄養成分 100gあたり

北海道の大自然の恵み
を生かし北海道産にこだ
わった全粒粉使用豆麩で
す。水で戻した後はふんわ
りとした弾力のある商品
です。味噌汁、スープ、酢の
物などにお使い下さい。

北海道全粒粉豆麩
小山製麩

●容量：３０g　●入数：30
●商品サイズ：200×115×30㎜
●商品重量：38g　●賞：1年

¥350（¥378）21662
小麦

小麦粉（北海道産）

エネルギー 365kcal
たんぱく質 25.5g
脂質 2.4g
炭水化物 60.3g
ナトリウム 4mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100gあたり

北海道の大自然の恵み
を生かし北海道産にこだ
わった全粒粉使用小町麩
です。水で戻した後はふん
わりとした弾力のある商品
です。味噌汁、スープ、酢の
物などにお使い下さい。

北海道全粒粉小町麩
小山製麩

●容量：３０g　●入数：30
●商品サイズ：250×170×50㎜
●商品重量：38g　●賞：1年

¥350（¥378）21663
小麦

有機小麦粉（岩手県産）、天然酵母（国内産）、食塩

エネルギー 369kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 2g
炭水化物 74.6g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

岩手県で有機栽培された
小麦粉を使用し、天然酵母
で作ったパン粉です。

国産有機小麦粉使用天然酵母パン粉
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×30×210㎜
●商品重量：155g　●賞：6ヵ月

¥330（¥356）21621
小麦

有機小麦粉（有機小麦（国産））、有機砂糖（ブラジル産）、
有機ショートニング、イースト、食塩

エネルギー 370kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 3.4g
炭水化物 74.6g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

国産の有機小麦粉で作っ
たパン粉です。サクサク感
のあるパン粉に仕上がっ
ています。

有機育ち・パン粉
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：230×150×30㎜
●商品重量：106g　●賞：6ヵ月

¥245（¥265）21638
小麦
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小麦粉（小麦（岩手県産））、イースト、食塩

エネルギー 363kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 3.3g
炭水化物 72.5g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100g当たり

岩手県産小麦粉で一度パ
ンを焼き上げた後、粉砕・
乾燥して作ったパン粉で
す。フライ料理等にご使用
ください。

国内産・パン粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：265×190×40㎜
●商品重量：205g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21619
小麦

海藻（天草：国内産）

エネルギー 154kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.2g
炭水化物 75.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

国内産の天草のみを原料
とした細寒天です。岐阜県
にある恵那山のふもとで、
夜間と日中の温度差を利
用し、昔ながらの天然凍
結・天然乾燥の製法でつく
りました。漂白剤不使用。

国内産無漂白・糸かんてん
ムソー

●容量：１６ｇ　●入数：30
●商品サイズ：250×150×40㎜
●商品重量：22g　●賞：2年

¥530（¥572）21650

天草（南米・地中海沿岸・東アジア産他）

エネルギー 158kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.2g
炭水化物 76.6g
ナトリウム 88mg

栄養成分 100gあたり

不純物の付着を避け、衛
生的に作られた寒天です。
フレーク状で、水洗いや溶
かした後の裏ごしが不要
なので手軽にご利用いた
だけます。

フレーク寒天
無双本舗

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：100×160×10㎜
●商品重量：33g　●賞：2年

¥560（¥605）21643

有機馬鈴薯澱粉（国内製造）、本くず（国内製造）

エネルギー 343kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
炭水化物 85.1g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機馬鈴薯澱粉
を使った本くず入りのくず
きりです。お鍋や酢の物、
サラダはもちろん、黒蜜・
蜂蜜・果汁をかけて冷菓に
もどうぞ。熱湯で茹でてか
らご利用ください。

国内産・くずきり
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：25
●商品サイズ：210×110×20㎜
●商品重量：110g　●賞：2年

¥350（¥378）21642

有機ばれいしょでん粉（国内産）、かんしょでん粉（国内
産）

エネルギー 342kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
炭水化物 84.9g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機馬鈴薯澱粉
を使い、昔ながらの技法で
作り、無漂白に仕上げまし
た。はるさめサラダに、炒
め物、酢のものに。

国内産・春雨
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：25
●商品サイズ：210×150×35㎜
●商品重量：110g　●賞：2年

¥270（¥292）21641

甘藷澱粉（国内製造）、馬鈴薯澱粉（国内製造）（遺伝子
組み換えでない）

エネルギー 339kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.2g
炭水化物 84.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の澱粉のみを使用
し、添加物は一切使用して
いない、はるさめです。使
いやすい長さにカットして
あります。

国産はるさめ
金正食品

●容量：５０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：210×120×40㎜
●商品重量：57g　●賞：2年

¥120（¥130）21122

緑豆澱粉（中国産）

エネルギー 345kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.4g
炭水化物 84.6g
ナトリウム 11mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

中国龍口産のはるさめで
す。緑豆の澱粉を原料に
中国古来の製法で作られ
ており、熱に強く、弾力性
があります。

緑豆はるさめ
協和

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：255×145×30㎜
●商品重量：105g　●賞：2年

¥280（¥302）21632

米（タイ産）

エネルギー 363kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 0.9g
炭水化物 81.8g
ナトリウム 21.39mg

栄養成分 100gあたり

米は、タイ産の長粒米を使
用しています。焼ビーフン
はもちろん、サラダや鍋物
にもお使いいただけます。

ホーザンビーフン
協和

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×145×35㎜
●商品重量：155g　●賞：2年

¥300（¥324）21633

小麦粉（国産100％）（佐賀県産他）、食用植物油脂（なた
ね：オーストラリア）、食塩

エネルギー 63kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 4.8g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 23mg

栄養成分 １０gあたり

国内産小麦を100％使用
し、新鮮な植物油（キャノー
ラ油）100％でカラッと揚
げた、国内産小麦独特の
旨味が生きた風味豊かな
天かすです。コレステロー
ルゼロの天かすです。

国産小麦粉使用天かす一番
ナカガワ

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：220×130×25㎜
●商品重量：64g　●賞：6ヵ月

¥160（¥172）21614
小麦

ゆうがおの実（栃木県産）

エネルギー 260kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.2g
炭水化物 68.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栃木県産の天日干しした
無漂白のかんぴょうです。
もどりの良い一等のかん
ぴょうを使用しており、味・
香りともすぐれています。

かんぴょう
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：228×140×12㎜
●商品重量：47g　●賞：6ヵ月

¥490（¥530）21628

大根（熊本県産）

熊本県で育った、栽培期間
中農薬・化学肥料不使用
の乾燥大根です。水に戻
すだけでサラダ感覚で召
し上がれます。

サラダでおいしい切干大根
ベストアメニティ

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：230×150×30㎜
●商品重量：43g　●賞：6ヵ月

¥284（¥306）21648

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸・大粒の
どんこを天日で熟成させ
た乾椎茸です。

大分産椎茸大粒どんこ
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：225×145×77㎜
●商品重量：71g　●賞：1年

¥820（¥886）11640

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸・どんこを
天日で熟成させました。小
粒の乾椎茸です。

大分産椎茸小粒どんこ
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：227×145×78㎜
●商品重量：71g　●賞：1年

¥730（¥788）11641

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸を天日で
熟成させた乾椎茸です。
どんこより傘が開いて採
取したものが「香信・こうし
ん」です。

大分産椎茸こうしん
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：240×187×75㎜
●商品重量：109g　●賞：1年

¥1,100（¥1,188）11642

きくらげ（菌床）（九州産）

エネルギー 180kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 1.4g
炭水化物 75.9g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

ぷりぷりした肉厚でコリコ
リ食感がお楽しみいただ
けます。

九州産きくらげ
武久

●容量：１２ｇ　●入数：60
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：21g　●賞：1年

¥438（¥473）21629

かつおのふし（国内産）

エネルギー 321kcal
たんぱく質 70.4g
脂質 4.3g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 100gあたり

適度に脂ののった鰹を昔
ながらの薪を燻して乾燥
させる製法で作った鰹節
を、少し厚めに削りました。
だしやお料理にご利用く
ださい。

花かつお
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：245×175×40㎜
●商品重量：59g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）10325

かつおのふし（国内産）

適度に脂ののった鰹を昔
ながらの薪を燻して乾燥
させる製法で作った鰹節
を、削りたての風味そのま
まに小袋パックしました。

かつお削り節パック
ムソー

●容量：４ｇ×５　●入数：60
●商品サイズ：270×150×25㎜
●商品重量：36g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）10327

片口いわし（瀬戸内海産）

エネルギー 289kcal
たんぱく質 64.1g
脂質 3.4g
炭水化物 0.4g
食塩相当量 4.3g
カルシウム 4300mg

栄養成分 100gあたり

煮干の産地で有名な瀬戸
内海の獲れたばかりの新
鮮なかたくちいわしを釡だ
きし、乾燥させました。

煮干いりこ
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：255×165×20㎜
●商品重量：112g　●賞：6ヵ月

¥330（¥356）10304
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（小麦（岩手県産））、イースト、食塩

エネルギー 363kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 3.3g
炭水化物 72.5g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100g当たり

岩手県産小麦粉で一度パ
ンを焼き上げた後、粉砕・
乾燥して作ったパン粉で
す。フライ料理等にご使用
ください。

国内産・パン粉
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：265×190×40㎜
●商品重量：205g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21619
小麦

海藻（天草：国内産）

エネルギー 154kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.2g
炭水化物 75.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

国内産の天草のみを原料
とした細寒天です。岐阜県
にある恵那山のふもとで、
夜間と日中の温度差を利
用し、昔ながらの天然凍
結・天然乾燥の製法でつく
りました。漂白剤不使用。

国内産無漂白・糸かんてん
ムソー

●容量：１６ｇ　●入数：30
●商品サイズ：250×150×40㎜
●商品重量：22g　●賞：2年

¥530（¥572）21650

天草（南米・地中海沿岸・東アジア産他）

エネルギー 158kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.2g
炭水化物 76.6g
ナトリウム 88mg

栄養成分 100gあたり

不純物の付着を避け、衛
生的に作られた寒天です。
フレーク状で、水洗いや溶
かした後の裏ごしが不要
なので手軽にご利用いた
だけます。

フレーク寒天
無双本舗

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：100×160×10㎜
●商品重量：33g　●賞：2年

¥560（¥605）21643

有機馬鈴薯澱粉（国内製造）、本くず（国内製造）

エネルギー 343kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
炭水化物 85.1g
食塩相当量 0.05g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機馬鈴薯澱粉
を使った本くず入りのくず
きりです。お鍋や酢の物、
サラダはもちろん、黒蜜・
蜂蜜・果汁をかけて冷菓に
もどうぞ。熱湯で茹でてか
らご利用ください。

国内産・くずきり
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：25
●商品サイズ：210×110×20㎜
●商品重量：110g　●賞：2年

¥350（¥378）21642

有機ばれいしょでん粉（国内産）、かんしょでん粉（国内
産）

エネルギー 342kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
炭水化物 84.9g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国内産の有機馬鈴薯澱粉
を使い、昔ながらの技法で
作り、無漂白に仕上げまし
た。はるさめサラダに、炒
め物、酢のものに。

国内産・春雨
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：25
●商品サイズ：210×150×35㎜
●商品重量：110g　●賞：2年

¥270（¥292）21641

甘藷澱粉（国内製造）、馬鈴薯澱粉（国内製造）（遺伝子
組み換えでない）

エネルギー 339kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.2g
炭水化物 84.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産の澱粉のみを使用
し、添加物は一切使用して
いない、はるさめです。使
いやすい長さにカットして
あります。

国産はるさめ
金正食品

●容量：５０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：210×120×40㎜
●商品重量：57g　●賞：2年

¥120（¥130）21122

緑豆澱粉（中国産）

エネルギー 345kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.4g
炭水化物 84.6g
ナトリウム 11mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

中国龍口産のはるさめで
す。緑豆の澱粉を原料に
中国古来の製法で作られ
ており、熱に強く、弾力性
があります。

緑豆はるさめ
協和

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：255×145×30㎜
●商品重量：105g　●賞：2年

¥280（¥302）21632

米（タイ産）

エネルギー 363kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 0.9g
炭水化物 81.8g
ナトリウム 21.39mg

栄養成分 100gあたり

米は、タイ産の長粒米を使
用しています。焼ビーフン
はもちろん、サラダや鍋物
にもお使いいただけます。

ホーザンビーフン
協和

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：280×145×35㎜
●商品重量：155g　●賞：2年

¥300（¥324）21633

小麦粉（国産100％）（佐賀県産他）、食用植物油脂（なた
ね：オーストラリア）、食塩

エネルギー 63kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 4.8g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 23mg

栄養成分 １０gあたり

国内産小麦を100％使用
し、新鮮な植物油（キャノー
ラ油）100％でカラッと揚
げた、国内産小麦独特の
旨味が生きた風味豊かな
天かすです。コレステロー
ルゼロの天かすです。

国産小麦粉使用天かす一番
ナカガワ

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：220×130×25㎜
●商品重量：64g　●賞：6ヵ月

¥160（¥172）21614
小麦

ゆうがおの実（栃木県産）

エネルギー 260kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.2g
炭水化物 68.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

栃木県産の天日干しした
無漂白のかんぴょうです。
もどりの良い一等のかん
ぴょうを使用しており、味・
香りともすぐれています。

かんぴょう
ムソー

●容量：４０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：228×140×12㎜
●商品重量：47g　●賞：6ヵ月

¥490（¥530）21628

大根（熊本県産）

熊本県で育った、栽培期間
中農薬・化学肥料不使用
の乾燥大根です。水に戻
すだけでサラダ感覚で召
し上がれます。

サラダでおいしい切干大根
ベストアメニティ

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：230×150×30㎜
●商品重量：43g　●賞：6ヵ月

¥284（¥306）21648

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸・大粒の
どんこを天日で熟成させ
た乾椎茸です。

大分産椎茸大粒どんこ
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：225×145×77㎜
●商品重量：71g　●賞：1年

¥820（¥886）11640

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸・どんこを
天日で熟成させました。小
粒の乾椎茸です。

大分産椎茸小粒どんこ
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：227×145×78㎜
●商品重量：71g　●賞：1年

¥730（¥788）11641

しいたけ（大分県産）（原木）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 19.3g
脂質 3.7g
炭水化物 63.4g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

大分県産の椎茸を天日で
熟成させた乾椎茸です。
どんこより傘が開いて採
取したものが「香信・こうし
ん」です。

大分産椎茸こうしん
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：240×187×75㎜
●商品重量：109g　●賞：1年

¥1,100（¥1,188）11642

きくらげ（菌床）（九州産）

エネルギー 180kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 1.4g
炭水化物 75.9g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

ぷりぷりした肉厚でコリコ
リ食感がお楽しみいただ
けます。

九州産きくらげ
武久

●容量：１２ｇ　●入数：60
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：21g　●賞：1年

¥438（¥473）21629

かつおのふし（国内産）

エネルギー 321kcal
たんぱく質 70.4g
脂質 4.3g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 100gあたり

適度に脂ののった鰹を昔
ながらの薪を燻して乾燥
させる製法で作った鰹節
を、少し厚めに削りました。
だしやお料理にご利用く
ださい。

花かつお
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：245×175×40㎜
●商品重量：59g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）10325

かつおのふし（国内産）

適度に脂ののった鰹を昔
ながらの薪を燻して乾燥
させる製法で作った鰹節
を、削りたての風味そのま
まに小袋パックしました。

かつお削り節パック
ムソー

●容量：４ｇ×５　●入数：60
●商品サイズ：270×150×25㎜
●商品重量：36g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）10327

片口いわし（瀬戸内海産）

エネルギー 289kcal
たんぱく質 64.1g
脂質 3.4g
炭水化物 0.4g
食塩相当量 4.3g
カルシウム 4300mg

栄養成分 100gあたり

煮干の産地で有名な瀬戸
内海の獲れたばかりの新
鮮なかたくちいわしを釡だ
きし、乾燥させました。

煮干いりこ
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：255×165×20㎜
●商品重量：112g　●賞：6ヵ月

¥330（¥356）10304
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ひじき（三重県産）

エネルギー 139kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.3g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1400mg

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩や熊野灘に面す
る磯で採れたひじきは、味
や食感が良いことから高
い評価を得ています。長ひ
じきは、ひじきの茎の部分
です。

三重県産・ひじき
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：188×135×35㎜
●商品重量：34g　●賞：1年

¥420（¥454）22207

ひじき（三重県産）

エネルギー 139kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.3g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1400mg
カルシウム 1400mg

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩や熊野灘に面す
る磯で採れたひじきは、味
や食感が良いことから高
い評価を得ています。米ひ
じきは、ひじきの葉の部分
です。

三重県産・米ひじき
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：187×134×20㎜
●商品重量：34g　●賞：1年

¥420（¥454）22206

ふのり（和歌山県産等）

エネルギー 142kcal
たんぱく質 12.2g
脂質 0.9g
炭水化物 56.8g
ナトリウム 2831mg

栄養成分 100gあたり

ミネラルたっぷり、独特の
食感の“ふのり”はお料理
に彩りを添えます。水に浸
してもどして、汁物の具や
酢の物、サラダに、お刺身
にそえて。

国内産・ふのり
ムソー

●容量：１２ｇ　●入数：25
●商品サイズ：160×130×30㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥333（¥360）22228

湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産）

エネルギー 14kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
糖質 0.4g
ナトリウム 950mg

栄養成分 １袋あたり

三重県伊勢志摩産の天然
わかめを使用し、使いやす
くカットして乾燥させまし
た。水で戻すとおよそ１０倍
の量になります。

天然伊勢志摩・乾燥わかめ
宝海草

●容量：１０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：175×130×25㎜
●商品重量：11g　●賞：1年

¥380（¥410）22194

わかめ（三重県産）、茎わかめ（鳴門産）、赤まふのり（国
内産）、白とさか（国内産）、赤とさか（国内産）

エネルギー 16kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
炭水化物 5.6g
食物繊維 2.4g
カルシウム 107mg
鉄 1.2mg

栄養成分 １袋12gあたり

５種類の国産海藻をミックスし
た彩り豊かな海藻サラダです。
水で戻し、お好みの野菜を添え
ていただくだけで、ヘルシーな
海藻サラダが簡単にでき上が
ります。わかめは伊勢志摩産の
天然原料を使用しています。

国内産５種の海藻サラダ
宝海草

●容量：１２ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：18g　●賞：1年

¥310（¥335）22217

乾のり（三重県産）

エネルギー 191kcal
たんぱく質 46.7g
脂質 4.9g
炭水化物 37.8g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔です。お
にぎりやご飯のお供に。

焼のり
ムソー

●容量：１０枚　●入数：10
●商品サイズ：256×200×5㎜
●商品重量：54g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）22251

乾のり（三重県産）

エネルギー 173kcal
たんぱく質 39.4g
脂質 3.7g
炭水化物 38.7g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔です。お
寿司やご飯のお供に。

御のり（板のり）
ムソー

●容量：１０枚　●入数：10
●商品サイズ：270×120×15㎜
●商品重量：59g　●賞：6ヵ月

¥450（¥486）22250

乾のり（三重県産）

エネルギー 188kcal
たんぱく質 41.4g
脂質 3.7g
炭水化物 44.3g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔を細く刻
みました。うどん・そばやち
らし寿司に。

三重県伊勢湾産・きざみ焼のり
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：238×150×35㎜
●商品重量：35g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）22252

乾のり（鹿児島県出水産）

エネルギー 5.5kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 1.3g
ナトリウム 15.4mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 １枚あたり

毎年、一万羽の鶴が飛来
する鹿児島県出水市の干
潟。この湾の海で酸処理を
しないで大切に育てられ
た海苔を使用した焼きの
りです。 

酸処理していない焼のり
ムソー

●容量：板のり７枚　●入数：30
●商品サイズ：275×220×10㎜
●商品重量：27g　●賞：1年

¥580（¥626）22188

かたくちいわし（瀬戸内海産）

エネルギー 301kcal
たんぱく質 65.2g
脂質 3.8g
炭水化物 1.6g
ナトリウム 2300mg

栄養成分 100gあたり

新鮮なかたくちいわしを原
料に、酸化防止剤を使用
せずに釡だきし、乾燥させ
ました。そのままつまんで
おつまみに。

おかずいりこ
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：250×160×10㎜
●商品重量：70g　●賞：3ヵ月

¥420（¥454）22321

桜えび（駿河湾産）

エネルギー 31.1kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.4g
炭水化物 0.02g
ナトリウム 130mg

栄養成分 10gあたり

駿河湾産の獲れたて桜え
びをそのまま天日干ししま
した。着色料等は使用して
いません。かき揚げやお好
み焼きなどにどうぞ。

桜えび〈無着色〉
高福

●容量：１２ｇ　●入数：30
●商品サイズ：205×145×5㎜
●商品重量：18g　●賞：4ヵ月

¥580（¥626）22247
えび

アキアミ（国内産）

国内産のアキアミを素干
しにした商品です。エビの
殻ごとお召し上がりになれ
ます。

国内産・素干しえび
ハヤシ

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×25㎜
●商品重量：40g　●賞：１２０日

¥300（¥324）22232
えび

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 2.0g
炭水化物 56.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

北海道産の天然利尻昆布
です。まったりとした、だし
が出て、だし昆布として最
高です。

利尻昆布
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：300×180×10㎜
●商品重量：68g　●賞：1年

¥650（¥702）22212

昆布（北海道産）

エネルギー 153kcal
たんぱく質 7.7g
脂質 1.9g
炭水化物 64.7g
食塩相当量 7.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産の日高昆布で
す。煮上がりが早く、やわ
らかく煮えるので家庭用
煮昆布として最適です。

日高昆布
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：340×150×15㎜
●商品重量：90g　●賞：1年

¥740（¥799）22213

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 2.0g
炭水化物 56.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

北海道産の利尻昆布を約
６ｃｍにカットしました。だし
昆布として、湯豆腐等、鍋
ものにもお使いください。

きざみだしこんぶ
ムソー

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：250×150×15㎜
●商品重量：78g　●賞：1年

¥680（¥734）22214

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 11g
脂質 1.0g
炭水化物 55.7g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

北海道・知床半島でとれた
羅臼昆布です。昆布の整
形の際、切り落とされた部
分で、濃厚な風味が特徴
です。

羅臼昆布・切りおとし
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：290×210×70㎜
●商品重量：110g　●賞：1年

¥870（¥940）22227

真昆布（北海道函館産）

エネルギー 145kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 1.2g
炭水化物 61.5g
食塩相当量 7.1g

栄養成分 100gあたり

北海道函館産の真昆布を
ご利用しやすい大きさに
カットし詰めた、お徳用の
だし昆布です。お味噌汁や
鍋物のだしなどにどうぞ。

北海道函館産・真昆布
道南伝統食品

●容量：150ｇ　●入数：50
●商品サイズ：332×220×50㎜
●商品重量：165g　●賞：1年

¥860（¥929）22221

あらめ（伊勢志摩産）

エネルギー 140kcal
たんぱく質 12.4g
脂質 0.7g
炭水化物 56.2g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩の海で育ったあ
らめを、潜水などで収穫し
たあと天日乾燥し、刻み加
工を行いました。煮物にし
てお召し上がりください。

伊勢志摩産・あらめ
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：245×150×50㎜
●商品重量：36g　●賞：1年

¥264（¥285）22209
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ひじき（三重県産）

エネルギー 139kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.3g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1400mg

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩や熊野灘に面す
る磯で採れたひじきは、味
や食感が良いことから高
い評価を得ています。長ひ
じきは、ひじきの茎の部分
です。

三重県産・ひじき
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：188×135×35㎜
●商品重量：34g　●賞：1年

¥420（¥454）22207

ひじき（三重県産）

エネルギー 139kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.3g
炭水化物 56.2g
ナトリウム 1400mg
カルシウム 1400mg

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩や熊野灘に面す
る磯で採れたひじきは、味
や食感が良いことから高
い評価を得ています。米ひ
じきは、ひじきの葉の部分
です。

三重県産・米ひじき
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：187×134×20㎜
●商品重量：34g　●賞：1年

¥420（¥454）22206

ふのり（和歌山県産等）

エネルギー 142kcal
たんぱく質 12.2g
脂質 0.9g
炭水化物 56.8g
ナトリウム 2831mg

栄養成分 100gあたり

ミネラルたっぷり、独特の
食感の“ふのり”はお料理
に彩りを添えます。水に浸
してもどして、汁物の具や
酢の物、サラダに、お刺身
にそえて。

国内産・ふのり
ムソー

●容量：１２ｇ　●入数：25
●商品サイズ：160×130×30㎜
●商品重量：15g　●賞：1年

¥333（¥360）22228

湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産）

エネルギー 14kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
糖質 0.4g
ナトリウム 950mg

栄養成分 １袋あたり

三重県伊勢志摩産の天然
わかめを使用し、使いやす
くカットして乾燥させまし
た。水で戻すとおよそ１０倍
の量になります。

天然伊勢志摩・乾燥わかめ
宝海草

●容量：１０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：175×130×25㎜
●商品重量：11g　●賞：1年

¥380（¥410）22194

わかめ（三重県産）、茎わかめ（鳴門産）、赤まふのり（国
内産）、白とさか（国内産）、赤とさか（国内産）

エネルギー 16kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.4g
炭水化物 5.6g
食物繊維 2.4g
カルシウム 107mg
鉄 1.2mg

栄養成分 １袋12gあたり

５種類の国産海藻をミックスし
た彩り豊かな海藻サラダです。
水で戻し、お好みの野菜を添え
ていただくだけで、ヘルシーな
海藻サラダが簡単にでき上が
ります。わかめは伊勢志摩産の
天然原料を使用しています。

国内産５種の海藻サラダ
宝海草

●容量：１２ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：18g　●賞：1年

¥310（¥335）22217

乾のり（三重県産）

エネルギー 191kcal
たんぱく質 46.7g
脂質 4.9g
炭水化物 37.8g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔です。お
にぎりやご飯のお供に。

焼のり
ムソー

●容量：１０枚　●入数：10
●商品サイズ：256×200×5㎜
●商品重量：54g　●賞：6ヵ月

¥470（¥508）22251

乾のり（三重県産）

エネルギー 173kcal
たんぱく質 39.4g
脂質 3.7g
炭水化物 38.7g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔です。お
寿司やご飯のお供に。

御のり（板のり）
ムソー

●容量：１０枚　●入数：10
●商品サイズ：270×120×15㎜
●商品重量：59g　●賞：6ヵ月

¥450（¥486）22250

乾のり（三重県産）

エネルギー 188kcal
たんぱく質 41.4g
脂質 3.7g
炭水化物 44.3g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

みえぎょれんとタイアップ
して生産から流通・加工ま
でしっかり確認できる三重
県産限定の海苔を細く刻
みました。うどん・そばやち
らし寿司に。

三重県伊勢湾産・きざみ焼のり
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：238×150×35㎜
●商品重量：35g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）22252

乾のり（鹿児島県出水産）

エネルギー 5.5kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 1.3g
ナトリウム 15.4mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 １枚あたり

毎年、一万羽の鶴が飛来
する鹿児島県出水市の干
潟。この湾の海で酸処理を
しないで大切に育てられ
た海苔を使用した焼きの
りです。 

酸処理していない焼のり
ムソー

●容量：板のり７枚　●入数：30
●商品サイズ：275×220×10㎜
●商品重量：27g　●賞：1年

¥580（¥626）22188

かたくちいわし（瀬戸内海産）

エネルギー 301kcal
たんぱく質 65.2g
脂質 3.8g
炭水化物 1.6g
ナトリウム 2300mg

栄養成分 100gあたり

新鮮なかたくちいわしを原
料に、酸化防止剤を使用
せずに釡だきし、乾燥させ
ました。そのままつまんで
おつまみに。

おかずいりこ
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：250×160×10㎜
●商品重量：70g　●賞：3ヵ月

¥420（¥454）22321

桜えび（駿河湾産）

エネルギー 31.1kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.4g
炭水化物 0.02g
ナトリウム 130mg

栄養成分 10gあたり

駿河湾産の獲れたて桜え
びをそのまま天日干ししま
した。着色料等は使用して
いません。かき揚げやお好
み焼きなどにどうぞ。

桜えび〈無着色〉
高福

●容量：１２ｇ　●入数：30
●商品サイズ：205×145×5㎜
●商品重量：18g　●賞：4ヵ月

¥580（¥626）22247
えび

アキアミ（国内産）

国内産のアキアミを素干
しにした商品です。エビの
殻ごとお召し上がりになれ
ます。

国内産・素干しえび
ハヤシ

●容量：３０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×25㎜
●商品重量：40g　●賞：１２０日

¥300（¥324）22232
えび

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 2.0g
炭水化物 56.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

北海道産の天然利尻昆布
です。まったりとした、だし
が出て、だし昆布として最
高です。

利尻昆布
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：300×180×10㎜
●商品重量：68g　●賞：1年

¥650（¥702）22212

昆布（北海道産）

エネルギー 153kcal
たんぱく質 7.7g
脂質 1.9g
炭水化物 64.7g
食塩相当量 7.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産の日高昆布で
す。煮上がりが早く、やわ
らかく煮えるので家庭用
煮昆布として最適です。

日高昆布
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：340×150×15㎜
●商品重量：90g　●賞：1年

¥740（¥799）22213

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 2.0g
炭水化物 56.5g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

北海道産の利尻昆布を約
６ｃｍにカットしました。だし
昆布として、湯豆腐等、鍋
ものにもお使いください。

きざみだしこんぶ
ムソー

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：250×150×15㎜
●商品重量：78g　●賞：1年

¥680（¥734）22214

昆布（北海道産）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 11g
脂質 1.0g
炭水化物 55.7g
食塩相当量 6.1g

栄養成分 100gあたり

北海道・知床半島でとれた
羅臼昆布です。昆布の整
形の際、切り落とされた部
分で、濃厚な風味が特徴
です。

羅臼昆布・切りおとし
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：290×210×70㎜
●商品重量：110g　●賞：1年

¥870（¥940）22227

真昆布（北海道函館産）

エネルギー 145kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 1.2g
炭水化物 61.5g
食塩相当量 7.1g

栄養成分 100gあたり

北海道函館産の真昆布を
ご利用しやすい大きさに
カットし詰めた、お徳用の
だし昆布です。お味噌汁や
鍋物のだしなどにどうぞ。

北海道函館産・真昆布
道南伝統食品

●容量：150ｇ　●入数：50
●商品サイズ：332×220×50㎜
●商品重量：165g　●賞：1年

¥860（¥929）22221

あらめ（伊勢志摩産）

エネルギー 140kcal
たんぱく質 12.4g
脂質 0.7g
炭水化物 56.2g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

伊勢志摩の海で育ったあ
らめを、潜水などで収穫し
たあと天日乾燥し、刻み加
工を行いました。煮物にし
てお召し上がりください。

伊勢志摩産・あらめ
ムソー

●容量：２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：245×150×50㎜
●商品重量：36g　●賞：1年

¥264（¥285）22209
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

乾のり（鹿児島県出水産）、醤油風調味料（国産そら豆・
食塩）、砂糖（てんさい：北海道産）、黒砂糖（鹿児島県
産）、食塩（長崎県産）、昆布（北海道産）、味醂（岐阜県
産）、鰹節（日本国産）、乾椎茸（九州産）、帆立煮汁（帆立：
三陸産、食塩）、乾唐辛子（兵庫県産）

エネルギー 25kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 0.5g
炭水化物 5.6g
食塩相当量 0.35g

栄養成分 １個あたり

酸処理をしないで大切に
育てられた海苔を使用し
た味付のりです。小麦・大
豆を使った醤油は使用せ
ずそら豆しょうゆを使用し
ています。

酸処理していない味付のり
ムソー

●容量：８切４０枚　●入数：30
●商品サイズ：80×80×115㎜
●商品重量：83g　●賞：9ヵ月

¥580（¥626）22189

乾のり（鹿児島県産）、ごま油、食塩 

エネルギー 66kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 4.6g
炭水化物 6.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 １袋あたり

酸処理をしないで大切に
育てられた海苔を、対馬の
釡炊き塩と圧搾製法ごま
油のみで味付けしました。 

酸処理していない旨しお海苔
ムソー

●容量：8切り40枚　●入数：30
●商品サイズ：120×70×175㎜
●商品重量：56g　●賞：9ヵ月

¥500（¥540）22187

乾のり（佐賀県産）

エネルギー 5.5kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 1.3g
ナトリウム 15.4mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 １枚あたり

味と香りに定評のある佐
賀のりの中でも、柔らかく
て美味しいと言われてい
る一番摘みの海苔を選ん
で丁寧に焼き上げました。
佐賀のりの美味しさをご
堪能ください。

佐賀一番摘み　焼のり
光海

●容量：７枚　●入数：10
●賞：9ヶ月

¥680（¥734）22186

乾のり（有明海産）、ごま油、食塩、オリーヴオイル、にん
にく 

エネルギー 81kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 3.1g
炭水化物 5.1g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １個あたり

有明産の海苔を、自社製ア
ホエンオイル、対馬の釡炊
き塩と圧搾製法ごま油で
味付けしました。

旨しお海苔　プレミアム
光海

●容量：8切40枚　●入数：30
●賞：6ヵ月

¥500（¥540）22185

真昆布（北海道函館産）、がごめ昆布（北海道函館産）、
米酢

エネルギー 117kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.9g
炭水化物 50.2g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

北海道道南地区の「函館
産真昆布」と「がごめ昆布」
を京都・飯尾醸造製の富
士酢に浸し、ゆっくり熟成
させ、１枚１枚丁寧に削りだ
したとろろ昆布です。

函館産とろろ昆布（富士酢使用）
道南伝統食品

●容量：２５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×120×20㎜
●商品重量：30g　●賞：8ヵ月

¥380（¥411）22244

真昆布（北海道函館産）

エネルギー 298kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.5g
炭水化物 63.8g
食塩相当量 6.09g

栄養成分 100gあたり

最高級品の銘柄である北
海道函館市「白口浜」の真
昆布を使用。根昆布粉末
３０％入。ふだんの料理に
深みをプラス。毎日の料理
の味が新しくなります。

根昆布入昆布粉末
道南伝統食品

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：330×220×50㎜
●商品重量：192g　●賞：1年

¥500（¥540）22253

真昆布粉末（北海道産）、昆布エキス（国内産）、羅臼昆
布粉末（北海道産）、砂糖（甜菜糖）（甜菜：北海道産）、食
塩、酵母エキス

北海道尾札部産の真昆布
の旨味と羅臼昆布のコク
をあわせたこんぶ茶です。
化学調味料無添加。

根昆布入こんぶ茶
道南伝統食品

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×90×25㎜
●商品重量：56g　●賞：1年

¥500（¥540）22258

もずく（鹿児島県産）、食塩

奄美の海辺で育ったもず
くで歯応えのあるのが特
徴です。繊維が詰まってい
るので、コシが強く煮くず
れないので色々な料理に
ご利用いただけます。

奄美もずく・塩蔵
奄美農水産

●容量：２００ｇ　●入数：100
●商品サイズ：220×120×20㎜
●商品重量：204g　●賞：6ヵ月

¥270（¥292）22243

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。ク
セのない風味とモチモチ
とした食感があらゆるソー
スによく合います。

オーガニックパスタ・スパゲッティ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：325×100×30㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥400（¥432）21073
小麦

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。表
面に溝があるためソース
にからみやすくなっていま
す。サラダやスープにも。

オーガニックパスタ･ペンネ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×130×60㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥400（¥432）21074
小麦

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）、オー
ガニックトマトパウダー（トマト：イタリア産）、オーガニック
ほうれん草パウダー（ほうれん草：イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。プ
レーン・トマト・ほうれん草
のカラフルな３色パスタ。
ソースにもよくからみ、サ
ラダやスープにも使いや
すいパスタです。

オーガニックパスタ･トリコロールフジッリ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×130×60㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥580（¥626）21075
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（国内産）

エネルギー 360kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 1.7g
炭水化物 75.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道で栽培された小麦粉で製造したロングパ
スタです。デュラム小麦粉を使用したスパゲティ
と比較すると、ソフトな麺質です。

ロングパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：305×85×20㎜
●商品重量：303g　●賞：3年

¥370（¥400）21057
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（国内産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 11.7g
脂質 2.5g
炭水化物 74.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の小麦と国内産
の小麦グルテンで作りま
した。デュラム小麦粉を使
用したマカロニと比較する
と、ソフトな食感です。

エルボパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：245×180×40㎜
●商品重量：305g　●賞：2年

¥385（¥416）21058
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（北海道産等）

エネルギー 362kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 2.5g
炭水化物 73g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の小麦と国内産
の小麦グルテンで作りま
した。デュラム小麦粉を使
用したマカロニと比較する
と、ソフトな食感です。

ツイストパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：245×180×40㎜
●商品重量：305g　●賞：2年

¥385（¥416）21061
小麦

小麦粉（北海道産）、全粒粉（北海道産）、食塩（天塩）

エネルギー 353kcal
たんぱく質 10.7g
脂質 1.3g
炭水化物 74.5g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し、か
んすい・化学調味料及び
添加物を一切使用せず仕
上げた焼きそばです。

焼そば
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：95×35×180㎜
●商品重量：182g　●賞：8ヵ月

¥400（¥432）21060
小麦

そば粉（北海道産）、小麦粉（国内産）

エネルギー 361kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 2.8g
炭水化物 73.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

食塩をまったく使用せずに
作った、北海道産そば粉
80％と国内産小麦粉20％
を使用した二八そばです。

国内産・二八そば
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：255×93×18㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥429（¥463）21017
小麦 そば

そば粉（北海道産）

エネルギー 359kcal
たんぱく質 12.1g
脂質 3.1g
炭水化物 70.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

食塩をまったく使用せずに
作った、北海道産そば粉
100％の十割そばです。

国内産・十割そば
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：255×93×18㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥500（¥540）21018
そば

そば（そば粉：北海道産他）、小麦粉（北海道産他）、食塩

エネルギー 284.9kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 1.9g
炭水化物 55.0g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

国内産のそば粉と、国内産
の小麦粉を使った香り高
い生そばです。食品添加
物不使用なので、そば湯も
美味しくいただけます。

奥出雲・生蕎麦
本田商店

●容量：１００ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：240×180×25㎜
●商品重量：230g　●賞：90日

¥440（¥475）85024
小麦 そば

page 041-050.indd   43-44 2019/09/12   18:37



43 44

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

乾のり（鹿児島県出水産）、醤油風調味料（国産そら豆・
食塩）、砂糖（てんさい：北海道産）、黒砂糖（鹿児島県
産）、食塩（長崎県産）、昆布（北海道産）、味醂（岐阜県
産）、鰹節（日本国産）、乾椎茸（九州産）、帆立煮汁（帆立：
三陸産、食塩）、乾唐辛子（兵庫県産）

エネルギー 25kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 0.5g
炭水化物 5.6g
食塩相当量 0.35g

栄養成分 １個あたり

酸処理をしないで大切に
育てられた海苔を使用し
た味付のりです。小麦・大
豆を使った醤油は使用せ
ずそら豆しょうゆを使用し
ています。

酸処理していない味付のり
ムソー

●容量：８切４０枚　●入数：30
●商品サイズ：80×80×115㎜
●商品重量：83g　●賞：9ヵ月

¥580（¥626）22189

乾のり（鹿児島県産）、ごま油、食塩 

エネルギー 66kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 4.6g
炭水化物 6.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 １袋あたり

酸処理をしないで大切に
育てられた海苔を、対馬の
釡炊き塩と圧搾製法ごま
油のみで味付けしました。 

酸処理していない旨しお海苔
ムソー

●容量：8切り40枚　●入数：30
●商品サイズ：120×70×175㎜
●商品重量：56g　●賞：9ヵ月

¥500（¥540）22187

乾のり（佐賀県産）

エネルギー 5.5kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 1.3g
ナトリウム 15.4mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 １枚あたり

味と香りに定評のある佐
賀のりの中でも、柔らかく
て美味しいと言われてい
る一番摘みの海苔を選ん
で丁寧に焼き上げました。
佐賀のりの美味しさをご
堪能ください。

佐賀一番摘み　焼のり
光海

●容量：７枚　●入数：10
●賞：9ヶ月

¥680（¥734）22186

乾のり（有明海産）、ごま油、食塩、オリーヴオイル、にん
にく 

エネルギー 81kcal
たんぱく質 8.0g
脂質 3.1g
炭水化物 5.1g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １個あたり

有明産の海苔を、自社製ア
ホエンオイル、対馬の釡炊
き塩と圧搾製法ごま油で
味付けしました。

旨しお海苔　プレミアム
光海

●容量：8切40枚　●入数：30
●賞：6ヵ月

¥500（¥540）22185

真昆布（北海道函館産）、がごめ昆布（北海道函館産）、
米酢

エネルギー 117kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 0.9g
炭水化物 50.2g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

北海道道南地区の「函館
産真昆布」と「がごめ昆布」
を京都・飯尾醸造製の富
士酢に浸し、ゆっくり熟成
させ、１枚１枚丁寧に削りだ
したとろろ昆布です。

函館産とろろ昆布（富士酢使用）
道南伝統食品

●容量：２５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：195×120×20㎜
●商品重量：30g　●賞：8ヵ月

¥380（¥411）22244

真昆布（北海道函館産）

エネルギー 298kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.5g
炭水化物 63.8g
食塩相当量 6.09g

栄養成分 100gあたり

最高級品の銘柄である北
海道函館市「白口浜」の真
昆布を使用。根昆布粉末
３０％入。ふだんの料理に
深みをプラス。毎日の料理
の味が新しくなります。

根昆布入昆布粉末
道南伝統食品

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：330×220×50㎜
●商品重量：192g　●賞：1年

¥500（¥540）22253

真昆布粉末（北海道産）、昆布エキス（国内産）、羅臼昆
布粉末（北海道産）、砂糖（甜菜糖）（甜菜：北海道産）、食
塩、酵母エキス

北海道尾札部産の真昆布
の旨味と羅臼昆布のコク
をあわせたこんぶ茶です。
化学調味料無添加。

根昆布入こんぶ茶
道南伝統食品

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×90×25㎜
●商品重量：56g　●賞：1年

¥500（¥540）22258

もずく（鹿児島県産）、食塩

奄美の海辺で育ったもず
くで歯応えのあるのが特
徴です。繊維が詰まってい
るので、コシが強く煮くず
れないので色々な料理に
ご利用いただけます。

奄美もずく・塩蔵
奄美農水産

●容量：２００ｇ　●入数：100
●商品サイズ：220×120×20㎜
●商品重量：204g　●賞：6ヵ月

¥270（¥292）22243

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。ク
セのない風味とモチモチ
とした食感があらゆるソー
スによく合います。

オーガニックパスタ・スパゲッティ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：325×100×30㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥400（¥432）21073
小麦

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。表
面に溝があるためソース
にからみやすくなっていま
す。サラダやスープにも。

オーガニックパスタ･ペンネ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×130×60㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥400（¥432）21074
小麦

オーガニックデュラム小麦のセモリナ（イタリア産）、オー
ガニックトマトパウダー（トマト：イタリア産）、オーガニック
ほうれん草パウダー（ほうれん草：イタリア産）

イタリアシチリア島で有機
栽培されたデュラム小麦
セモリナを100％使用。プ
レーン・トマト・ほうれん草
のカラフルな３色パスタ。
ソースにもよくからみ、サ
ラダやスープにも使いや
すいパスタです。

オーガニックパスタ･トリコロールフジッリ
むそう

●容量：５００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×130×60㎜
●商品重量：505g　●賞：2年

¥580（¥626）21075
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（国内産）

エネルギー 360kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 1.7g
炭水化物 75.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道で栽培された小麦粉で製造したロングパ
スタです。デュラム小麦粉を使用したスパゲティ
と比較すると、ソフトな麺質です。

ロングパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：305×85×20㎜
●商品重量：303g　●賞：3年

¥370（¥400）21057
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（国内産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 11.7g
脂質 2.5g
炭水化物 74.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の小麦と国内産
の小麦グルテンで作りま
した。デュラム小麦粉を使
用したマカロニと比較する
と、ソフトな食感です。

エルボパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：245×180×40㎜
●商品重量：305g　●賞：2年

¥385（¥416）21058
小麦

小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（北海道産等）

エネルギー 362kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 2.5g
炭水化物 73g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の小麦と国内産
の小麦グルテンで作りま
した。デュラム小麦粉を使
用したマカロニと比較する
と、ソフトな食感です。

ツイストパスタ〈北海道産小麦粉〉
桜井

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：245×180×40㎜
●商品重量：305g　●賞：2年

¥385（¥416）21061
小麦

小麦粉（北海道産）、全粒粉（北海道産）、食塩（天塩）

エネルギー 353kcal
たんぱく質 10.7g
脂質 1.3g
炭水化物 74.5g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し、か
んすい・化学調味料及び
添加物を一切使用せず仕
上げた焼きそばです。

焼そば
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：95×35×180㎜
●商品重量：182g　●賞：8ヵ月

¥400（¥432）21060
小麦

そば粉（北海道産）、小麦粉（国内産）

エネルギー 361kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 2.8g
炭水化物 73.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

食塩をまったく使用せずに
作った、北海道産そば粉
80％と国内産小麦粉20％
を使用した二八そばです。

国内産・二八そば
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：255×93×18㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥429（¥463）21017
小麦 そば

そば粉（北海道産）

エネルギー 359kcal
たんぱく質 12.1g
脂質 3.1g
炭水化物 70.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

食塩をまったく使用せずに
作った、北海道産そば粉
100％の十割そばです。

国内産・十割そば
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：255×93×18㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥500（¥540）21018
そば

そば（そば粉：北海道産他）、小麦粉（北海道産他）、食塩

エネルギー 284.9kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 1.9g
炭水化物 55.0g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

国内産のそば粉と、国内産
の小麦粉を使った香り高
い生そばです。食品添加
物不使用なので、そば湯も
美味しくいただけます。

奥出雲・生蕎麦
本田商店

●容量：１００ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：240×180×25㎜
●商品重量：230g　●賞：90日

¥440（¥475）85024
小麦 そば
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（小麦（国産））、食塩

エネルギー 352kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 2.1g
炭水化物 74.7g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100g当たり

厳選された国内産小麦粉
を１００％使用し、熟達した
製法でていねいに仕上げ、
長時間乾燥させたうどん
です。

桜うどん
桜井

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：295×80×20㎜
●商品重量：253g　●賞：1年半

¥220（¥238）21027
小麦

小麦粉（岩手県産）、食塩

エネルギー 355kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 1g
炭水化物 77.8g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

厳選された国内産小麦粉
を１００％使用し、熟達した
製法でていねいに仕上げ、
長時間乾燥させたそうめ
んです。

そうめん
桜井 夏季

●容量：２２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：295×80×20㎜
●商品重量：223g　●賞：1年半

¥220（¥238）21047
小麦

有機小麦粉（国内産）

エネルギー 357kcal
たんぱく質 12.3g
脂質 1.4g
炭水化物 73.7g
ナトリウム 15mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

有機栽培された国内産小
麦粉のみを使用したそう
めんです。一般的なそうめ
んには食塩が入っておりま
すが、食塩を一切使用して
いません。

食塩不使用そうめん(有機小麦使用)
桜井 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：300×80×20㎜
●商品重量：203g　●賞：1年半

¥280（¥302）21016
小麦

小麦粉（国内産）、食塩（国内産）、食用こめ油（国内産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.9g
炭水化物 78.7g
ナトリウム 1.7mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を使用し、塩、
油にこだわり、手間暇おし
まず職人が手造りで12工
程約40時間をかけて作っ
た、昔ながらの製法の手延
べうどんです。 

淡路島の手延べうどん
平野製麺所

●容量：２００ｇ　●入数：40
●商品サイズ：295×85×10㎜
●商品重量：205g　●賞：1年半

¥400（¥432）21034
小麦

小麦粉（国内産）、食塩（国内産）、食用こめ油（国内産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 1.3g
炭水化物 72.3g
ナトリウム 1.8mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を使用し、塩、
油にこだわり、手間暇おし
まず職人が手造りで12工
程約40時間をかけて作っ
た、昔ながらの製法の手延
べそうめんです。

淡路島手延べそうめん　うずしおの華
平野製麺所 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：255×90×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年半

¥429（¥463）21033
小麦

小麦粉（北海道産）、食塩、澱粉（打粉）（馬鈴薯：北海道）

エネルギー 362kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 1g
炭水化物 72g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 100gあたり

北海道産の厳選した小麦
を使用し、赤穂の天塩と
栗駒伏流水と原料にこだ
わった手延べ稲庭うどん
です。

古式手延・稲庭うどん
稲庭古城堂

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：250×110×12㎜
●商品重量：206g　●賞：2年

¥550（¥594）21030
小麦

脱脂大豆（国内産）

エネルギー 440kcal
たんぱく質 46g
脂質 15.6g
炭水化物 28.9g
ナトリウム 14.7mg

栄養成分 100gあたり

国産大豆で作ったお肉の
代わりに使える植物たん
ぱく食品。ハンバーグ等に
にぴったりなミンチタイプ
です。

国産大豆ミート・ミンチ
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×145×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年

¥450（¥486）21544
大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、大豆粉（アメリカ産）、小
麦たん白粉（オーストラリア産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 54.4g
脂質 1.5g
炭水化物 29.5g
ナトリウム 408mg

栄養成分 100gあたり

大豆と小麦のたんぱくで
作ったお肉の代わりに使え
る、植物たんぱく食品。ス
ティック型の細切りタイプ
です。

大豆たんぱく・細切り
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21523
小麦 大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、大豆粉（アメリカ産）、小
麦たん白粉（オーストラリア産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 342kcal
たんぱく質 55.5g
脂質 0.6g
炭水化物 28.6g
ナトリウム 378mg

栄養成分 100gあたり

大豆と小麦のたんぱくで
作ったお肉の代わりに使え
る、植物たんぱく食品。う
す切りのスライスタイプで
す。

大豆たんぱく・うす切り
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21524
小麦 大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、小麦たん白粉（オースト
ラリア産）、大豆粉（アメリカ産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 54.3g
脂質 1.4g
炭水化物 29.4g
ナトリウム 631mg

栄養成分 100gあたり

小麦と大豆のたんぱく質
で作ったお肉の代わりに
使える、植物たんぱく食
品。ブロックタイプです。

大豆たんぱく・中粒
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21537
小麦 大豆

油揚げめん：〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝
子組換えでない＞）、食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、
砂糖、粉末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、乳糖、酵母エキス、ご
ま、ねぎ、香辛料（大豆、小麦を含む）、わかめ、ごま油、麦芽エキス〕

エネルギー 367kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 16.6g
炭水化物 48.1g

食塩相当量 3.9g
   めん・かやく 2.0g
   スープ 1.9g

栄養成分 １食（78g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。ねぎたっぷり、ゴマの香
りをきかせた醤油味ラーメンです。

どんぶり麺・しょうゆ味ラーメン
トーエー

●容量：７８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：83.5g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21174
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子
組換えでない＞）、食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、砂
糖、チキンエキス、ごま、酵母エキス、コーン、わかめ、人参、デキストリン、香辛料（大豆を
含む）、ねぎ、魚醤粉末、ほたてエキス、乳糖、ごま油〕

エネルギー 374kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 17.7g
炭水化物 47.1g

食塩相当量 4.2g
   めん・かやく 0.6g
   スープ 3.6g

栄養成分 １食（78.5g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。あっさりとしたしお味で
す。

どんぶり麺・しお味ラーメン
トーエー

●容量：７８．５ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：84g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21179
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国内産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝
子組換えでない＞）、食塩、しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、オニオ
ンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、砂糖、粉末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・
小麦を含む）、デキストリン、酵母エキス、油揚げ（大豆＜遺伝子組換えでない＞を含む）、
魚醤粉末、わかめ、ねぎ、混合節粉末（さばを含む）、ほたてエキス、ごま油、昆布粉末〕

エネルギー 361kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 15.5g
炭水化物 48.7g

食塩相当量 2.9g
   めん・かやく 0.3g
   スープ 2.6g

栄養成分 １食（77.3g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。刻み油揚げが入ったき
つねうどんです。

どんぶり麺・きつねうどん
トーエー

●容量：７７．３ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：82.8g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21175
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子
組換えでない＞）、食塩、しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、オニオン
パウダー〕、スープとかやく〔砂糖、馬鈴薯でん粉、食塩、カレー粉、小麦粉、食用油脂、粉
末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、コーン、酵母エキス、ポークエキ
ス、かつお節粉末、ソテーオニオン、人参、ねぎ、ほたてエキス、チキンエキス（乳成分を含
む）、バター、にんにく〕

エネルギー 432kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 22.0g
炭水化物 52.3g

食塩相当量 3.8g
   めん・かやく 2.8g
   スープ 1.0g

栄養成分 １食（86.8g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。かやくにコーン・人参・ね
ぎを使用したカレーうどんです。 

どんぶり麺・カレーうどん
トーエー

●容量：８６．８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：92.3g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21177
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、そば粉、（そば＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉
（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子組換えでない＞）、食塩〕、スープとかやく〔砂糖、食塩、魚醤
粉末、酵母エキス、山菜ミックス（ワラビ、ゼンマイ、タケノコ、その他（大豆＜遺伝子組換
えでない＞・小麦を含む））、乳糖、ねぎ、混合節粉末（サバを含む）、麦芽エキス、ごま油〕

エネルギー 361kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 15.4g
炭水化物 46.7g

食塩相当量 4.6g
   めん・かやく 1.0g
   スープ 3.6g

栄養成分 １食（78g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。麺の小麦粉･そば粉はと
もに国内産を使用しています。

どんぶり麺・山菜そば
トーエー

●容量：７８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：83.5g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）21176
乳 小麦 そば 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（小麦（国産））、食塩

エネルギー 352kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 2.1g
炭水化物 74.7g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100g当たり

厳選された国内産小麦粉
を１００％使用し、熟達した
製法でていねいに仕上げ、
長時間乾燥させたうどん
です。

桜うどん
桜井

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：295×80×20㎜
●商品重量：253g　●賞：1年半

¥220（¥238）21027
小麦

小麦粉（岩手県産）、食塩

エネルギー 355kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 1g
炭水化物 77.8g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

厳選された国内産小麦粉
を１００％使用し、熟達した
製法でていねいに仕上げ、
長時間乾燥させたそうめ
んです。

そうめん
桜井 夏季

●容量：２２０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：295×80×20㎜
●商品重量：223g　●賞：1年半

¥220（¥238）21047
小麦

有機小麦粉（国内産）

エネルギー 357kcal
たんぱく質 12.3g
脂質 1.4g
炭水化物 73.7g
ナトリウム 15mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

有機栽培された国内産小
麦粉のみを使用したそう
めんです。一般的なそうめ
んには食塩が入っておりま
すが、食塩を一切使用して
いません。

食塩不使用そうめん(有機小麦使用)
桜井 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：300×80×20㎜
●商品重量：203g　●賞：1年半

¥280（¥302）21016
小麦

小麦粉（国内産）、食塩（国内産）、食用こめ油（国内産）

エネルギー 355kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 0.9g
炭水化物 78.7g
ナトリウム 1.7mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を使用し、塩、
油にこだわり、手間暇おし
まず職人が手造りで12工
程約40時間をかけて作っ
た、昔ながらの製法の手延
べうどんです。 

淡路島の手延べうどん
平野製麺所

●容量：２００ｇ　●入数：40
●商品サイズ：295×85×10㎜
●商品重量：205g　●賞：1年半

¥400（¥432）21034
小麦

小麦粉（国内産）、食塩（国内産）、食用こめ油（国内産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 1.3g
炭水化物 72.3g
ナトリウム 1.8mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を使用し、塩、
油にこだわり、手間暇おし
まず職人が手造りで12工
程約40時間をかけて作っ
た、昔ながらの製法の手延
べそうめんです。

淡路島手延べそうめん　うずしおの華
平野製麺所 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：255×90×20㎜
●商品重量：205g　●賞：1年半

¥429（¥463）21033
小麦

小麦粉（北海道産）、食塩、澱粉（打粉）（馬鈴薯：北海道）

エネルギー 362kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 1g
炭水化物 72g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 100gあたり

北海道産の厳選した小麦
を使用し、赤穂の天塩と
栗駒伏流水と原料にこだ
わった手延べ稲庭うどん
です。

古式手延・稲庭うどん
稲庭古城堂

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：250×110×12㎜
●商品重量：206g　●賞：2年

¥550（¥594）21030
小麦

脱脂大豆（国内産）

エネルギー 440kcal
たんぱく質 46g
脂質 15.6g
炭水化物 28.9g
ナトリウム 14.7mg

栄養成分 100gあたり

国産大豆で作ったお肉の
代わりに使える植物たん
ぱく食品。ハンバーグ等に
にぴったりなミンチタイプ
です。

国産大豆ミート・ミンチ
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×145×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年

¥450（¥486）21544
大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、大豆粉（アメリカ産）、小
麦たん白粉（オーストラリア産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 349kcal
たんぱく質 54.4g
脂質 1.5g
炭水化物 29.5g
ナトリウム 408mg

栄養成分 100gあたり

大豆と小麦のたんぱくで
作ったお肉の代わりに使え
る、植物たんぱく食品。ス
ティック型の細切りタイプ
です。

大豆たんぱく・細切り
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21523
小麦 大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、大豆粉（アメリカ産）、小
麦たん白粉（オーストラリア産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 342kcal
たんぱく質 55.5g
脂質 0.6g
炭水化物 28.6g
ナトリウム 378mg

栄養成分 100gあたり

大豆と小麦のたんぱくで
作ったお肉の代わりに使え
る、植物たんぱく食品。う
す切りのスライスタイプで
す。

大豆たんぱく・うす切り
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21524
小麦 大豆

分離大豆たん白粉（アメリカ産）、小麦たん白粉（オースト
ラリア産）、大豆粉（アメリカ産）、でん粉（コーン：南アフリ
カ産）

エネルギー 347kcal
たんぱく質 54.3g
脂質 1.4g
炭水化物 29.4g
ナトリウム 631mg

栄養成分 100gあたり

小麦と大豆のたんぱく質
で作ったお肉の代わりに
使える、植物たんぱく食
品。ブロックタイプです。

大豆たんぱく・中粒
三育

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×50㎜
●商品重量：100g　●賞：1年半

¥335（¥362）21537
小麦 大豆

油揚げめん：〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝
子組換えでない＞）、食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、
砂糖、粉末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、乳糖、酵母エキス、ご
ま、ねぎ、香辛料（大豆、小麦を含む）、わかめ、ごま油、麦芽エキス〕

エネルギー 367kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 16.6g
炭水化物 48.1g

食塩相当量 3.9g
   めん・かやく 2.0g
   スープ 1.9g

栄養成分 １食（78g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。ねぎたっぷり、ゴマの香
りをきかせた醤油味ラーメンです。

どんぶり麺・しょうゆ味ラーメン
トーエー

●容量：７８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：83.5g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21174
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子
組換えでない＞）、食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、砂
糖、チキンエキス、ごま、酵母エキス、コーン、わかめ、人参、デキストリン、香辛料（大豆を
含む）、ねぎ、魚醤粉末、ほたてエキス、乳糖、ごま油〕

エネルギー 374kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 17.7g
炭水化物 47.1g

食塩相当量 4.2g
   めん・かやく 0.6g
   スープ 3.6g

栄養成分 １食（78.5g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。あっさりとしたしお味で
す。

どんぶり麺・しお味ラーメン
トーエー

●容量：７８．５ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：84g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21179
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国内産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝
子組換えでない＞）、食塩、しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、オニオ
ンパウダー〕、スープとかやく〔食塩、砂糖、粉末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・
小麦を含む）、デキストリン、酵母エキス、油揚げ（大豆＜遺伝子組換えでない＞を含む）、
魚醤粉末、わかめ、ねぎ、混合節粉末（さばを含む）、ほたてエキス、ごま油、昆布粉末〕

エネルギー 361kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 15.5g
炭水化物 48.7g

食塩相当量 2.9g
   めん・かやく 0.3g
   スープ 2.6g

栄養成分 １食（77.3g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。刻み油揚げが入ったき
つねうどんです。

どんぶり麺・きつねうどん
トーエー

●容量：７７．３ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：82.8g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21175
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子
組換えでない＞）、食塩、しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、オニオン
パウダー〕、スープとかやく〔砂糖、馬鈴薯でん粉、食塩、カレー粉、小麦粉、食用油脂、粉
末しょうゆ（大豆＜遺伝子組換えでない＞・小麦を含む）、コーン、酵母エキス、ポークエキ
ス、かつお節粉末、ソテーオニオン、人参、ねぎ、ほたてエキス、チキンエキス（乳成分を含
む）、バター、にんにく〕

エネルギー 432kcal
たんぱく質 6.3g
脂質 22.0g
炭水化物 52.3g

食塩相当量 3.8g
   めん・かやく 2.8g
   スープ 1.0g

栄養成分 １食（86.8g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。かやくにコーン・人参・ね
ぎを使用したカレーうどんです。 

どんぶり麺・カレーうどん
トーエー

●容量：８６．８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：92.3g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21177
乳 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、そば粉、（そば＜国産＞）、パーム油、馬鈴薯でん粉
（馬鈴薯＜国産＞＜遺伝子組換えでない＞）、食塩〕、スープとかやく〔砂糖、食塩、魚醤
粉末、酵母エキス、山菜ミックス（ワラビ、ゼンマイ、タケノコ、その他（大豆＜遺伝子組換
えでない＞・小麦を含む））、乳糖、ねぎ、混合節粉末（サバを含む）、麦芽エキス、ごま油〕

エネルギー 361kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 15.4g
炭水化物 46.7g

食塩相当量 4.6g
   めん・かやく 1.0g
   スープ 3.6g

栄養成分 １食（78g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。麺の小麦粉･そば粉はと
もに国内産を使用しています。

どんぶり麺・山菜そば
トーエー

●容量：７８ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：83.5g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）21176
乳 小麦 そば 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、そば粉、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞
＜遺伝子組換えでない＞）、食塩〕、スープとかやく〔納豆、食塩、粉末しょうゆ（大豆＜遺
伝子組換えでない＞・小麦を含む）、砂糖、酵母エキス、ねぎ、混合節粉末（さばを含む）、
魚醤粉末、ほたてエキス、椎茸エキス、麦芽エキス、ごま油〕

エネルギー 378kcal
たんぱく質 10.7g
脂質 16.3g
炭水化物 47.2g

食塩相当量 4.8g
   めん・かやく 0.6g
   スープ 4.2g

栄養成分 １食（81.5g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。国内産のひきわり納豆
入りのヘルシーなそばです。

どんぶり麺・納豆そば
トーエー

●容量：８１．５ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：87g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21178
小麦 そば 大豆

有機めん〔有機小麦粉（岩手県、青森県産）、食塩〕、有機しょうゆ（小麦、大豆：北海道産
等）、有機醸造調味料、有機ごま油（メキシコ産）、食塩、有機ココヤシシュガー（ココヤシ：
インドネシア産等）、有機酵母エキスパウダー、玉ねぎエキス（玉ねぎ：北海道産等）、にん
にくエキス（にんにく：国産、中国産等）、ねぎエキス（ねぎ：国産、中国産他）、昆布粉末（北
海道産等）、こしょう（インドネシア産等）

エネルギー 305kcal
たんぱく質 6.9g
脂質 0.7g

炭水化物 67.8g
食塩相当量 3.9g

栄養成分 １食（111g）あたり

国内産有機栽培小麦使用のノンフライ即席ラー
メンです。畜肉や魚介類等は使用せず、あっさ
りとした味の中にも豊かな風味が香るスープと
なっています。

有機育ち・有機らーめん〈醤油味〉
桜井

●容量：１１１ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：117g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）21136
小麦 大豆

有機めん〔有機小麦粉（岩手県、青森県産）、食塩〕、有機みそ（大豆・米：秋田県産等）、有
機しょうゆ（小麦、大豆：北海道産等）、有機醸造調味料、有機ごま油、有機ココヤシシュ
ガー（ココヤシ：インドネシア産等）、食塩、有機酵母エキスパウダー、にんにく（中国産
等）、昆布粉末（北海道産）、生姜（国内、中国産等）、こしょう、唐辛子

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 2g

炭水化物 74.8g
食塩相当量 5.4g

栄養成分 １食（118g）あたり

国内産有機栽培小麦使用のノンフライ即席ラー
メンです。畜肉や魚介類等は使用せず、味噌特
有のコクと豊かな風味が香るスープとなってい
ます。

有機育ち・有機らーめん〈味噌味〉
桜井

●容量：１１８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：124g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）21137
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道・岩手県産等）、植物油（パーム油：マレーシア産等、ごま油：
アフリカ・アジア産等）、食塩〕、食塩、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、砂糖（甜
菜：北海道産、さとうきび：タイ産等）、酵母エキス、粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、ごま（ア
フリカ産等）、野菜エキス（玉葱･人参･馬鈴薯：国内産等）、発酵調味料（小麦：カナダ産
等、大豆：ブラジル産等）、椎茸パウダー（椎茸：中国産等）、香辛料（ジンジャー：中国産
等、コショウ：マレーシア産等、ガーリック：アメリカ産等）、ピーナッツパウダー（落花生：南
アフリカ産等）、アーモンドパウダー（アーモンド：アメリカ産等）、ねぎ（中国産等）、椎茸
エキス（しいたけ：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリカ産
等）、昆布パウダー（昆布：国内産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 503kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 25.9g

炭水化物 58.3g
ナトリウム 1500mg
食塩相当量 3.8g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産小麦粉を使用し、かんすいは使用し
ていません。動物性原材料を使用していないロ
ングセラー商品です。

純正ラーメン
桜井

●容量：５食　●入数：16
●商品サイズ：215×120×240㎜
●商品重量：530g　●賞：6ヵ月

¥635（¥686）21100
小麦 落花生 大豆

めん〔小麦粉（北海道産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、卵殻カルシウム〕、
スープ〔食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、酵母エキス、
粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（オニオン・ガーリック：中国産等、コショ
ウ：インドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、にんじん
（中国産等）、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、小松菜（国内産等）、たまねぎ（アメリカ
産等）、ねぎ（中国産等）、わかめ（中国産等）、スルメパウダー（いか：国内産等）、ごま油、
麦芽エキス（大麦：イギリス産等）〕、香味油〔ごま油（ごま：アフリカ産等）、米油（米：国内産
等）、香辛料（中国産等）〕

エネルギー 297kcal
たんぱく質 9.7g
脂質 1.9g

炭水化物 60.3g
ナトリウム 2250mg
食塩相当量 5.8g

栄養成分 １食（90g）あたり

国内産小麦粉を１００％使用、油で揚げずに熱風
乾燥で仕上げた麺です。乾燥野菜入りのラーメ
ンです。

野菜ラーメン 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：９０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：94g　●賞：6ヵ月

¥160（¥173）21104
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、
酵母エキス、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、香辛
料（ガーリック：中国産等、オニオン：中国産等、白コショウ：インドネシア産等、ジンジャー：
中国産等）、ココアパウダー（オランダ産）、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、ねぎ（中国
産等）、混合節粉末（かつお、さば：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油
（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 532kcal
たんぱく質 9.3g
脂質 33.3g

炭水化物 48.7g
ナトリウム 1584mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 １食（99g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。風味漂う、しょうゆ味ラー
メンです。

しょうゆらーめん
桜井

●容量：９９ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21112
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、粉末みそ（大豆：中国産等、米：国内産等）、食塩、砂糖（甜菜：北海道
産）、酵母エキス、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、混合節粉末（かつお、さば：国内産
等）、香辛料（にんにく：インド産等、オニオン：中国産等、ジンジャー：中国産等、赤唐辛子：
中国産等）、チキンエキス（鶏骨：国内産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産
等）

エネルギー 486kcal
たんぱく質 11.1g
脂質 23.2g

炭水化物 58.1g
ナトリウム 1919mg
食塩相当量 4.9g

栄養成分 １食（101g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。コクと香りの、みそ味ラー
メンです。

みそらーめん
桜井

●容量：１０１ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21099
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、酵母エキス、粉末しょうゆ（大豆・小麦：
アメリカ産等）、ごま（アフリカ産等）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、魚醤パウダー
（いわし：タイ産等）、香辛料（オニオン：中国産等、ガーリック：中国産等、白コショウ：イン
ドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、ココアパウダー（オラ
ンダ産）、ねぎ（中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギ
リス産等）、するめパウダー（いか：国内産等）

エネルギー 504kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 27.5g

炭水化物 53.7g
ナトリウム 1700mg
食塩相当量 4.3g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かん
すいは使用していません。香り漂う、ごま風味の
ラーメンです。

ごまらーめん
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21113
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、チキンエキス（鶏骨：国内産等）、ごま（ア
フリカ産等）、酵母エキス、香辛料（オニオン・ガーリック：中国産等、コショウ：ベトナム産
等、その他香辛料：中国産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 475kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 22.7g

炭水化物 57g
ナトリウム 1683mg
食塩相当量 4.3g

栄養成分 １食（99g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。あっさり軽い、しお味ラー
メンです。

しおらーめん
桜井

●容量：９９ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21098
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、ポークエキス（豚骨：国内産等）、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、酵母
エキス、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（ガーリック・オニオン：アメリカ
産等、コショウ：ベトナム産等、ジンジャー：中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産
等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、スルメパウダー（いか：国内産等）

エネルギー 487kcal
たんぱく質 12.9g
脂質 22.7g

炭水化物 58g
ナトリウム 2060mg
食塩相当量 5.2g

栄養成分 １食（103g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。魚介の風味ある和風と
んこつラーメンです。

とんこつラーメン
桜井

●容量：103ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：107g　●賞：6ヵ月

¥155（¥167）21168
卵 小麦 大豆

めん〔小麦粉・小麦たん白（北海道産等）、黒米粉（岐阜県産）、小豆粉（北海道産）、発芽
玄米粉（国内産）、大麦粉（岐阜県産）、もちきび粉・もちあわ粉・うるちひえ粉・アマランサ
ス粉・はとむぎ粉（岩手県産）、食塩〕、スープ〔食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、粉末しょうゆ
（大豆・小麦：アメリカ産等）、酵母エキス、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、肉エキス（チ
キン・ポーク：国内産等）、香辛料（ガーリック：中国産等、オニオン：中国産等、白コショウ：イ
ンドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、ココアパウダー（オランダ産）、ほたてエキス（ほ
たて：国内産等）、ねぎ（中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産等）、麦芽エキス（大
麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）〕、香味油〔ごま油（ごま：アフリカ産等）、米
サラダ油（米：国内産等）、唐辛子エキス（唐辛子：中国産等）〕

エネルギー 299kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.8g

炭水化物 60.4g
ナトリウム 1760mg
食塩相当量 4.5g

栄養成分 １食（88g）あたり

北海道産契約栽培小麦粉を主原料に、国内で栽
培された十種類の穀物を配合して作られた、油
で揚げないノンフライめんです。

十穀らーめん・しょうゆ味 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：８８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：92g　●賞：6ヵ月

¥190（¥205）21096
小麦 大豆

めん〔小麦粉・小麦たん白（北海道産等）、黒米粉（岐阜県産）、小豆粉（北海道産）、発芽
玄米粉（国内産）、大麦粉（岐阜県産）、もちきび粉・もちあわ粉・うるちひえ粉・アマランサ
ス粉・はとむぎ粉（岩手県産）、食塩〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、チキンエキス（鶏骨：
国内産等）、ごま（アフリカ産等）、酵母エキス、香辛料（オニオン：中国産等、ガーリック：イ
ンド産等、コショウ：マレーシア産等、その他香辛料：インド産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油
（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 294kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 1.7g

炭水化物 59.4g
ナトリウム 1566mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 １食（87g）あたり

北海道産契約栽培小麦粉を主原料に、国内で栽
培された十種類の穀物を配合して作られた、油
で揚げないノンフライめんです。

十穀らーめん・しお味 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：８７ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：91g　●賞：6ヵ月

¥190（¥205）21097
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

油揚げめん〔小麦粉（小麦＜国産＞）、そば粉、パーム油、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯＜国産＞
＜遺伝子組換えでない＞）、食塩〕、スープとかやく〔納豆、食塩、粉末しょうゆ（大豆＜遺
伝子組換えでない＞・小麦を含む）、砂糖、酵母エキス、ねぎ、混合節粉末（さばを含む）、
魚醤粉末、ほたてエキス、椎茸エキス、麦芽エキス、ごま油〕

エネルギー 378kcal
たんぱく質 10.7g
脂質 16.3g
炭水化物 47.2g

食塩相当量 4.8g
   めん・かやく 0.6g
   スープ 4.2g

栄養成分 １食（81.5g）あたり

どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べ
られる「ノンカップメン」。国内産のひきわり納豆
入りのヘルシーなそばです。

どんぶり麺・納豆そば
トーエー

●容量：８１．５ｇ　●入数：24【4】
●商品サイズ：120×110×40㎜
●商品重量：87g　●賞：6ヵ月

¥198（¥214）21178
小麦 そば 大豆

有機めん〔有機小麦粉（岩手県、青森県産）、食塩〕、有機しょうゆ（小麦、大豆：北海道産
等）、有機醸造調味料、有機ごま油（メキシコ産）、食塩、有機ココヤシシュガー（ココヤシ：
インドネシア産等）、有機酵母エキスパウダー、玉ねぎエキス（玉ねぎ：北海道産等）、にん
にくエキス（にんにく：国産、中国産等）、ねぎエキス（ねぎ：国産、中国産他）、昆布粉末（北
海道産等）、こしょう（インドネシア産等）

エネルギー 305kcal
たんぱく質 6.9g
脂質 0.7g

炭水化物 67.8g
食塩相当量 3.9g

栄養成分 １食（111g）あたり

国内産有機栽培小麦使用のノンフライ即席ラー
メンです。畜肉や魚介類等は使用せず、あっさ
りとした味の中にも豊かな風味が香るスープと
なっています。

有機育ち・有機らーめん〈醤油味〉
桜井

●容量：１１１ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：117g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）21136
小麦 大豆

有機めん〔有機小麦粉（岩手県、青森県産）、食塩〕、有機みそ（大豆・米：秋田県産等）、有
機しょうゆ（小麦、大豆：北海道産等）、有機醸造調味料、有機ごま油、有機ココヤシシュ
ガー（ココヤシ：インドネシア産等）、食塩、有機酵母エキスパウダー、にんにく（中国産
等）、昆布粉末（北海道産）、生姜（国内、中国産等）、こしょう、唐辛子

エネルギー 349kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 2g

炭水化物 74.8g
食塩相当量 5.4g

栄養成分 １食（118g）あたり

国内産有機栽培小麦使用のノンフライ即席ラー
メンです。畜肉や魚介類等は使用せず、味噌特
有のコクと豊かな風味が香るスープとなってい
ます。

有機育ち・有機らーめん〈味噌味〉
桜井

●容量：１１８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：124g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）21137
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道・岩手県産等）、植物油（パーム油：マレーシア産等、ごま油：
アフリカ・アジア産等）、食塩〕、食塩、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、砂糖（甜
菜：北海道産、さとうきび：タイ産等）、酵母エキス、粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、ごま（ア
フリカ産等）、野菜エキス（玉葱･人参･馬鈴薯：国内産等）、発酵調味料（小麦：カナダ産
等、大豆：ブラジル産等）、椎茸パウダー（椎茸：中国産等）、香辛料（ジンジャー：中国産
等、コショウ：マレーシア産等、ガーリック：アメリカ産等）、ピーナッツパウダー（落花生：南
アフリカ産等）、アーモンドパウダー（アーモンド：アメリカ産等）、ねぎ（中国産等）、椎茸
エキス（しいたけ：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリカ産
等）、昆布パウダー（昆布：国内産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 503kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 25.9g

炭水化物 58.3g
ナトリウム 1500mg
食塩相当量 3.8g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産小麦粉を使用し、かんすいは使用し
ていません。動物性原材料を使用していないロ
ングセラー商品です。

純正ラーメン
桜井

●容量：５食　●入数：16
●商品サイズ：215×120×240㎜
●商品重量：530g　●賞：6ヵ月

¥635（¥686）21100
小麦 落花生 大豆

めん〔小麦粉（北海道産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、卵殻カルシウム〕、
スープ〔食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、酵母エキス、
粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（オニオン・ガーリック：中国産等、コショ
ウ：インドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、にんじん
（中国産等）、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、小松菜（国内産等）、たまねぎ（アメリカ
産等）、ねぎ（中国産等）、わかめ（中国産等）、スルメパウダー（いか：国内産等）、ごま油、
麦芽エキス（大麦：イギリス産等）〕、香味油〔ごま油（ごま：アフリカ産等）、米油（米：国内産
等）、香辛料（中国産等）〕

エネルギー 297kcal
たんぱく質 9.7g
脂質 1.9g

炭水化物 60.3g
ナトリウム 2250mg
食塩相当量 5.8g

栄養成分 １食（90g）あたり

国内産小麦粉を１００％使用、油で揚げずに熱風
乾燥で仕上げた麺です。乾燥野菜入りのラーメ
ンです。

野菜ラーメン 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：９０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×135×35㎜
●商品重量：94g　●賞：6ヵ月

¥160（¥173）21104
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、
酵母エキス、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、香辛
料（ガーリック：中国産等、オニオン：中国産等、白コショウ：インドネシア産等、ジンジャー：
中国産等）、ココアパウダー（オランダ産）、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、ねぎ（中国
産等）、混合節粉末（かつお、さば：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油
（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 532kcal
たんぱく質 9.3g
脂質 33.3g

炭水化物 48.7g
ナトリウム 1584mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 １食（99g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。風味漂う、しょうゆ味ラー
メンです。

しょうゆらーめん
桜井

●容量：９９ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21112
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、粉末みそ（大豆：中国産等、米：国内産等）、食塩、砂糖（甜菜：北海道
産）、酵母エキス、ほたてエキス（ほたて：国内産等）、混合節粉末（かつお、さば：国内産
等）、香辛料（にんにく：インド産等、オニオン：中国産等、ジンジャー：中国産等、赤唐辛子：
中国産等）、チキンエキス（鶏骨：国内産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産
等）

エネルギー 486kcal
たんぱく質 11.1g
脂質 23.2g

炭水化物 58.1g
ナトリウム 1919mg
食塩相当量 4.9g

栄養成分 １食（101g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。コクと香りの、みそ味ラー
メンです。

みそらーめん
桜井

●容量：１０１ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21099
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、酵母エキス、粉末しょうゆ（大豆・小麦：
アメリカ産等）、ごま（アフリカ産等）、肉エキス（チキン・ポーク：国内産等）、魚醤パウダー
（いわし：タイ産等）、香辛料（オニオン：中国産等、ガーリック：中国産等、白コショウ：イン
ドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、ココアパウダー（オラ
ンダ産）、ねぎ（中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギ
リス産等）、するめパウダー（いか：国内産等）

エネルギー 504kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 27.5g

炭水化物 53.7g
ナトリウム 1700mg
食塩相当量 4.3g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かん
すいは使用していません。香り漂う、ごま風味の
ラーメンです。

ごまらーめん
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21113
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、チキンエキス（鶏骨：国内産等）、ごま（ア
フリカ産等）、酵母エキス、香辛料（オニオン・ガーリック：中国産等、コショウ：ベトナム産
等、その他香辛料：中国産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 475kcal
たんぱく質 10.8g
脂質 22.7g

炭水化物 57g
ナトリウム 1683mg
食塩相当量 4.3g

栄養成分 １食（99g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。あっさり軽い、しお味ラー
メンです。

しおらーめん
桜井

●容量：９９ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：103g　●賞：6ヵ月

¥145（¥157）21098
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩、
卵殻カルシウム〕、ポークエキス（豚骨：国内産等）、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、酵母
エキス、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（ガーリック・オニオン：アメリカ
産等、コショウ：ベトナム産等、ジンジャー：中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産
等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、スルメパウダー（いか：国内産等）

エネルギー 487kcal
たんぱく質 12.9g
脂質 22.7g

炭水化物 58g
ナトリウム 2060mg
食塩相当量 5.2g

栄養成分 １食（103g）あたり

麺は国内産の契約栽培小麦粉を使用し、かんす
いは使用していません。魚介の風味ある和風と
んこつラーメンです。

とんこつラーメン
桜井

●容量：103ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：107g　●賞：6ヵ月

¥155（¥167）21168
卵 小麦 大豆

めん〔小麦粉・小麦たん白（北海道産等）、黒米粉（岐阜県産）、小豆粉（北海道産）、発芽
玄米粉（国内産）、大麦粉（岐阜県産）、もちきび粉・もちあわ粉・うるちひえ粉・アマランサ
ス粉・はとむぎ粉（岩手県産）、食塩〕、スープ〔食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、粉末しょうゆ
（大豆・小麦：アメリカ産等）、酵母エキス、魚醤パウダー（いわし：タイ産等）、肉エキス（チ
キン・ポーク：国内産等）、香辛料（ガーリック：中国産等、オニオン：中国産等、白コショウ：イ
ンドネシア産等、ジンジャー：中国産等）、ココアパウダー（オランダ産）、ほたてエキス（ほ
たて：国内産等）、ねぎ（中国産等）、混合節粉末（かつお・さば：国内産等）、麦芽エキス（大
麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）〕、香味油〔ごま油（ごま：アフリカ産等）、米
サラダ油（米：国内産等）、唐辛子エキス（唐辛子：中国産等）〕

エネルギー 299kcal
たんぱく質 10.6g
脂質 1.8g

炭水化物 60.4g
ナトリウム 1760mg
食塩相当量 4.5g

栄養成分 １食（88g）あたり

北海道産契約栽培小麦粉を主原料に、国内で栽
培された十種類の穀物を配合して作られた、油
で揚げないノンフライめんです。

十穀らーめん・しょうゆ味 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：８８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：92g　●賞：6ヵ月

¥190（¥205）21096
小麦 大豆

めん〔小麦粉・小麦たん白（北海道産等）、黒米粉（岐阜県産）、小豆粉（北海道産）、発芽
玄米粉（国内産）、大麦粉（岐阜県産）、もちきび粉・もちあわ粉・うるちひえ粉・アマランサ
ス粉・はとむぎ粉（岩手県産）、食塩〕、食塩、砂糖（甜菜：北海道産）、チキンエキス（鶏骨：
国内産等）、ごま（アフリカ産等）、酵母エキス、香辛料（オニオン：中国産等、ガーリック：イ
ンド産等、コショウ：マレーシア産等、その他香辛料：インド産等）、ねぎ（中国産等）、ごま油
（ごま：アフリカ産等）

エネルギー 294kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 1.7g

炭水化物 59.4g
ナトリウム 1566mg
食塩相当量 4.0g

栄養成分 １食（87g）あたり

北海道産契約栽培小麦粉を主原料に、国内で栽
培された十種類の穀物を配合して作られた、油
で揚げないノンフライめんです。

十穀らーめん・しお味 〈ノンフライ〉
桜井

●容量：８７ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：91g　●賞：6ヵ月

¥190（¥205）21097
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ･アジア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩〕、
食塩、粉末しょうゆ（大豆･小麦：アメリカ産等）、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エキ
ス、香辛料（ガーリック：アメリカ産等、オニオン：アメリカ産等、ジンジャー：中国産等、コ
ショウ：国内産等）、ごま（アフリカ産等）、粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、野菜エキス（玉
葱･人参･馬鈴薯：北海道産等）、発酵調味料（小麦：カナダ産等、大豆：ブラジル産等）、昆
布パウダー（昆布：国内産等）、ピーナッツパウダー（落花生：南アフリカ産等）、アーモンド
パウダー（アーモンド：アメリカ産等）、椎茸パウダー（椎茸：中国産等）、ねぎ（中国産等）、
椎茸エキス（しいたけ：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリ
カ産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 524kcal
たんぱく質 9.3g
脂質 31.4g

炭水化物 51g
ナトリウム 1500mg
食塩相当量 3.8g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で
揚げています。動物性原材料を使用していませ
ん。

ベジタリアンのためのラーメン・醤油
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21110
小麦 落花生 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ･アジア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩〕、
粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、食塩、粉末しょうゆ（大豆･小麦：アメリカ産等）、メープル
シュガー（カナダ産）、酵母エキス、香辛料（ガーリック：アメリカ産等、コショウ：マレーシア
産等、オニオン：アメリカ産等、ジンジャー：中国産等）、椎茸エキス（しいたけ：中国産等）、
発酵調味料（小麦：カナダ産等、大豆：ブラジル産等）、野菜エキス（玉葱・人参・馬鈴薯：国
内産）、昆布パウダー（昆布：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：ア
フリカ産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 456kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 18.4g

炭水化物 63.8g
ナトリウム 1034mg
食塩相当量 2.6g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で
揚げています。動物性原材料を使用していませ
ん。

ベジタリアンのためのラーメン・みそ
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21111
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフ
リカ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食
塩、卵殻カルシウム〕、ソース〔砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、トマトピュー
レ－（トマト：中国産等）、食塩、醸造酢（米：アメリカ産等）、りんごパルプ（りんご：青森県
産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、酵母エキス、香辛料（白コショウ：ベトナム産等、ジ
ンジャー：中国産等、赤唐辛子：中国産等、シナモン：中国産等、とうもろこし：アメリカ産
等、セロリ：インド産等、他香辛料：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）〕、ふりかけ
〔青のり（中国産等）、紅しょうが（中国産等）〕

エネルギー 508kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 25.2g

炭水化物 60.5g
ナトリウム 1368mg
食塩相当量 3.5g

栄養成分 １食（114g）あたり

国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で揚げ
た麺に液体ソースとふりかけがついています。

液体ソース焼そば
桜井

●容量：１１４ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：119g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21103
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、ご
ま（アメリカ産等）、豆乳（大豆：国内産）、醤油（大豆・小麦：国内産）、植物油脂（米油：国内
産等、ごま油：アフリカ産等）、食塩、酵母エキスパウダー、ラー油（ごま油：ナイジェリア産
等）、香辛料（唐辛子・生姜：中国産等、コショウ：インドネシア産等）、キャベツエキス（キャ
ベツ：中国産等）

エネルギー 590kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 33.2g

炭水化物 59.5g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 1食（138g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。胡麻の濃厚な深い味わ
い、ラー油の適度な辛味、豆乳のまろやか甘みが
スープの美味しさを引き出しています。

ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん
桜井

●容量：１３８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：144g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21101
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、
麦芽糖（とうもろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産等）、トマトピューレー（トマト：
中国産等）、食塩、米酢（米：アメリカ産等）、りんごパルプ（りんご：青森県産等）、植物油脂
（ごま油：アフリカ産等）、酵母エキスパウダー、キャベツエキス（キャベツ：中国産等）、香
辛料（生姜・シナモン・唐辛子：中国産等、コショウ：マレーシア産等、セロリ：インド産等）、ふ
りかけ（青のり・紅しょうが：中国産等）

エネルギー 480kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 23.4g

炭水化物 58.4g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 1食（118g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。野菜とりんごの旨味と米
酢のバランスが良く、スパイスが効いたコクと香
りの特製ソースです。

ベジタリアンのソース焼そば
桜井

●容量：１１８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：123g　●賞：6ヵ月

¥175（¥189）21102
小麦

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、
食塩、麦芽糖（とうもろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産等）、豆乳パウダー（とう
もろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産、豆乳：アメリカ産等）、酵母エキスパウダー、
野菜エキスパウダー（国内産等）、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（ガー
リック・玉ねぎ・生姜：中国産等、コショウ：マレーシア産等）、ごま（アフリカ産等）、植物油脂
（ごま油：アフリカ産等）、香味食用油（なたね油：カナダ産等、ごま油：ナイジェリア産等、
ガーリック：中国産等）、乾燥ねぎ（中国産等）

エネルギー 446kcal
たんぱく質 10.2g
脂質 18.8g

炭水化物 59.1g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 1食（106g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。野菜の旨みが溶け込んだ
コクのあるスープをベースに、豆乳のまろやかさ
が加わったあっさりとんこつ風ラーメンです。

ベジタリアンの豚骨風らーめん
桜井

●容量：１０６ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：111g　●賞：6ヵ月

¥205（¥221）21108
小麦 大豆

めん〔小麦粉・馬鈴薯でん粉・小麦たん白（北海道産等）、食塩〕、添付調味料〔しょうゆ（大
豆・小麦：アメリカ産等）、砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、醸造酢（米：アメリ
カ産等）、食塩、ごま油（ごま：アフリカ産等）、かつおエキス（かつお：国内産等）、酵母エキ
ス、添付ふりかけ〔紅しょうがチップ（生姜：中国産等、食塩、赤梅酢：国内産等）、ごま（ア
フリカ産等）、青さ（愛知県産等）、焼きのり（国内産）〕

エネルギー 367kcal
たんぱく質 9g
脂質 1.7g

炭水化物 78.8g
食塩相当量 4.7g

栄養成分 １食（123g）あたり

麺は国内産小麦粉を使用し、熱風乾燥で仕上げ
ました。甘味をおさえたさっぱり味のスープ付で
す。

冷しらーめん
桜井 夏季

●容量：１２３ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：130g　●賞：6ヵ月

¥160（¥173）21107
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（国内産）、植物油脂、玄米粉、小麦たん白、食塩〕、食塩、ごま、たん
白加水分解物、砂糖、粉末しょうゆ、酵母エキス、香辛料、麦芽エキス、植物油脂（ごま
油）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、卵殻焼成カルシウム

エネルギー 465kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 21.2g

炭水化物 59.9g
ナトリウム 1550mg
食塩相当量 3.9g

栄養成分 100gあたり

麺には国産小麦粉に玄米粉を配合、揚げ油は
１００％植物油を使用した、しょうゆ味のラーメン
です。

玄米ラーメン・ごましょうゆ味
三育

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×40㎜
●商品重量：109g　●賞：6ヵ月

¥135（¥146）21132
卵 小麦 大豆

米みそ（大豆：アメリカ産、米：タイ産、食塩、水飴）、ねぎ
（中国産）、食塩、乳糖（アメリカ産）、ほうれん草（タイ・
中国産）、わかめ（中国産）、酵母エキス粉、かつお節粉、
ぶどう糖、でん粉

エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.5g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 795mg
食塩相当量 2.0g

栄養成分 1食8.7gあたり

毎日かんたんに、お湯をそ
そぐだけですぐ出来る風
味豊かな即席みそ汁3食
入りです。

毎日かんたんおみそ汁
マルサン

●容量：８.７ｇ×３　●入数：10
●商品サイズ：150×20×220㎜
●商品重量：40g　●賞：1年

¥260（¥281）20978
乳 大豆

豆みそ(アメリカ産他）、白みそ（アメリカ産他）、オリゴ糖、
わかめ（中国産）、食塩、かつおぶし粉末、酵母エキス、ね
ぎ

エネルギー 29kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 1g
炭水化物 3.4g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １食９gあたり

風味のよい凍結乾燥味噌
を使用した、自然の風味の
味噌汁です。

赤だし味噌汁
日食

●容量：９ｇ×６　●入数：25
●商品サイズ：63×47×100㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥305（¥329）20970
大豆

白みそ（アメリカ産他）、オリゴ糖、わかめ（中国産）、食
塩、かつおぶし粉末、酵母エキス、ねぎ

エネルギー 29kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.7g
炭水化物 4g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 １食９gあたり

風味のよい凍結乾燥味噌
を使用した、自然の風味の
味噌汁です。

わかめみそ汁
日食

●容量：９ｇ×６　●入数：25
●商品サイズ：63×47×100㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥305（¥329）20971
大豆

デキストリン、しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えでない）、小
麦、食塩〕、食塩、でん粉、ホタテエキス、酵母エキス、砂
糖、香辛料、具（もずく、ゆず、ごま、しいたけ、ねぎ、昆布）

エネルギー 11kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 2.2g
ナトリウム 365mg
食塩相当量 0.9g

栄養成分 １食3.8gあたり

沖縄産もずくを使用した、
あっさり醤油味のスープで
す。しいたけとゆずの香り
が食欲をそそります。

もずくスープ〈ＦＤ〉
マルサン

●容量：１食　●入数：10【10】
●商品サイズ：75×25×115㎜
●商品重量：7.5g　●賞：1年

¥130（¥140）20977
小麦 大豆

有機野菜（人参、トマト、玉ねぎ、パプリカ、西洋ネギ）、有
機トマトペースト、有機菜種油、有機米粉、食塩、有機砂
糖、有機香辛料（黒コショウ、バジル、ベイリーフ、オレガ
ノ）

エネルギー 63kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 4g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

バジルやオレガノのハー
ブが入った爽やかトマトの
スープ。ヨーロッパの大地
で採れたオーガニック野菜
を使用しています。口当た
りもまろやかでクリーミー
な味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧトマトスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21852

有機人参、有機ココナッツミルク、有機米粉、食塩、有機
オニオンパウダー、有機香辛料（ガーリックパウダー、パ
セリ、生姜）

エネルギー 38kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 1.8g
炭水化物 6.3g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

ココナッツミルクを使っ
た濃厚で甘みのあるニン
ジンポタージュ。ヨーロッ
パの大地で採れたオーガ
ニック野菜を使用していま
す。飽きのこない、くせにな
る味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧキャロットスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21853
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ･アジア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩〕、
食塩、粉末しょうゆ（大豆･小麦：アメリカ産等）、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エキ
ス、香辛料（ガーリック：アメリカ産等、オニオン：アメリカ産等、ジンジャー：中国産等、コ
ショウ：国内産等）、ごま（アフリカ産等）、粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、野菜エキス（玉
葱･人参･馬鈴薯：北海道産等）、発酵調味料（小麦：カナダ産等、大豆：ブラジル産等）、昆
布パウダー（昆布：国内産等）、ピーナッツパウダー（落花生：南アフリカ産等）、アーモンド
パウダー（アーモンド：アメリカ産等）、椎茸パウダー（椎茸：中国産等）、ねぎ（中国産等）、
椎茸エキス（しいたけ：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：アフリ
カ産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 524kcal
たんぱく質 9.3g
脂質 31.4g

炭水化物 51g
ナトリウム 1500mg
食塩相当量 3.8g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で
揚げています。動物性原材料を使用していませ
ん。

ベジタリアンのためのラーメン・醤油
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21110
小麦 落花生 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ･アジア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食塩〕、
粉末みそ（大豆：アメリカ産等）、食塩、粉末しょうゆ（大豆･小麦：アメリカ産等）、メープル
シュガー（カナダ産）、酵母エキス、香辛料（ガーリック：アメリカ産等、コショウ：マレーシア
産等、オニオン：アメリカ産等、ジンジャー：中国産等）、椎茸エキス（しいたけ：中国産等）、
発酵調味料（小麦：カナダ産等、大豆：ブラジル産等）、野菜エキス（玉葱・人参・馬鈴薯：国
内産）、昆布パウダー（昆布：国内産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）、ごま油（ごま：ア
フリカ産等）、メンマパウダー（メンマ：中国産等）

エネルギー 456kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 18.4g

炭水化物 63.8g
ナトリウム 1034mg
食塩相当量 2.6g

栄養成分 １食（100g）あたり

麺は国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で
揚げています。動物性原材料を使用していませ
ん。

ベジタリアンのためのラーメン・みそ
桜井

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：104g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21111
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフ
リカ・アジア産等）、卵白（イタリア・ドイツ産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、食
塩、卵殻カルシウム〕、ソース〔砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、トマトピュー
レ－（トマト：中国産等）、食塩、醸造酢（米：アメリカ産等）、りんごパルプ（りんご：青森県
産等）、ごま油（ごま：アフリカ産等）、酵母エキス、香辛料（白コショウ：ベトナム産等、ジ
ンジャー：中国産等、赤唐辛子：中国産等、シナモン：中国産等、とうもろこし：アメリカ産
等、セロリ：インド産等、他香辛料：中国産等）、麦芽エキス（大麦：イギリス産等）〕、ふりかけ
〔青のり（中国産等）、紅しょうが（中国産等）〕

エネルギー 508kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 25.2g

炭水化物 60.5g
ナトリウム 1368mg
食塩相当量 3.5g

栄養成分 １食（114g）あたり

国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で揚げ
た麺に液体ソースとふりかけがついています。

液体ソース焼そば
桜井

●容量：１１４ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：119g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）21103
卵 小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、ご
ま（アメリカ産等）、豆乳（大豆：国内産）、醤油（大豆・小麦：国内産）、植物油脂（米油：国内
産等、ごま油：アフリカ産等）、食塩、酵母エキスパウダー、ラー油（ごま油：ナイジェリア産
等）、香辛料（唐辛子・生姜：中国産等、コショウ：インドネシア産等）、キャベツエキス（キャ
ベツ：中国産等）

エネルギー 590kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 33.2g

炭水化物 59.5g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 1食（138g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。胡麻の濃厚な深い味わ
い、ラー油の適度な辛味、豆乳のまろやか甘みが
スープの美味しさを引き出しています。

ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん
桜井

●容量：１３８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：144g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21101
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、
麦芽糖（とうもろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産等）、トマトピューレー（トマト：
中国産等）、食塩、米酢（米：アメリカ産等）、りんごパルプ（りんご：青森県産等）、植物油脂
（ごま油：アフリカ産等）、酵母エキスパウダー、キャベツエキス（キャベツ：中国産等）、香
辛料（生姜・シナモン・唐辛子：中国産等、コショウ：マレーシア産等、セロリ：インド産等）、ふ
りかけ（青のり・紅しょうが：中国産等）

エネルギー 480kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 23.4g

炭水化物 58.4g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 1食（118g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。野菜とりんごの旨味と米
酢のバランスが良く、スパイスが効いたコクと香
りの特製ソースです。

ベジタリアンのソース焼そば
桜井

●容量：１１８ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：123g　●賞：6ヵ月

¥175（¥189）21102
小麦

油揚げめん〔小麦粉（北海道産等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、ごま油：アフリ
カ・アジア産等）、小麦たん白（オーストラリア産等）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、食塩〕、
食塩、麦芽糖（とうもろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産等）、豆乳パウダー（とう
もろこし：アメリカ産等、馬鈴薯・甘藷：国内産、豆乳：アメリカ産等）、酵母エキスパウダー、
野菜エキスパウダー（国内産等）、粉末しょうゆ（大豆・小麦：アメリカ産等）、香辛料（ガー
リック・玉ねぎ・生姜：中国産等、コショウ：マレーシア産等）、ごま（アフリカ産等）、植物油脂
（ごま油：アフリカ産等）、香味食用油（なたね油：カナダ産等、ごま油：ナイジェリア産等、
ガーリック：中国産等）、乾燥ねぎ（中国産等）

エネルギー 446kcal
たんぱく質 10.2g
脂質 18.8g

炭水化物 59.1g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 1食（106g）あたり

麺には国内産小麦粉を原料にし、揚げ油は植物
油を使用しております。野菜の旨みが溶け込んだ
コクのあるスープをベースに、豆乳のまろやかさ
が加わったあっさりとんこつ風ラーメンです。

ベジタリアンの豚骨風らーめん
桜井

●容量：１０６ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×45㎜
●商品重量：111g　●賞：6ヵ月

¥205（¥221）21108
小麦 大豆

めん〔小麦粉・馬鈴薯でん粉・小麦たん白（北海道産等）、食塩〕、添付調味料〔しょうゆ（大
豆・小麦：アメリカ産等）、砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、醸造酢（米：アメリ
カ産等）、食塩、ごま油（ごま：アフリカ産等）、かつおエキス（かつお：国内産等）、酵母エキ
ス、添付ふりかけ〔紅しょうがチップ（生姜：中国産等、食塩、赤梅酢：国内産等）、ごま（ア
フリカ産等）、青さ（愛知県産等）、焼きのり（国内産）〕

エネルギー 367kcal
たんぱく質 9g
脂質 1.7g

炭水化物 78.8g
食塩相当量 4.7g

栄養成分 １食（123g）あたり

麺は国内産小麦粉を使用し、熱風乾燥で仕上げ
ました。甘味をおさえたさっぱり味のスープ付で
す。

冷しらーめん
桜井 夏季

●容量：１２３ｇ　●入数：20
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：130g　●賞：6ヵ月

¥160（¥173）21107
小麦 大豆

油揚げめん〔小麦粉（国内産）、植物油脂、玄米粉、小麦たん白、食塩〕、食塩、ごま、たん
白加水分解物、砂糖、粉末しょうゆ、酵母エキス、香辛料、麦芽エキス、植物油脂（ごま
油）、酸化防止剤（ビタミンＥ）、卵殻焼成カルシウム

エネルギー 465kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 21.2g

炭水化物 59.9g
ナトリウム 1550mg
食塩相当量 3.9g

栄養成分 100gあたり

麺には国産小麦粉に玄米粉を配合、揚げ油は
１００％植物油を使用した、しょうゆ味のラーメン
です。

玄米ラーメン・ごましょうゆ味
三育

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×40㎜
●商品重量：109g　●賞：6ヵ月

¥135（¥146）21132
卵 小麦 大豆

米みそ（大豆：アメリカ産、米：タイ産、食塩、水飴）、ねぎ
（中国産）、食塩、乳糖（アメリカ産）、ほうれん草（タイ・
中国産）、わかめ（中国産）、酵母エキス粉、かつお節粉、
ぶどう糖、でん粉

エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.5g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 795mg
食塩相当量 2.0g

栄養成分 1食8.7gあたり

毎日かんたんに、お湯をそ
そぐだけですぐ出来る風
味豊かな即席みそ汁3食
入りです。

毎日かんたんおみそ汁
マルサン

●容量：８.７ｇ×３　●入数：10
●商品サイズ：150×20×220㎜
●商品重量：40g　●賞：1年

¥260（¥281）20978
乳 大豆

豆みそ(アメリカ産他）、白みそ（アメリカ産他）、オリゴ糖、
わかめ（中国産）、食塩、かつおぶし粉末、酵母エキス、ね
ぎ

エネルギー 29kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 1g
炭水化物 3.4g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １食９gあたり

風味のよい凍結乾燥味噌
を使用した、自然の風味の
味噌汁です。

赤だし味噌汁
日食

●容量：９ｇ×６　●入数：25
●商品サイズ：63×47×100㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥305（¥329）20970
大豆

白みそ（アメリカ産他）、オリゴ糖、わかめ（中国産）、食
塩、かつおぶし粉末、酵母エキス、ねぎ

エネルギー 29kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.7g
炭水化物 4g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 １食９gあたり

風味のよい凍結乾燥味噌
を使用した、自然の風味の
味噌汁です。

わかめみそ汁
日食

●容量：９ｇ×６　●入数：25
●商品サイズ：63×47×100㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥305（¥329）20971
大豆

デキストリン、しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えでない）、小
麦、食塩〕、食塩、でん粉、ホタテエキス、酵母エキス、砂
糖、香辛料、具（もずく、ゆず、ごま、しいたけ、ねぎ、昆布）

エネルギー 11kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 2.2g
ナトリウム 365mg
食塩相当量 0.9g

栄養成分 １食3.8gあたり

沖縄産もずくを使用した、
あっさり醤油味のスープで
す。しいたけとゆずの香り
が食欲をそそります。

もずくスープ〈ＦＤ〉
マルサン

●容量：１食　●入数：10【10】
●商品サイズ：75×25×115㎜
●商品重量：7.5g　●賞：1年

¥130（¥140）20977
小麦 大豆

有機野菜（人参、トマト、玉ねぎ、パプリカ、西洋ネギ）、有
機トマトペースト、有機菜種油、有機米粉、食塩、有機砂
糖、有機香辛料（黒コショウ、バジル、ベイリーフ、オレガ
ノ）

エネルギー 63kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 4g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

バジルやオレガノのハー
ブが入った爽やかトマトの
スープ。ヨーロッパの大地
で採れたオーガニック野菜
を使用しています。口当た
りもまろやかでクリーミー
な味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧトマトスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21852

有機人参、有機ココナッツミルク、有機米粉、食塩、有機
オニオンパウダー、有機香辛料（ガーリックパウダー、パ
セリ、生姜）

エネルギー 38kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 1.8g
炭水化物 6.3g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

ココナッツミルクを使っ
た濃厚で甘みのあるニン
ジンポタージュ。ヨーロッ
パの大地で採れたオーガ
ニック野菜を使用していま
す。飽きのこない、くせにな
る味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧキャロットスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21853
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機野菜（人参、キャベツ、ポテト、いんげん、えんどう
豆、パプリカ、玉ねぎ、西洋ネギ）、有機トマトペースト、有
機菜種油、食塩、有機砂糖、有機米粉、有機香辛料（ガー
リックパウダー、バジル、マジョラム、オレガノ、黒コショ
ウ）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 1g
脂質 1.8g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

9種類の有機野菜が一度に
摂れる旨味の詰まったスー
プ。ヨーロッパの大地で採れ
たオーガニック野菜を使用し
ています。スパイスの香りが
引き立つ濃厚な味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧミネストローネ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21854

有機マッシュルーム、有機ココナッツミルク、有機米、食
塩、有機オニオンパウダー、、有機香辛料（ガーリックパ
ウダー、パセリ、ベイリーフ、オールスパイス、黒コショウ、
ナツメグ）、有機西洋ネギ

エネルギー 43kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 1.9g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

旨味のあるマッシュルーム
を贅沢に使ったポタージュ
スープ。ヨーロッパの大地
で採れたオーガニック野
菜を使用しています。ココ
ナッツミルクでコクを出し、
マイルドに仕上げました。

ＡＵＧＡ　ＯＧマッシュルームスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21855

野菜（かぼちゃ：国内産、たまねぎ：国内産、にんじん：国内
産、セロリー：国内産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、
なたね油（なたね：北海道産）、食塩

エネルギー 90kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 2.8g
炭水化物 15g
ナトリウム 332mg
食塩相当量 0.84g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とかぼちゃのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21894

野菜（にんじん：国内産、たまねぎ：国内産、セロリー：国内
産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、なたね油（なたね：
北海道産）、食塩

エネルギー 73kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 2.8g
炭水化物 11g
ナトリウム 339mg
食塩相当量 0.86g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とにんじんのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21895

野菜（ごぼう：国内産、たまねぎ：国内産、にんじん：国内
産、セロリー：国内産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、
なたね油（なたね：北海道産）、食塩

エネルギー 72kcal
たんぱく質 1g
脂質 2.7g
炭水化物 11g
ナトリウム 334mg
食塩相当量 0.85g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とごぼうのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21897

豆乳（大豆を含む）、じゃがいもペースト、スープベース
（小麦粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキンオイ
ル、チキンエキスパウダー、香辛料）、砂糖、食塩／重曹

エネルギー 78kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1.6g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 1パック（180g）あたり

国産じゃがいもと有機大
豆で搾った豆乳を使用し、
じゃがいものうま味と舌触
りをいかした豆乳スープで
す。

豆乳仕立てのじゃがいもスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21913
小麦 大豆

豆乳（大豆を含む）、スープベース（小麦粉、デキストリ
ン、オニオンパウダー、チキンオイル、チキンエキスパウ
ダー、香辛料）、にんじん濃縮汁、砂糖、食塩／重曹、パプ
リカ色素

エネルギー 80kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 2.0g
炭水化物 12.2g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 1パック（180g）あたり

国産にんじんと有機大豆
で搾った豆乳を使用し、に
んじんの風味をいかした
豆乳スープです。

豆乳仕立てのにんじんスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21914
小麦 大豆

豆乳（大豆を含む）、かぼちゃペースト、スープベース（小
麦粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキンオイル、チ
キンエキスパウダー、香辛料）、砂糖、食塩／重曹、カロ
チン色素

エネルギー 78kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 2.0g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 1パック（180g）あたり

かぼちゃと、有機大豆を使
用した豆乳で、ほんのりと
した甘みの優しい風味の
スープです。 

豆乳仕立てのかぼちゃスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21915
小麦 大豆

スイートコーンペースト、豆乳（大豆を含む）、スイート
コーン、スープベース（小麦粉、デキストリン、オニオンパ
ウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香辛料）、
砂糖、食塩、ローストオニオンパウダー／重曹

エネルギー 69kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 1.4g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 1パック（180g）あたり

とうもろこしと、有機大豆
を使用した豆乳で、自然な
風味に仕上げたスープで
す。 

豆乳仕立てのとうもろこしスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21916
小麦 大豆

有機黒胡麻（ボリビア産）、食塩

エネルギー 295kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 25.2g
炭水化物 8.5g
ナトリウム 1850mg
食塩相当量 4.7g

栄養成分 １袋（50g）あたり

じっくり炒った有機黒ごま
をすりつぶし、海の精・やき
しおとブレンドした、塩分
約10％のまろやかなごま
塩です。

有機ごま塩
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×5㎜
●商品重量：58g　●賞：6ヵ月

¥260（¥281）21306
オキアミ（北海道産）、だし（鰹節：国内産、真昆布：北海道
産）、有機白ごま（ボリビア産）、砂糖、片口いわし（北海
道産）、食塩、醤油（小麦・大豆を含む）、乾燥青のり（国内
製造）、発酵調味料、米酢

エネルギー 358kcal
たんぱく質 46.1g
脂質 12.7g
炭水化物 14.7g
食塩相当量 9.1g
カルシウム 1369mg

栄養成分 100g当たり

天然真昆布と鰹節でしっかり
だしを取り、吟味した調味料で
香ばしく海の幸いっぱいのふ
りかけにしました。育ち盛りの
お子様からお年寄りまで幅広
くお召し上がりいただけます。

海鮮ふりかけ・小魚入り
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×20×195㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21380
小麦 大豆

わかめ（北海道産）、だし（鰹節、真昆布、椎茸、帆立貝
柱）、砂糖、有機白ごま、根昆布（北海道産）、醤油（小麦・
大豆を含む）、食塩、発酵調味料、赤しそふりかけ、米酢、
菜種油（菜種：国産）

エネルギー 289kcal
たんぱく質 11.4g
脂質 14.1g
炭水化物 29.0g
食塩相当量 13.9g

栄養成分 100g当たり

北海道産わかめを旨み溢
れる美味しいだし（かつお、
こんぶ、椎茸、帆立貝柱）
で味付し、しそを加えて美
味しいふりかけにしまし
た。根昆布入りでさらに美
味しく仕立てています。

しそわかめふりかけ・根昆布入り
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21382
小麦 大豆

鰹節（国内製造）、醤油（小麦・大豆を含む）、真昆布（北海
道函館産）、有機白ごま、オキアミ（国内産）、砂糖、発酵
調味料、食塩、米酢、菜種油（菜種：国産）

エネルギー 287kcal
たんぱく質 22.7g
脂質 10.9g
炭水化物 24.5g
食塩相当量 7.7g

栄養成分 100g当たり

香り高い国内産の鰹節と
北海道産の天然真昆布、
香ばしい国内産のオキア
ミを吟味した調味料で炊
き上げました。しっとりし
た、やや甘口のおかかとこ
んぶの美味しいふりかけ
です。

贅沢おかか・昆布ふりかけ
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21383
小麦 大豆

ひじき（国内産）、だし（鰹節、真昆布、椎茸、帆立貝柱）、
砂糖、有機白ごま、根昆布（北海道産）、醤油（小麦・大豆
を含む）、食塩、発酵調味料、赤しそふりかけ、米酢、菜種
油（菜種：国産）

エネルギー 234kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 8.8g
炭水化物 30.9g
食塩相当量 10.4g

栄養成分 100g当たり

国内産のひじきを自家製
だしで炊き上げ、こだわり
ぬいた調味料で味付けし、
しそ風味に仕立てました。

根昆布入りしそひじきふりかけ
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6カ月

¥350（¥378）21387
小麦 大豆

片口いわし（瀬戸内海産）、わかめ（徳島県産）、砂糖、食
塩、発酵調味料、白ごま（中南米産他）、赤しそ（三重県・
静岡県産他） 

エネルギー 112kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 2.3g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 １袋（50g）あたり

国内産のちりめんとわか
めをブレンドした、ソフトタ
イプのふりかけです。素材
の味をお楽しみいただけ
るように、化学調味料、合
成保存料は不使用で仕上
げました。

ちりめんわかめ
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：230×140×10㎜
●商品重量：60g　●賞：3ヵ月

¥420（¥454）22329

かたくちいわし（広島県産）、昆布（北海道産）、醸造酢、
白ごま

エネルギー 127kcal
たんぱく質 14.8g
脂質 4.7g
炭水化物 13.4g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 1袋（65g）あたり

ちりめんと昆布のもつカル
シウム・ヨウ素等のミネラ
ルやたんぱく質を自然な
形でお召し上がりになれま
す。

ちりめん昆布
ムソー

●容量：６５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×140×10㎜
●商品重量：78g　●賞：3ヵ月

¥400（¥432）22323

昆布（北海道産）、醤油、砂糖、食塩

エネルギー 47kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 0.4g
炭水化物 19.3g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 1袋（35g）あたり

北海道産の昆布を使用し、
天然醸造の醤油、喜界島
の粗糖、沖縄のシママース
塩のみで仕上げました。

塩吹昆布
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：205×130×10㎜
●商品重量：41g　●賞：8ヵ月

¥380（¥410）22294
小麦 大豆

しそ（和歌山県産）、梅酢（奈良県産）、食塩

エネルギー 208kcal
たんぱく質 14.7g
脂質 3g
炭水化物 30.6g
食塩相当量 39.3g

栄養成分 100gあたり

和歌山県産の赤しそを塩
漬けし、細粉しました。ふり
かけ、おむすび、しそピラフ
に。

しその粉・ふりかけ
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：160×100×5㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21307
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機野菜（人参、キャベツ、ポテト、いんげん、えんどう
豆、パプリカ、玉ねぎ、西洋ネギ）、有機トマトペースト、有
機菜種油、食塩、有機砂糖、有機米粉、有機香辛料（ガー
リックパウダー、バジル、マジョラム、オレガノ、黒コショ
ウ）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 1g
脂質 1.8g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

9種類の有機野菜が一度に
摂れる旨味の詰まったスー
プ。ヨーロッパの大地で採れ
たオーガニック野菜を使用し
ています。スパイスの香りが
引き立つ濃厚な味わいです。

ＡＵＧＡ　ＯＧミネストローネ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21854

有機マッシュルーム、有機ココナッツミルク、有機米、食
塩、有機オニオンパウダー、、有機香辛料（ガーリックパ
ウダー、パセリ、ベイリーフ、オールスパイス、黒コショウ、
ナツメグ）、有機西洋ネギ

エネルギー 43kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 1.9g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

旨味のあるマッシュルーム
を贅沢に使ったポタージュ
スープ。ヨーロッパの大地
で採れたオーガニック野
菜を使用しています。ココ
ナッツミルクでコクを出し、
マイルドに仕上げました。

ＡＵＧＡ　ＯＧマッシュルームスープ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×130×50㎜
●商品重量：404g　●賞：12ヵ月

¥398（¥430）21855

野菜（かぼちゃ：国内産、たまねぎ：国内産、にんじん：国内
産、セロリー：国内産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、
なたね油（なたね：北海道産）、食塩

エネルギー 90kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 2.8g
炭水化物 15g
ナトリウム 332mg
食塩相当量 0.84g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とかぼちゃのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21894

野菜（にんじん：国内産、たまねぎ：国内産、セロリー：国内
産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、なたね油（なたね：
北海道産）、食塩

エネルギー 73kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 2.8g
炭水化物 11g
ナトリウム 339mg
食塩相当量 0.86g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とにんじんのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21895

野菜（ごぼう：国内産、たまねぎ：国内産、にんじん：国内
産、セロリー：国内産、にんにく：国内産）、玄米（国内産）、
なたね油（なたね：北海道産）、食塩

エネルギー 72kcal
たんぱく質 1g
脂質 2.7g
炭水化物 11g
ナトリウム 334mg
食塩相当量 0.85g

栄養成分 １袋あたり

うまみ調味料は使わず野
菜のうまみを生かしたなめ
らかでとろっとしたやさし
い味です。体にやさしい素
材だけで仕上げています。

玄米とごぼうのポタージュ
冨貴

●容量：１５０ｇ　●入数：32
●商品サイズ：170×110×33㎜
●商品重量：155.4g　●賞：1年

¥284（¥307）21897

豆乳（大豆を含む）、じゃがいもペースト、スープベース
（小麦粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキンオイ
ル、チキンエキスパウダー、香辛料）、砂糖、食塩／重曹

エネルギー 78kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1.6g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 1パック（180g）あたり

国産じゃがいもと有機大
豆で搾った豆乳を使用し、
じゃがいものうま味と舌触
りをいかした豆乳スープで
す。

豆乳仕立てのじゃがいもスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21913
小麦 大豆

豆乳（大豆を含む）、スープベース（小麦粉、デキストリ
ン、オニオンパウダー、チキンオイル、チキンエキスパウ
ダー、香辛料）、にんじん濃縮汁、砂糖、食塩／重曹、パプ
リカ色素

エネルギー 80kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 2.0g
炭水化物 12.2g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 1パック（180g）あたり

国産にんじんと有機大豆
で搾った豆乳を使用し、に
んじんの風味をいかした
豆乳スープです。

豆乳仕立てのにんじんスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21914
小麦 大豆

豆乳（大豆を含む）、かぼちゃペースト、スープベース（小
麦粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキンオイル、チ
キンエキスパウダー、香辛料）、砂糖、食塩／重曹、カロ
チン色素

エネルギー 78kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 2.0g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 1パック（180g）あたり

かぼちゃと、有機大豆を使
用した豆乳で、ほんのりと
した甘みの優しい風味の
スープです。 

豆乳仕立てのかぼちゃスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21915
小麦 大豆

スイートコーンペースト、豆乳（大豆を含む）、スイート
コーン、スープベース（小麦粉、デキストリン、オニオンパ
ウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、香辛料）、
砂糖、食塩、ローストオニオンパウダー／重曹

エネルギー 69kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 1.4g
炭水化物 11.7g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 1パック（180g）あたり

とうもろこしと、有機大豆
を使用した豆乳で、自然な
風味に仕上げたスープで
す。 

豆乳仕立てのとうもろこしスープ
マルサン

●容量：１８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：95×27×165㎜
●商品重量：185g　●賞：10ヵ月

¥160（¥172）21916
小麦 大豆

有機黒胡麻（ボリビア産）、食塩

エネルギー 295kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 25.2g
炭水化物 8.5g
ナトリウム 1850mg
食塩相当量 4.7g

栄養成分 １袋（50g）あたり

じっくり炒った有機黒ごま
をすりつぶし、海の精・やき
しおとブレンドした、塩分
約10％のまろやかなごま
塩です。

有機ごま塩
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×5㎜
●商品重量：58g　●賞：6ヵ月

¥260（¥281）21306
オキアミ（北海道産）、だし（鰹節：国内産、真昆布：北海道
産）、有機白ごま（ボリビア産）、砂糖、片口いわし（北海
道産）、食塩、醤油（小麦・大豆を含む）、乾燥青のり（国内
製造）、発酵調味料、米酢

エネルギー 358kcal
たんぱく質 46.1g
脂質 12.7g
炭水化物 14.7g
食塩相当量 9.1g
カルシウム 1369mg

栄養成分 100g当たり

天然真昆布と鰹節でしっかり
だしを取り、吟味した調味料で
香ばしく海の幸いっぱいのふ
りかけにしました。育ち盛りの
お子様からお年寄りまで幅広
くお召し上がりいただけます。

海鮮ふりかけ・小魚入り
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×20×195㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21380
小麦 大豆

わかめ（北海道産）、だし（鰹節、真昆布、椎茸、帆立貝
柱）、砂糖、有機白ごま、根昆布（北海道産）、醤油（小麦・
大豆を含む）、食塩、発酵調味料、赤しそふりかけ、米酢、
菜種油（菜種：国産）

エネルギー 289kcal
たんぱく質 11.4g
脂質 14.1g
炭水化物 29.0g
食塩相当量 13.9g

栄養成分 100g当たり

北海道産わかめを旨み溢
れる美味しいだし（かつお、
こんぶ、椎茸、帆立貝柱）
で味付し、しそを加えて美
味しいふりかけにしまし
た。根昆布入りでさらに美
味しく仕立てています。

しそわかめふりかけ・根昆布入り
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21382
小麦 大豆

鰹節（国内製造）、醤油（小麦・大豆を含む）、真昆布（北海
道函館産）、有機白ごま、オキアミ（国内産）、砂糖、発酵
調味料、食塩、米酢、菜種油（菜種：国産）

エネルギー 287kcal
たんぱく質 22.7g
脂質 10.9g
炭水化物 24.5g
食塩相当量 7.7g

栄養成分 100g当たり

香り高い国内産の鰹節と
北海道産の天然真昆布、
香ばしい国内産のオキア
ミを吟味した調味料で炊
き上げました。しっとりし
た、やや甘口のおかかとこ
んぶの美味しいふりかけ
です。

贅沢おかか・昆布ふりかけ
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）21383
小麦 大豆

ひじき（国内産）、だし（鰹節、真昆布、椎茸、帆立貝柱）、
砂糖、有機白ごま、根昆布（北海道産）、醤油（小麦・大豆
を含む）、食塩、発酵調味料、赤しそふりかけ、米酢、菜種
油（菜種：国産）

エネルギー 234kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 8.8g
炭水化物 30.9g
食塩相当量 10.4g

栄養成分 100g当たり

国内産のひじきを自家製
だしで炊き上げ、こだわり
ぬいた調味料で味付けし、
しそ風味に仕立てました。

根昆布入りしそひじきふりかけ
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：50
●商品サイズ：120×15×200㎜
●商品重量：46g　●賞：6カ月

¥350（¥378）21387
小麦 大豆

片口いわし（瀬戸内海産）、わかめ（徳島県産）、砂糖、食
塩、発酵調味料、白ごま（中南米産他）、赤しそ（三重県・
静岡県産他） 

エネルギー 112kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 2.3g
炭水化物 9.8g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 １袋（50g）あたり

国内産のちりめんとわか
めをブレンドした、ソフトタ
イプのふりかけです。素材
の味をお楽しみいただけ
るように、化学調味料、合
成保存料は不使用で仕上
げました。

ちりめんわかめ
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：230×140×10㎜
●商品重量：60g　●賞：3ヵ月

¥420（¥454）22329

かたくちいわし（広島県産）、昆布（北海道産）、醸造酢、
白ごま

エネルギー 127kcal
たんぱく質 14.8g
脂質 4.7g
炭水化物 13.4g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 1袋（65g）あたり

ちりめんと昆布のもつカル
シウム・ヨウ素等のミネラ
ルやたんぱく質を自然な
形でお召し上がりになれま
す。

ちりめん昆布
ムソー

●容量：６５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×140×10㎜
●商品重量：78g　●賞：3ヵ月

¥400（¥432）22323

昆布（北海道産）、醤油、砂糖、食塩

エネルギー 47kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 0.4g
炭水化物 19.3g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 1袋（35g）あたり

北海道産の昆布を使用し、
天然醸造の醤油、喜界島
の粗糖、沖縄のシママース
塩のみで仕上げました。

塩吹昆布
ムソー

●容量：３５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：205×130×10㎜
●商品重量：41g　●賞：8ヵ月

¥380（¥410）22294
小麦 大豆

しそ（和歌山県産）、梅酢（奈良県産）、食塩

エネルギー 208kcal
たんぱく質 14.7g
脂質 3g
炭水化物 30.6g
食塩相当量 39.3g

栄養成分 100gあたり

和歌山県産の赤しそを塩
漬けし、細粉しました。ふり
かけ、おむすび、しそピラフ
に。

しその粉・ふりかけ
ムソー

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：160×100×5㎜
●商品重量：55g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）21307
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

野菜（ごぼう：国内産、たけのこ、にんじん、しいたけ）、鶏
肉、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖（てんさい糖）、鶏脂、
清酒、発酵調味料、食塩

エネルギー 225kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 8.7g
炭水化物 25.1g
食塩相当量 6.6g

栄養成分 170gあたり

宮崎の地鶏「みやざき地頭
鶏」を100％使用し、全て
国産の野菜を使用してい
ます。エキス類不使用で素
材の味を活かしています。

地鶏めしの素
ムソー

●容量：２合用　●入数：30
●商品サイズ：179×140×20㎜
●賞：2年

¥470（¥508）21325
小麦 大豆

〈すし具〉野菜（人参：島根県産他、れんこん：熊本県・佐
賀県産他）、砂糖（さとうきび：鹿児島県産）、醸造酢（米
酢：国内産）、食塩（伯方の塩：メキシコ・国内産他）、油揚
げ（大豆：国内産、菜種油：オーストラリア産）、かんぴょう
（栃木県産）、椎茸（愛媛県・大分県産他）、かつお節エキ
ス（国内産他）、醤油（小麦・大豆：国内産））、発酵調味料/
豆腐用凝固剤 　〈小袋〉刻み海苔（瀬戸内・有明産）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.6g
炭水化物 24.2g
食塩相当量 4.4g

栄養成分 100gあたり

国内産の人参、椎茸、干瓢、蓮根、
油揚げを使用したまろやか仕立
てのちらし寿司の素です。温かい
ご飯に混ぜるだけで、おいしい五
目ちらしずしが簡単にできます。

国産野菜の五目ちらしずしの素
ムソー

●容量：２合用　●入数：20
●商品サイズ：180×135×25㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥450（¥486）21377
小麦 大豆

水稲もち米（国内産）

エネルギー 104kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.7g
炭水化物 23.6g
糖質 22g
食物繊維 1.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個（45g）あたり

特別栽培の玄米を、ていね
いに杵つき製法でつきま
した。白米にはない、玄米
特有の香ばしさとほのか
な甘みをご賞味ください。
１個づつ個包装になって
います。  

玄米もち〈特別栽培米使用〉
ムソー

●容量：３１５g（７個）　●入数：20
●商品サイズ：230×170×35㎜
●商品重量：330g　●賞：1年

¥580（¥626）21802

水稲もち米（国内産）、よもぎ

エネルギー 102kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.7g
炭水化物 22.9g
糖質 21.3g
食物繊維 1.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １個（45g）あたり

特別栽培の玄米によもぎ
を加えて、ていねいに杵つ
き製法でつきました。玄米
特有の香ばしさとほのか
な甘み、よもぎの香りをご
賞味下さい。１個づつ個包
装になっています。 

玄米もち・よもぎ〈特別栽培米使用〉
ムソー

●容量：３１５g（７個）　●入数：20
●商品サイズ：230×170×35㎜
●商品重量：330g　●賞：1年

¥580（¥626）21803

有機白米（国内産）

エネルギー 111kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.2g
炭水化物 25.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 １切あたり

有機のもち米を原料とした、コシのあるおいしい
お餅です。長期保存可能な真空パック包装です。

国内産有機・白もち
コジマ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×70×35㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥500（¥540）21801

もち米（島根県産・仁多産水稲もち米１００％）

奥出雲・仁多産のもち米を
１００％使用し、杵で丁寧に
つき上げた、生もちです。

仁多の杵つきもち・白米
冬季木次

●容量：３８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×50㎜
●商品重量：400g　●賞：6ヵ月

¥600（¥648）21851（西日本）
21898（東日本）

玄米（北海道産）

エネルギー 218kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 1.1g
炭水化物 47.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米あや
ひめ・玄米を圧力釡で丁寧
に炊きあげ、お手軽に召し
上がれるパックごはんに
仕上げました。

助っ人飯米・玄米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥190（¥205）21814

うるち米（北海道産）

エネルギー 267kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.6g
炭水化物 61g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米なな
つぼしを使用、お手軽に召
し上がれるパックごはん
に仕上げました。

助っ人飯米・白米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：175g　●賞：7ヵ月

¥200（¥216）21815

玄米（北海道産）、小豆 

エネルギー 246kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 1.4g
炭水化物 51.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米「あ
やひめ」と「国内産小豆」
を圧力釡で丁寧に炊きあ
げ、お手軽に召し上がれる
パックごはんに仕上げまし
た。 

助っ人飯米・小豆入り玄米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：175g　●賞：1年

¥210（¥227）21817

有機玄米（秋田県産）

玄米の栄養を残し、表皮の
保護膜だけを除き食べや
すくしました。普通のお釡
で手軽にふっくらと玄米が
炊きあがります。

秋田県産ふっくらやわらか有機玄米
ムソー

●容量：９００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×80×240㎜
●商品重量：910g　●賞：—

¥1,000（¥1,080）21862

有機玄米（滋賀県産等）、食塩

食養料理として欠かせな
い“玄米クリーム”をレトル
トパックにしました。離乳
食、介護食などにもご利用
いただけます。

玄米クリーム
無双本舗

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×118×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥250（¥270）21810

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 31kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.2g
炭水化物 6.9g
食塩相当量 0.12g

栄養成分 100ｇあたり

有機玄米のお粥を丁寧に
裏ごししてクリーム状にし
ています。食欲のない時
に、また離乳食などにもご
利用いただけます。

有機・玄米クリーム
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥230（¥248）21754

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 41kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.4g
炭水化物 8.7g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、こだわり
の玄米粥。トロリとした味
わいが特長です。かくし味
に使う食塩は海の精を使
用しています。

有機・玄米粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥180（¥194）21805

有機玄米（国産）、有機小豆、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 9.5g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米と有
機小豆を圧力釡で調理し
た、小豆の甘味を感じるこ
だわりの玄米小豆粥です。
食塩は海の精を使用。

有機・玄米小豆粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥180（¥194）21806

有機玄米（国内産）、かぼちゃ（国内産）、食塩（海の精：大
島産）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.3g
炭水化物 8.8g
食塩相当量 0.18g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、国産かぼ
ちゃ入りの玄米かぼちゃ粥
です。食塩は海の精を使
用。

玄米かぼちゃ粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

限定¥200（¥216）21807

有機玄米（国内産）、さつまいも（国内産）、食塩（海の精：
大島産）

エネルギー 50kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.4g
炭水化物 10.8g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、国産さつ
まいも入りの玄米いも粥
です。食塩は海の精を使
用。

玄米いも粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥200（¥216）21808
有機玄米（国内産）、野菜（玉ねぎ：国内産、じゃがいも：国
内産、人参：国内産、セロリ：国内産、とうもろこし：北海道
産）、トマトピューレ（国内産）、野菜ブイヨン、カレー粉、食
塩、香辛料（原材料の一部に大豆・小麦を含む）

エネルギー 106kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 22.1g
食塩相当量 1.14g

栄養成分 １袋あたり

国産有機玄米と国産野菜
をカレーのスパイスがきい
たスープで煮つめた玄米
リゾットです。

玄米カレーリゾット
コジマ

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥260（¥281）21868
小麦 大豆

有機玄米（国内産）、野菜（玉ねぎ：国内産、じゃがいも：国
内産、人参：国内産、セロリ：国内産、とうもろこし：北海道
産、ピーマン：国内産）、トマトピューレ（トマト：国内産）、野
菜ブイヨン、食塩、香辛料（原材料の一部に大豆・小麦を
含む）

エネルギー 136kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1g
炭水化物 28.4g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋あたり

トマト・玉ねぎ・人参など国
産野菜の旨味がつまった
有機玄米１００％のリゾット
です。

玄米トマトリゾット
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥260（¥281）21869
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

野菜（ごぼう：国内産、たけのこ、にんじん、しいたけ）、鶏
肉、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖（てんさい糖）、鶏脂、
清酒、発酵調味料、食塩

エネルギー 225kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 8.7g
炭水化物 25.1g
食塩相当量 6.6g

栄養成分 170gあたり

宮崎の地鶏「みやざき地頭
鶏」を100％使用し、全て
国産の野菜を使用してい
ます。エキス類不使用で素
材の味を活かしています。

地鶏めしの素
ムソー

●容量：２合用　●入数：30
●商品サイズ：179×140×20㎜
●賞：2年

¥470（¥508）21325
小麦 大豆

〈すし具〉野菜（人参：島根県産他、れんこん：熊本県・佐
賀県産他）、砂糖（さとうきび：鹿児島県産）、醸造酢（米
酢：国内産）、食塩（伯方の塩：メキシコ・国内産他）、油揚
げ（大豆：国内産、菜種油：オーストラリア産）、かんぴょう
（栃木県産）、椎茸（愛媛県・大分県産他）、かつお節エキ
ス（国内産他）、醤油（小麦・大豆：国内産））、発酵調味料/
豆腐用凝固剤 　〈小袋〉刻み海苔（瀬戸内・有明産）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.6g
炭水化物 24.2g
食塩相当量 4.4g

栄養成分 100gあたり

国内産の人参、椎茸、干瓢、蓮根、
油揚げを使用したまろやか仕立
てのちらし寿司の素です。温かい
ご飯に混ぜるだけで、おいしい五
目ちらしずしが簡単にできます。

国産野菜の五目ちらしずしの素
ムソー

●容量：２合用　●入数：20
●商品サイズ：180×135×25㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥450（¥486）21377
小麦 大豆

水稲もち米（国内産）

エネルギー 104kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.7g
炭水化物 23.6g
糖質 22g
食物繊維 1.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個（45g）あたり

特別栽培の玄米を、ていね
いに杵つき製法でつきま
した。白米にはない、玄米
特有の香ばしさとほのか
な甘みをご賞味ください。
１個づつ個包装になって
います。  

玄米もち〈特別栽培米使用〉
ムソー

●容量：３１５g（７個）　●入数：20
●商品サイズ：230×170×35㎜
●商品重量：330g　●賞：1年

¥580（¥626）21802

水稲もち米（国内産）、よもぎ

エネルギー 102kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0.7g
炭水化物 22.9g
糖質 21.3g
食物繊維 1.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １個（45g）あたり

特別栽培の玄米によもぎ
を加えて、ていねいに杵つ
き製法でつきました。玄米
特有の香ばしさとほのか
な甘み、よもぎの香りをご
賞味下さい。１個づつ個包
装になっています。 

玄米もち・よもぎ〈特別栽培米使用〉
ムソー

●容量：３１５g（７個）　●入数：20
●商品サイズ：230×170×35㎜
●商品重量：330g　●賞：1年

¥580（¥626）21803

有機白米（国内産）

エネルギー 111kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.2g
炭水化物 25.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 １切あたり

有機のもち米を原料とした、コシのあるおいしい
お餅です。長期保存可能な真空パック包装です。

国内産有機・白もち
コジマ

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×70×35㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥500（¥540）21801

もち米（島根県産・仁多産水稲もち米１００％）

奥出雲・仁多産のもち米を
１００％使用し、杵で丁寧に
つき上げた、生もちです。

仁多の杵つきもち・白米
冬季木次

●容量：３８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×50㎜
●商品重量：400g　●賞：6ヵ月

¥600（¥648）21851（西日本）
21898（東日本）

玄米（北海道産）

エネルギー 218kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 1.1g
炭水化物 47.4g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米あや
ひめ・玄米を圧力釡で丁寧
に炊きあげ、お手軽に召し
上がれるパックごはんに
仕上げました。

助っ人飯米・玄米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥190（¥205）21814

うるち米（北海道産）

エネルギー 267kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.6g
炭水化物 61g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米なな
つぼしを使用、お手軽に召
し上がれるパックごはん
に仕上げました。

助っ人飯米・白米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：175g　●賞：7ヵ月

¥200（¥216）21815

玄米（北海道産）、小豆 

エネルギー 246kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 1.4g
炭水化物 51.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 1パック160gあたり

北海道産特別栽培米「あ
やひめ」と「国内産小豆」
を圧力釡で丁寧に炊きあ
げ、お手軽に召し上がれる
パックごはんに仕上げまし
た。 

助っ人飯米・小豆入り玄米ごはん
ムソー

●容量：１６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：30×100×130㎜
●商品重量：175g　●賞：1年

¥210（¥227）21817

有機玄米（秋田県産）

玄米の栄養を残し、表皮の
保護膜だけを除き食べや
すくしました。普通のお釡
で手軽にふっくらと玄米が
炊きあがります。

秋田県産ふっくらやわらか有機玄米
ムソー

●容量：９００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×80×240㎜
●商品重量：910g　●賞：—

¥1,000（¥1,080）21862

有機玄米（滋賀県産等）、食塩

食養料理として欠かせな
い“玄米クリーム”をレトル
トパックにしました。離乳
食、介護食などにもご利用
いただけます。

玄米クリーム
無双本舗

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×118×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥250（¥270）21810

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 31kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.2g
炭水化物 6.9g
食塩相当量 0.12g

栄養成分 100ｇあたり

有機玄米のお粥を丁寧に
裏ごししてクリーム状にし
ています。食欲のない時
に、また離乳食などにもご
利用いただけます。

有機・玄米クリーム
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥230（¥248）21754

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 41kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.4g
炭水化物 8.7g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、こだわり
の玄米粥。トロリとした味
わいが特長です。かくし味
に使う食塩は海の精を使
用しています。

有機・玄米粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥180（¥194）21805

有機玄米（国産）、有機小豆、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 9.5g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米と有
機小豆を圧力釡で調理し
た、小豆の甘味を感じるこ
だわりの玄米小豆粥です。
食塩は海の精を使用。

有機・玄米小豆粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥180（¥194）21806

有機玄米（国内産）、かぼちゃ（国内産）、食塩（海の精：大
島産）

エネルギー 42kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.3g
炭水化物 8.8g
食塩相当量 0.18g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、国産かぼ
ちゃ入りの玄米かぼちゃ粥
です。食塩は海の精を使
用。

玄米かぼちゃ粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

限定¥200（¥216）21807

有機玄米（国内産）、さつまいも（国内産）、食塩（海の精：
大島産）

エネルギー 50kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.4g
炭水化物 10.8g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100gあたり

国内産有機栽培玄米を圧
力釡で調理した、国産さつ
まいも入りの玄米いも粥
です。食塩は海の精を使
用。

玄米いも粥
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥200（¥216）21808
有機玄米（国内産）、野菜（玉ねぎ：国内産、じゃがいも：国
内産、人参：国内産、セロリ：国内産、とうもろこし：北海道
産）、トマトピューレ（国内産）、野菜ブイヨン、カレー粉、食
塩、香辛料（原材料の一部に大豆・小麦を含む）

エネルギー 106kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 22.1g
食塩相当量 1.14g

栄養成分 １袋あたり

国産有機玄米と国産野菜
をカレーのスパイスがきい
たスープで煮つめた玄米
リゾットです。

玄米カレーリゾット
コジマ

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥260（¥281）21868
小麦 大豆

有機玄米（国内産）、野菜（玉ねぎ：国内産、じゃがいも：国
内産、人参：国内産、セロリ：国内産、とうもろこし：北海道
産、ピーマン：国内産）、トマトピューレ（トマト：国内産）、野
菜ブイヨン、食塩、香辛料（原材料の一部に大豆・小麦を
含む）

エネルギー 136kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1g
炭水化物 28.4g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋あたり

トマト・玉ねぎ・人参など国
産野菜の旨味がつまった
有機玄米１００％のリゾット
です。

玄米トマトリゾット
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥260（¥281）21869
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機大豆（富山県産他）、有機こんにゃく（こんにゃくい
も：群馬県産）、有機砂糖（ブラジル産）、昆布（北海道
産）、有機だし（有機醤油（大豆：北米産他、小麦：北米産
他）、かつおだし（鰹：鹿児島県産）、さばだし（さば：熊本
県産）、昆布だし（昆布：北海道産）、有機砂糖（ブラジル
産）、みりん（米：国内産、食塩）、有機みりん（米：アメリカ
産）、有機醤油（大豆：国内産、小麦：国内産）、食塩、昆布
だし（昆布：北海道産）、水酸化カルシウム

エネルギー 152kcal
たんぱく質 13g
脂質 3.5g
炭水化物 17.1g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

富山県産有機大豆と有機こ
んにゃくを昆布とかつおの
こだわりのだしで煮込んだ
有機認定商品の煮豆です。

有機大豆煮豆
ムソー

●容量：１４５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：150g　●賞：1年

¥380（¥410）21703
小麦 大豆

有機金時豆（北海道産他）、有機砂糖（ブラジル産）、有
機黒糖（コスタリカ産）、有機みりん（米：アメリカ産）、麦
芽水飴（甘藷：国内産）

エネルギー 205kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 0.5g
炭水化物 42.8g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

富山県産有機金時豆をコ
クのあるほどよい甘さに
仕上げた有機認定商品の
煮豆です。

有機金時煮豆
ムソー

●容量：１２５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥380（¥410）21704

有機黒大豆（国産）、有機砂糖、有機黒糖、本みりん、麦
芽水飴、食塩、（一部に大豆を含む） 

エネルギー 214kcal
たんぱく質 12g
脂質 5.4g
炭水化物 29.4g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

国内産有機黒大豆を、有
機砂糖と有機黒糖を使用
し、ほど良い甘さにしっと
りと仕上げました。重曹、
酸化鉄不使用。 

有機黒煮豆
ムソー

●容量：１２５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：130g　●賞：１年

¥380（¥410）21689
大豆

昆布（北海道産）、醤油（大豆：滋賀県産、新潟県産他、小
麦：北海道産）、砂糖、水飴、胡麻

エネルギー 207kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 1.6g
炭水化物 43g
食塩相当量 5.1g

栄養成分 100gあたり

北海道産の昆布に香ばし
い香りの胡麻を加えた佃
煮です。こだわりの調味料
でじっくり炊き込み、素材
の味を大切に仕上げまし
た。

胡麻昆布佃煮
ムソー

●容量：７５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×7㎜
●商品重量：80g　●賞：3ヵ月

¥260（¥281）22282
小麦 大豆

昆布（北海道産）、椎茸（国内産）、醤油（大豆：滋賀県産、
新潟県産他、小麦：北海道産）、砂糖、水飴

エネルギー 175kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.5g
炭水化物 38.4g
食塩相当量 4.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産の昆布に国内産
のスライスした椎茸を加え
ました。こだわりの調味料
でじっくり炊き込み、素材
の味を大切に仕上げまし
た。

椎茸昆布佃煮
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×7㎜
●商品重量：65g　●賞：3ヵ月

¥260（¥281）22283
小麦 大豆

小女子（国内産）、胡麻、水飴、砂糖、醤油（大豆：滋賀県
産、新潟県産他、小麦：北海道産）

エネルギー 334kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 6g
炭水化物 44.4g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

小女子（こうなご）は「いか
なご」「かますご」とも言わ
れる魚です。国内産の小
女子をこだわりの調味料
でじっくり炊き込み、柔らか
く仕上げました。

小女子佃煮
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×8㎜
●商品重量：50g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）22284
小麦 大豆

のり、醤油、砂糖、発酵調味料、昆布エキス、寒天

エネルギー 138kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.1g
炭水化物 31.6g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 100gあたり

希少性の高い小豆島産
「生」のりを100%使用し、
のり本来の風味が残るよ
う厳選した調味料でじっく
り炊き上げた佃煮です。

「島っこ」生のり佃煮
宝食品

●容量：90ｇ　●入数：40
●商品サイズ：60×60×67㎜
●商品重量：210g　●賞：1年半

¥400（¥432）22324
小麦

醤油（大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦を含む）、粗
糖、麦芽水飴、のり（岩のり50%・あまのり25%・ひとえぐ
さ25%）、みりん、鰹節エキス 

エネルギー 152kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.2g
炭水化物 33.1g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

荒磯の香り豊かな岩のり
を本醸造醤油でじっくり炊
いた、甘口タイプの美味し
い佃煮です。

岩のり入り　のり佃煮
マルシマ

●容量：１５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：65×65×73㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥570（¥616）22300
小麦 大豆

有機梅（奈良県産）、漬け原材料〔食塩、有機しそ（奈良県
産）〕 

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 9.7g
食塩相当量 19.0g

栄養成分 100gあたり

原料は奈良県産有機栽培の梅を１００％使用し、
伝統製法で仕上げた最高級の梅干しです。

有機・梅干
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×125×43㎜
●商品重量：198g　●賞：2年

¥730（¥788）21200

有機玄米（国内産）、豆乳、野菜（玉ねぎ：国内産、えのき：
国内産、とうもろこし：北海道産、舞茸：国内産、マッシュ
ルーム：国内産）、野菜ブイヨン、ワイン、食塩、香辛料（原
材料の一部に大豆・小麦を含む）

エネルギー 108kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 0.7g
炭水化物 21.2g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋あたり

国産大豆の豆乳をベース
としたホワイトクリーム風
の玄米リゾットです。３種の
国産きのこを加え、クリー
ミーな食感です。

玄米豆乳リゾット
コジマ

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥260（¥281）21890
小麦 大豆

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。

有機発芽玄米おにぎり
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21755

有機玄米（国内産）、わかめ（徳島県鳴門産）、食塩（海の
精：大島産）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。鳴門わかめ入
りです。

有機発芽玄米おにぎり・わかめ
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21756

有機玄米（国内産）、しそ（和歌山県産）、食塩（海の精：大
島産）

エネルギー 131kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 1g
炭水化物 27.8g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。和歌山産のし
その粉入りです。

有機発芽玄米おにぎり・しそ
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21757

有機玄米（国産）、有機小豆、ごま、食塩 （海の精：大島
産）

エネルギー 136kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 1.3g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
有機小豆と一緒にふっくら
炊き上げたごはんをおに
ぎりにし、パックに詰めまし
た。黒ごま入りです。

有機発芽玄米おにぎり・小豆
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21863

有機玄米（国内産）、鰹節（九州産）、醤油、食塩（海の精：
大島産）

エネルギー 137kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.9g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ごはんをおにぎりにしパッ
クに詰めました国産の鰹
節と本醸造醤油を混ぜた
おにぎりです。

発芽玄米おにぎり・おかか
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21865
小麦 大豆

玄米（秋田県産100％）

エネルギー 317kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 2.4g
糖質 66.4g
食物繊維 3g

栄養成分 1袋120ｇあたり

栽培期間中農薬不使用の
玄米を発芽させた後、水分
を含んだ状態で真空パッ
クしています。水洗いなし
で直ぐに普通の炊飯器で
炊くことができます。

発芽玄米・特別栽培米あきたこまち
アジテックファインフーズ

●容量：１２０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：250×130×60㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥933（¥1,008）21759

もち米（佐賀県産）、小豆煮汁（小豆（北海道産）、食塩）、
小豆煮豆（小豆（北海道産））

小豆煮汁を100%使用し
て、自然な色調に仕上り
ます。もち米は佐賀県産の
「ひよくもち」を使用。小豆
は特別栽培された北海道
産小豆を使用。家庭の炊
飯器で手軽に美味しいお
こわ風の赤飯が出来ます。

赤飯　祝御膳2合炊き
山清

●入数：20
●商品サイズ：220×180×60㎜
●商品重量：530g　●賞：1年

限定¥864（¥934）37416

スルメイカ（国産）、玄米（北海道産）、醤油、砂糖、醗酵調
味料、食塩

エネルギー 134kcal
たんぱく質 14.1g
脂質 1.2g
炭水化物 16.8g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

近海産のスルメイカに有
機玄米を使用した、温める
だけで食べられる釡炊き
玄米いかごはんです。

玄米いかごはん
ｴﾋﾞｽﾊﾟｯｸ

●容量：1尾　●入数：12
●商品サイズ：235×130×30㎜
●商品重量：125g　●賞：3ヵ月

¥480（¥518）21818
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機大豆（富山県産他）、有機こんにゃく（こんにゃくい
も：群馬県産）、有機砂糖（ブラジル産）、昆布（北海道
産）、有機だし（有機醤油（大豆：北米産他、小麦：北米産
他）、かつおだし（鰹：鹿児島県産）、さばだし（さば：熊本
県産）、昆布だし（昆布：北海道産）、有機砂糖（ブラジル
産）、みりん（米：国内産、食塩）、有機みりん（米：アメリカ
産）、有機醤油（大豆：国内産、小麦：国内産）、食塩、昆布
だし（昆布：北海道産）、水酸化カルシウム

エネルギー 152kcal
たんぱく質 13g
脂質 3.5g
炭水化物 17.1g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

富山県産有機大豆と有機こ
んにゃくを昆布とかつおの
こだわりのだしで煮込んだ
有機認定商品の煮豆です。

有機大豆煮豆
ムソー

●容量：１４５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：150g　●賞：1年

¥380（¥410）21703
小麦 大豆

有機金時豆（北海道産他）、有機砂糖（ブラジル産）、有
機黒糖（コスタリカ産）、有機みりん（米：アメリカ産）、麦
芽水飴（甘藷：国内産）

エネルギー 205kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 0.5g
炭水化物 42.8g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

富山県産有機金時豆をコ
クのあるほどよい甘さに
仕上げた有機認定商品の
煮豆です。

有機金時煮豆
ムソー

●容量：１２５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥380（¥410）21704

有機黒大豆（国産）、有機砂糖、有機黒糖、本みりん、麦
芽水飴、食塩、（一部に大豆を含む） 

エネルギー 214kcal
たんぱく質 12g
脂質 5.4g
炭水化物 29.4g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

国内産有機黒大豆を、有
機砂糖と有機黒糖を使用
し、ほど良い甘さにしっと
りと仕上げました。重曹、
酸化鉄不使用。 

有機黒煮豆
ムソー

●容量：１２５ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×40×150㎜
●商品重量：130g　●賞：１年

¥380（¥410）21689
大豆

昆布（北海道産）、醤油（大豆：滋賀県産、新潟県産他、小
麦：北海道産）、砂糖、水飴、胡麻

エネルギー 207kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 1.6g
炭水化物 43g
食塩相当量 5.1g

栄養成分 100gあたり

北海道産の昆布に香ばし
い香りの胡麻を加えた佃
煮です。こだわりの調味料
でじっくり炊き込み、素材
の味を大切に仕上げまし
た。

胡麻昆布佃煮
ムソー

●容量：７５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×7㎜
●商品重量：80g　●賞：3ヵ月

¥260（¥281）22282
小麦 大豆

昆布（北海道産）、椎茸（国内産）、醤油（大豆：滋賀県産、
新潟県産他、小麦：北海道産）、砂糖、水飴

エネルギー 175kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.5g
炭水化物 38.4g
食塩相当量 4.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産の昆布に国内産
のスライスした椎茸を加え
ました。こだわりの調味料
でじっくり炊き込み、素材
の味を大切に仕上げまし
た。

椎茸昆布佃煮
ムソー

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×7㎜
●商品重量：65g　●賞：3ヵ月

¥260（¥281）22283
小麦 大豆

小女子（国内産）、胡麻、水飴、砂糖、醤油（大豆：滋賀県
産、新潟県産他、小麦：北海道産）

エネルギー 334kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 6g
炭水化物 44.4g
食塩相当量 2.8g

栄養成分 100gあたり

小女子（こうなご）は「いか
なご」「かますご」とも言わ
れる魚です。国内産の小
女子をこだわりの調味料
でじっくり炊き込み、柔らか
く仕上げました。

小女子佃煮
ムソー

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×8㎜
●商品重量：50g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）22284
小麦 大豆

のり、醤油、砂糖、発酵調味料、昆布エキス、寒天

エネルギー 138kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.1g
炭水化物 31.6g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 100gあたり

希少性の高い小豆島産
「生」のりを100%使用し、
のり本来の風味が残るよ
う厳選した調味料でじっく
り炊き上げた佃煮です。

「島っこ」生のり佃煮
宝食品

●容量：90ｇ　●入数：40
●商品サイズ：60×60×67㎜
●商品重量：210g　●賞：1年半

¥400（¥432）22324
小麦

醤油（大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦を含む）、粗
糖、麦芽水飴、のり（岩のり50%・あまのり25%・ひとえぐ
さ25%）、みりん、鰹節エキス 

エネルギー 152kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.2g
炭水化物 33.1g
食塩相当量 5.8g

栄養成分 100gあたり

荒磯の香り豊かな岩のり
を本醸造醤油でじっくり炊
いた、甘口タイプの美味し
い佃煮です。

岩のり入り　のり佃煮
マルシマ

●容量：１５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：65×65×73㎜
●商品重量：320g　●賞：1年

¥570（¥616）22300
小麦 大豆

有機梅（奈良県産）、漬け原材料〔食塩、有機しそ（奈良県
産）〕 

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 9.7g
食塩相当量 19.0g

栄養成分 100gあたり

原料は奈良県産有機栽培の梅を１００％使用し、
伝統製法で仕上げた最高級の梅干しです。

有機・梅干
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：125×125×43㎜
●商品重量：198g　●賞：2年

¥730（¥788）21200

有機玄米（国内産）、豆乳、野菜（玉ねぎ：国内産、えのき：
国内産、とうもろこし：北海道産、舞茸：国内産、マッシュ
ルーム：国内産）、野菜ブイヨン、ワイン、食塩、香辛料（原
材料の一部に大豆・小麦を含む）

エネルギー 108kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 0.7g
炭水化物 21.2g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋あたり

国産大豆の豆乳をベース
としたホワイトクリーム風
の玄米リゾットです。３種の
国産きのこを加え、クリー
ミーな食感です。

玄米豆乳リゾット
コジマ

●容量：１８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥260（¥281）21890
小麦 大豆

有機玄米（国内産）、食塩（海の精：大島産）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。

有機発芽玄米おにぎり
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21755

有機玄米（国内産）、わかめ（徳島県鳴門産）、食塩（海の
精：大島産）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.9g
炭水化物 27.4g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。鳴門わかめ入
りです。

有機発芽玄米おにぎり・わかめ
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21756

有機玄米（国内産）、しそ（和歌山県産）、食塩（海の精：大
島産）

エネルギー 131kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 1g
炭水化物 27.8g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ふっくら炊き上げたごはん
をおにぎりにし、パックに
詰めました。和歌山産のし
その粉入りです。

有機発芽玄米おにぎり・しそ
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21757

有機玄米（国産）、有機小豆、ごま、食塩 （海の精：大島
産）

エネルギー 136kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 1.3g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
有機小豆と一緒にふっくら
炊き上げたごはんをおに
ぎりにし、パックに詰めまし
た。黒ごま入りです。

有機発芽玄米おにぎり・小豆
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21863

有機玄米（国内産）、鰹節（九州産）、醤油、食塩（海の精：
大島産）

エネルギー 137kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.9g
炭水化物 26.5g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １個90gあたり

有機発芽玄米１００％使用。
ごはんをおにぎりにしパッ
クに詰めました国産の鰹
節と本醸造醤油を混ぜた
おにぎりです。

発芽玄米おにぎり・おかか
コジマ

●容量：９０ｇ×２　●入数：12
●商品サイズ：110×210×30㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥370（¥400）21865
小麦 大豆

玄米（秋田県産100％）

エネルギー 317kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 2.4g
糖質 66.4g
食物繊維 3g

栄養成分 1袋120ｇあたり

栽培期間中農薬不使用の
玄米を発芽させた後、水分
を含んだ状態で真空パッ
クしています。水洗いなし
で直ぐに普通の炊飯器で
炊くことができます。

発芽玄米・特別栽培米あきたこまち
アジテックファインフーズ

●容量：１２０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：250×130×60㎜
●商品重量：620g　●賞：1年

¥933（¥1,008）21759

もち米（佐賀県産）、小豆煮汁（小豆（北海道産）、食塩）、
小豆煮豆（小豆（北海道産））

小豆煮汁を100%使用し
て、自然な色調に仕上り
ます。もち米は佐賀県産の
「ひよくもち」を使用。小豆
は特別栽培された北海道
産小豆を使用。家庭の炊
飯器で手軽に美味しいお
こわ風の赤飯が出来ます。

赤飯　祝御膳2合炊き
山清

●入数：20
●商品サイズ：220×180×60㎜
●商品重量：530g　●賞：1年

限定¥864（¥934）37416

スルメイカ（国産）、玄米（北海道産）、醤油、砂糖、醗酵調
味料、食塩

エネルギー 134kcal
たんぱく質 14.1g
脂質 1.2g
炭水化物 16.8g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

近海産のスルメイカに有
機玄米を使用した、温める
だけで食べられる釡炊き
玄米いかごはんです。

玄米いかごはん
ｴﾋﾞｽﾊﾟｯｸ

●容量：1尾　●入数：12
●商品サイズ：235×130×30㎜
●商品重量：125g　●賞：3ヵ月

¥480（¥518）21818
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩
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食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機きゅうり（国産）、漬け原材料［有機しょうゆ（大豆・小
麦を含む）、有機みそ、本みりん、梅酢、食塩、昆布］

エネルギー 62kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 1.1g
炭水化物 9.2g
食塩相当量 5.7g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加のきゅうり諸味漬です。
国内の契約農家で栽培し
た有機きゅうりを使用して
います。

国産・きゅうり諸味漬
海の精

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：200×130×10㎜
●商品重量：130g　●賞：8ヵ月

¥480（¥518）21284
小麦 大豆

大根（国産）、漬け原材料（砂糖（甜菜含蜜糖）、米ぬか、
食塩（天日塩）、米酢）

エネルギー 90kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.2g
炭水化物 20.7g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

国産大根を広葉樹（桜や
楢、けやきなど）の焚き木
で燻し、甜菜含蜜糖、米ぬ
か、天日塩、米酢でじっくり
と漬け上げました。 

いぶりがっこ
マルアイ

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：175×140×23㎜
●商品重量：106g　●賞：150日

¥450（¥486）21282

らっきょう（宮崎県産）、漬け原材料（砂糖、米酢、食塩）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 32.4g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 100gあたり

宮崎県産らっきょうをじっ
くり乳酸醗酵させ、大粒
でカリカリ食感に仕上げ
甘酢でアッサリと漬けまし
た。

宮崎県産甘らっきょう
上沖産業

●容量：１００ｇ　●入数：20
●賞：4ヵ月

¥420（¥454）21303

梅漬け調味液（梅、砂糖、りんご酢、食塩、はちみつ）、砂
糖、食塩、昆布エキス、醤油（小麦・大豆を含む）、かつお
だし、米酢

エネルギー 97kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0g
炭水化物 23.3g
食塩相当量 10.1g

栄養成分 1袋（125ml）あたり

風味豊かな鰹と昆布のだ
しに、梅干しの漬け液を加
えたほんのり梅香る浅漬
けの素です。

浅漬けの素
冨貴

●容量：１２５ｍｌ　●入数：20
●賞：６ヶ月

¥250（¥270）12018
小麦 大豆

米ぬか糀（長野県産他）、米糀（長野県産他）、食塩、酵母
菌、乳酸菌

米ぬかの旨味が酵母菌・
乳酸菌による発酵で生み
出された無添加の浅漬の
素です。お野菜を刻んで液
に入れてもみこむだけ。

麹屋甚平・浅漬の素
マルアイ

●容量：５００ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×205㎜
●商品重量：585g　●賞：1年

¥360（¥388）12017

米ぬか（長野県産他）、食塩、唐辛子（長野県産他）

そのまま漬け込むだけで
手軽にぬか漬けをつくれま
す。乳酸菌、酵母菌をぬか
に植え付け発酵させたぬ
か床です。

麹屋甚平・熟成ぬか床
マルアイ

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：275×200×25㎜
●商品重量：1020g　●賞：1年

¥550（¥594）22004

米ぬか（長野県産他）、食塩、唐辛子（長野県産他）

そのまま漬け込むだけで手軽にぬか漬けができ
る便利な容器入り。乳酸菌、酵母菌をぬかに植え
付け発酵させたぬか床です。

麹屋甚平・熟成ぬか床〈容器入〉
マルアイ

●容量：１．２ｋｇ　●入数：6
●商品サイズ：210×155×80㎜
●商品重量：1400g　●賞：1年

¥800（¥864）22008

米ぬか（長野県産他）、食塩、米糀（長野県産）、唐辛子
（長野県産他）

「麹屋甚平熟成ぬか床」の
補充用として、塩分も入っ
ていますのでそのまま足し
ていただけます。

麹屋甚平・補充用熟成ぬか
マルアイ

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×175×30㎜
●商品重量：410g　●賞：1年

¥270（¥291）22009

スルメイカ、砂糖、食塩 

国産のスルメイカを丸ごと砂糖と塩のみで焼き
上げました。

いか丸やき
ムソー

●容量：２尾　●入数：10
●商品サイズ：190×165×100㎜
●商品重量：100g　●賞：3ヵ月

¥490（¥529）22359

有機梅（奈良県・三重県産）、漬け原材料（有機シソ：奈良
県・和歌山県産、食塩：伊豆大島産）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.2g
炭水化物 10.0g
食塩相当量 18.3g

栄養成分 100gあたり

奈良吉野や紀州の有機梅と有機シソを伝統海塩
「海の精」で漬けた国産有機の梅干です。

国産有機・紅玉梅干
海の精

●容量：１２０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：126×126×30㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥610（¥659）21221

梅（奈良県・和歌山県・三重県産）、漬け原材料（シソ：奈
良県・和歌山県産、食塩：伊豆大島産）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.2g
炭水化物 10.0g
食塩相当量 18.3g

栄養成分 100gあたり

奈良吉野や紀州の契約栽培の小梅とシソを伝
統海塩「海の精」で漬けた昔ながらの小梅干で
す。

国産・紅玉小梅
海の精

●容量：１２０ｇ　●入数：18
●商品サイズ：126×126×30㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥640（¥691）28108

梅（和歌山県紀州産）、漬け原材料（砂糖（甜菜：北海道
産）、蜂蜜：国内産、米酢、食塩）

エネルギー 160kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.1g
炭水化物 39g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

紀州和歌山産の梅干を、塩分３％で調整し、ビー
ト糖および国産蜂蜜、純米酢などで仕上げた、ま
ろやかな味わいの梅干です。

紀州南高　はちみつ梅
マルアイ

●容量：１３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：128×128×42㎜
●商品重量：140g　●賞：6ヵ月

¥920（¥993）21242

梅（国産）、しそ（国産）、食塩

国産の梅を使った梅干し
から梅肉をとり、細粉した
もみしそを加え、練ったも
のです。おむすび・手巻き
寿司・巻寿司の芯に。

梅びしお・チューブ入
王隠堂

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：163×55×30㎜
●商品重量：112g　●賞：6ヵ月

¥410（¥443）28103

干しだいこん（宮崎県産）、漬け原材料（米ぬか、麦芽水
飴、食塩、米酢）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.4g
炭水化物 14.4g
食塩相当量 3.9g

栄養成分 100gあたり

宮崎県の大根を使い代々
伝わる独自の製法により
長時間漬け込んだ素朴で
すばらしい味がひきだされ
た沢庵です。

本干たくあん
ムソー

●容量：１本入り　●入数：20
●商品サイズ：440×100×30㎜
●商品重量：260g　●賞：4ヵ月

¥470（¥508）21249
干し大根（宮崎県産）、なす（国内産）、きゅうり（九州産）、
れんこん（国内産）、しそ（国内産）、なた豆（国内産）、生
姜（宮崎県産）、漬け原材料〔砂糖、しょうゆ、麦芽水飴、
発酵調味料、食塩、酵母エキス、ごま(有機）、かつおエキ
ス、唐辛子〕

エネルギー 130kcal
たんぱく質 2g
脂質 0.4g
炭水化物 29.6g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 100gあたり

使用する野菜を「国内産」
に限定しました。干し大根
を中心に７種類の原料を
漬け込んだ福神漬です。

香味食菜・福神漬
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×135×10㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）21277
小麦 大豆

大根、漬け原材料（米ぬか、食塩、とうがらし）

エネルギー 71kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.6g
炭水化物 15.0g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 100ｇあたり

契約農家で栽培した大根
を天日干しして甘さを引き
出し、米ぬかに漬け込んだ
昔ながらのたくあんです。

国産・天日干したくあんハーフサイズ
海の精

●容量：1個　●入数：30
●賞：1年

¥435（¥470）21251
有機大根（宮崎県産）、有機なす（国産）、有機きゅうり（国
産）、有機しょうが（国産）、ごま、干ししいたけ、昆布、漬
け原材料［有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、純米みり
ん、梅酢、食塩］

エネルギー 78kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 0.4g
炭水化物 15.8g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加の福神漬です。野菜は
全て国内の契約農家で栽
培した国産野菜を使用し
ています。

国産・福神漬
海の精

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：177×127×8㎜
●賞：7ヵ月

¥480（¥518）21272
小麦 大豆

有機きゅうり（国産）、有機なす（国産）、みょうが（国産）、
有機しょうが（国産）、昆布、干ししいたけ、漬け原材料
［梅酢、有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、純米みりん、
食塩］

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.5g
炭水化物 6.5g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加のしば漬です。野菜は全
て国内の契約農家で栽培
した国産野菜を使用して
います。

国産・しば漬
海の精

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：177×127×8㎜
●商品重量：100g　●賞：6ヵ月

¥498（¥538）21273
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機きゅうり（国産）、漬け原材料［有機しょうゆ（大豆・小
麦を含む）、有機みそ、本みりん、梅酢、食塩、昆布］

エネルギー 62kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 1.1g
炭水化物 9.2g
食塩相当量 5.7g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加のきゅうり諸味漬です。
国内の契約農家で栽培し
た有機きゅうりを使用して
います。

国産・きゅうり諸味漬
海の精

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：200×130×10㎜
●商品重量：130g　●賞：8ヵ月

¥480（¥518）21284
小麦 大豆

大根（国産）、漬け原材料（砂糖（甜菜含蜜糖）、米ぬか、
食塩（天日塩）、米酢）

エネルギー 90kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.2g
炭水化物 20.7g
食塩相当量 4.8g

栄養成分 100gあたり

国産大根を広葉樹（桜や
楢、けやきなど）の焚き木
で燻し、甜菜含蜜糖、米ぬ
か、天日塩、米酢でじっくり
と漬け上げました。 

いぶりがっこ
マルアイ

●容量：１００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：175×140×23㎜
●商品重量：106g　●賞：150日

¥450（¥486）21282

らっきょう（宮崎県産）、漬け原材料（砂糖、米酢、食塩）

エネルギー 126kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 32.4g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 100gあたり

宮崎県産らっきょうをじっ
くり乳酸醗酵させ、大粒
でカリカリ食感に仕上げ
甘酢でアッサリと漬けまし
た。

宮崎県産甘らっきょう
上沖産業

●容量：１００ｇ　●入数：20
●賞：4ヵ月

¥420（¥454）21303

梅漬け調味液（梅、砂糖、りんご酢、食塩、はちみつ）、砂
糖、食塩、昆布エキス、醤油（小麦・大豆を含む）、かつお
だし、米酢

エネルギー 97kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0g
炭水化物 23.3g
食塩相当量 10.1g

栄養成分 1袋（125ml）あたり

風味豊かな鰹と昆布のだ
しに、梅干しの漬け液を加
えたほんのり梅香る浅漬
けの素です。

浅漬けの素
冨貴

●容量：１２５ｍｌ　●入数：20
●賞：６ヶ月

¥250（¥270）12018
小麦 大豆

米ぬか糀（長野県産他）、米糀（長野県産他）、食塩、酵母
菌、乳酸菌

米ぬかの旨味が酵母菌・
乳酸菌による発酵で生み
出された無添加の浅漬の
素です。お野菜を刻んで液
に入れてもみこむだけ。

麹屋甚平・浅漬の素
マルアイ

●容量：５００ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：65×65×205㎜
●商品重量：585g　●賞：1年

¥360（¥388）12017

米ぬか（長野県産他）、食塩、唐辛子（長野県産他）

そのまま漬け込むだけで
手軽にぬか漬けをつくれま
す。乳酸菌、酵母菌をぬか
に植え付け発酵させたぬ
か床です。

麹屋甚平・熟成ぬか床
マルアイ

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：275×200×25㎜
●商品重量：1020g　●賞：1年

¥550（¥594）22004

米ぬか（長野県産他）、食塩、唐辛子（長野県産他）

そのまま漬け込むだけで手軽にぬか漬けができ
る便利な容器入り。乳酸菌、酵母菌をぬかに植え
付け発酵させたぬか床です。

麹屋甚平・熟成ぬか床〈容器入〉
マルアイ

●容量：１．２ｋｇ　●入数：6
●商品サイズ：210×155×80㎜
●商品重量：1400g　●賞：1年

¥800（¥864）22008

米ぬか（長野県産他）、食塩、米糀（長野県産）、唐辛子
（長野県産他）

「麹屋甚平熟成ぬか床」の
補充用として、塩分も入っ
ていますのでそのまま足し
ていただけます。

麹屋甚平・補充用熟成ぬか
マルアイ

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：260×175×30㎜
●商品重量：410g　●賞：1年

¥270（¥291）22009

スルメイカ、砂糖、食塩 

国産のスルメイカを丸ごと砂糖と塩のみで焼き
上げました。

いか丸やき
ムソー

●容量：２尾　●入数：10
●商品サイズ：190×165×100㎜
●商品重量：100g　●賞：3ヵ月

¥490（¥529）22359

有機梅（奈良県・三重県産）、漬け原材料（有機シソ：奈良
県・和歌山県産、食塩：伊豆大島産）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.2g
炭水化物 10.0g
食塩相当量 18.3g

栄養成分 100gあたり

奈良吉野や紀州の有機梅と有機シソを伝統海塩
「海の精」で漬けた国産有機の梅干です。

国産有機・紅玉梅干
海の精

●容量：１２０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：126×126×30㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥610（¥659）21221

梅（奈良県・和歌山県・三重県産）、漬け原材料（シソ：奈
良県・和歌山県産、食塩：伊豆大島産）

エネルギー 46kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.2g
炭水化物 10.0g
食塩相当量 18.3g

栄養成分 100gあたり

奈良吉野や紀州の契約栽培の小梅とシソを伝
統海塩「海の精」で漬けた昔ながらの小梅干で
す。

国産・紅玉小梅
海の精

●容量：１２０ｇ　●入数：18
●商品サイズ：126×126×30㎜
●商品重量：130g　●賞：1年

¥640（¥691）28108

梅（和歌山県紀州産）、漬け原材料（砂糖（甜菜：北海道
産）、蜂蜜：国内産、米酢、食塩）

エネルギー 160kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.1g
炭水化物 39g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

紀州和歌山産の梅干を、塩分３％で調整し、ビー
ト糖および国産蜂蜜、純米酢などで仕上げた、ま
ろやかな味わいの梅干です。

紀州南高　はちみつ梅
マルアイ

●容量：１３０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：128×128×42㎜
●商品重量：140g　●賞：6ヵ月

¥920（¥993）21242

梅（国産）、しそ（国産）、食塩

国産の梅を使った梅干し
から梅肉をとり、細粉した
もみしそを加え、練ったも
のです。おむすび・手巻き
寿司・巻寿司の芯に。

梅びしお・チューブ入
王隠堂

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：163×55×30㎜
●商品重量：112g　●賞：6ヵ月

¥410（¥443）28103

干しだいこん（宮崎県産）、漬け原材料（米ぬか、麦芽水
飴、食塩、米酢）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.4g
炭水化物 14.4g
食塩相当量 3.9g

栄養成分 100gあたり

宮崎県の大根を使い代々
伝わる独自の製法により
長時間漬け込んだ素朴で
すばらしい味がひきだされ
た沢庵です。

本干たくあん
ムソー

●容量：１本入り　●入数：20
●商品サイズ：440×100×30㎜
●商品重量：260g　●賞：4ヵ月

¥470（¥508）21249
干し大根（宮崎県産）、なす（国内産）、きゅうり（九州産）、
れんこん（国内産）、しそ（国内産）、なた豆（国内産）、生
姜（宮崎県産）、漬け原材料〔砂糖、しょうゆ、麦芽水飴、
発酵調味料、食塩、酵母エキス、ごま(有機）、かつおエキ
ス、唐辛子〕

エネルギー 130kcal
たんぱく質 2g
脂質 0.4g
炭水化物 29.6g
食塩相当量 4.2g

栄養成分 100gあたり

使用する野菜を「国内産」
に限定しました。干し大根
を中心に７種類の原料を
漬け込んだ福神漬です。

香味食菜・福神漬
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×135×10㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）21277
小麦 大豆

大根、漬け原材料（米ぬか、食塩、とうがらし）

エネルギー 71kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.6g
炭水化物 15.0g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 100ｇあたり

契約農家で栽培した大根
を天日干しして甘さを引き
出し、米ぬかに漬け込んだ
昔ながらのたくあんです。

国産・天日干したくあんハーフサイズ
海の精

●容量：1個　●入数：30
●賞：1年

¥435（¥470）21251
有機大根（宮崎県産）、有機なす（国産）、有機きゅうり（国
産）、有機しょうが（国産）、ごま、干ししいたけ、昆布、漬
け原材料［有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、純米みり
ん、梅酢、食塩］

エネルギー 78kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 0.4g
炭水化物 15.8g
食塩相当量 4.6g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加の福神漬です。野菜は
全て国内の契約農家で栽
培した国産野菜を使用し
ています。

国産・福神漬
海の精

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：177×127×8㎜
●賞：7ヵ月

¥480（¥518）21272
小麦 大豆

有機きゅうり（国産）、有機なす（国産）、みょうが（国産）、
有機しょうが（国産）、昆布、干ししいたけ、漬け原材料
［梅酢、有機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、純米みりん、
食塩］

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.5g
炭水化物 6.5g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

国産の原料と伝統的な製
法にこだわった、完全無添
加のしば漬です。野菜は全
て国内の契約農家で栽培
した国産野菜を使用して
います。

国産・しば漬
海の精

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：177×127×8㎜
●商品重量：100g　●賞：6ヵ月

¥498（¥538）21273
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

スルメイカ、砂糖、食塩 

エネルギー 144kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 1.6g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 640mg
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

日本近海で獲れたいかを、
香ばしく炙り風味豊かに
仕上げました。旨味のある
いかの皮を残して香ばしく
焼き上げました。 

炙りいか輪切り
エビスパック

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：210×170×10㎜
●商品重量：106g　●賞：3ヵ月

¥600（¥648）22349

あさり（国内産）

エネルギー 14.8kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 0.4g
ナトリウム 240mg
食塩相当量 0.6g

栄養成分 可食部1袋あたり

国産のあさりを瞬間パッ
ク。風味を丸ごと閉じ込め
ました。砂抜き・洗浄済み
のため、封を切ってエキス
ごと、そのまますぐ調理に
使えます。

そのままあさり
日本鮮食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：175×125×20㎜
●商品重量：105g　●賞：7ヵ月

¥310（¥335）21832

しじみ（国内産）

エネルギー 15.5kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.3g
炭水化物 0.5g
ナトリウム 17mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 可食部1袋あたり

国産のしじみを瞬間パッ
ク。風味を丸ごと閉じ込め
ました。砂抜き・洗浄済み
のため、封を切ってエキス
ごと、そのまますぐ調理に
使えます。

そのまましじみ
日本鮮食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：175×125×10㎜
●商品重量：105g　●賞：7ヵ月

¥290（¥313）21833

しじみ（宍道湖産）

宍道湖産、大和しじみ１００％使用しています。砂
をはかせる手間がいらず、簡単においしいしじみ
汁が出来ます。

宍道湖産大和しじみ
山光食品

●容量：１２０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：210×205×20㎜
●商品重量：135g　●賞：1年

¥380（¥410）21823
魚肉、ゆで卵（国内産）、大根（国内産）、こんにゃく（国内
産）、鰹だし（鰹：国内産）、砂糖（甜菜：北海道産）、昆布だし
（昆布：北海道産）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：北海道産）、イカ
（国内産）、食塩、醤油（大豆：島根県・鳥取県産等、小麦：
島根県産・山口県産等）、ごぼう（国内産）、味醂、食用菜
種油（菜種：オーストラリア産）、魚醤（イワシ：国内産、食
塩)、焼酎／水酸化カルシウム

エネルギー 222kcal
たんぱく質 19g
脂質 7.5g
炭水化物 17.5g
食塩相当量 5g

栄養成分 １袋あたり

こだわりの蒲鉾屋さんが作った常
温保存ができる便利なおでんです。
ささがきごぼう天・鯵はんぺん・イカ
つみれ・プレーン天・出雲野焼・こん
にゃく・大根・卵の８種８個入りです。 

味自慢出雲おでん（８種８個）
冬季別所蒲鉾

●容量：５００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：150×75×160㎜
●商品重量：511g　●賞：3ヵ月

¥915（¥988）22401
卵 小麦 大豆

イワシ（銚子港）、醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川
県産）、砂糖（鹿児島県喜界島産）

エネルギー 254kcal
たんぱく質 16.6g
脂質 18.8g
炭水化物 4.7g
ナトリウム 430mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったマイワシを厳選し、粗製糖と１年
半以上熟成させた国産丸大豆醤油だけで味付
けしています。少人数向けのミニ缶です。

ミニとろイワシ・味付
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：105×67×30㎜
●商品重量：125g　●賞：3年

限定¥300（¥324）22351
小麦 大豆

いわし（千葉県銚子港）、食塩、米酢（米：京都産他）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 15.8g
脂質 14.9g
炭水化物 0.3g
ナトリウム 420mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

貴重な脂ののった真イワ
シを、塩と純米酢だけで、
骨まで柔らかく煮込みま
した。食べやすいブツ切り
カット。砂糖不使用。

とろイワシ水煮
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：226g　●賞：3年

限定¥400（¥432）22402

さんま（北海道・三陸沖産）、砂糖（鹿児島県喜界島産）、
醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 296kcal
たんぱく質 14.3g
脂質 23.2g
炭水化物 7.5g
ナトリウム 440mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったさんまをぶ
つ切りにし、奄美諸島の粗
糖と１年半以上熟成させ
た国産丸大豆醤油だけで
素材の旨さにこだわってつ
くりました。

とろさんま・しょうゆ味
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：240g　●賞：3年

限定¥420（¥454）22361
小麦 大豆

さんま（北海道・三陸沖産）、みそ（はだか麦：長崎県・大分
県、大豆：カナダ産、米：国内産他）、砂糖（鹿児島県喜界
島産）、醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 354kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 30.2g
炭水化物 7.3g
ナトリウム 470mg
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったさんまをぶ
つ切りにし、味噌をはじめ、
奄美諸島の粗糖と１年半
以上熟成させた国産丸大
豆醤油で素材の旨さにこ
だわってつくりました。

とろさんま・みそ味
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：240g　●賞：3年

限定¥420（¥454）22362
小麦 大豆

さば（銚子港）、みそ（はだか麦：国内産、大豆：カナダ産、
米：国内産他）、砂糖（鹿児島県喜界島産）、醤油（大豆：国
内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 223kcal
たんぱく質 17.9g
脂質 13.9g
炭水化物 6.5g
ナトリウム 470mg
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

脂がのって美味しい秋さ
ばを限定し、国産はだか麦
使用の合わせみそを使用
した「サバのみそ煮」です。

とろさば・みそ煮
千葉産直

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：86×86×45㎜
●商品重量：221.2g　●賞：3年

限定¥450（¥486）22347
小麦 大豆

さば（銚子港）、食塩、米酢（米：京都府産）

エネルギー 205kcal
たんぱく質 17.3g
脂質 14.9g
炭水化物 0.5g
ナトリウム 310mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

脂がのって美味しい秋さ
ばを限定し、対馬の塩と米
酢だけで骨が柔らかくな
るまで煮込みました。

とろさば・水煮
千葉産直

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：86×86×45㎜
●商品重量：221.2g　●賞：3年

限定¥450（¥486）22348
さんま（北海道、三陸沖）、醤油（大豆・小麦を含む）、麦芽
水飴、砂糖、米醗酵調味料、昆布だし、馬鈴薯でん粉、粉
山椒（和歌山県）

エネルギー 235kcal
たんぱく質 15.4g
脂質 15.7g
炭水化物 12.3g
ナトリウム 540mg
食塩相当量 1.4g

栄養成分 100gあたり

国産原料を厳選したサン
マ蒲焼に、手摘み臼挽き紀
州産（粉）山椒を加えまし
た。直火焼きした“骨まで柔
らかい”国産サンマと、深み
のあるスッキリとした甘辛
いタレで仕上げました。

大人の蒲焼
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×65×32㎜
●商品重量：140g　●賞：3年

¥450（¥486）22344
小麦 大豆

さば（銚子港）、食塩（伊豆大島産） 、酒［米（国内産）、米
こうじ（国内産）、酒粕（国内産）］

エネルギー 185kcal
たんぱく質 21.8g
脂質 10.9g
炭水化物 0g
ナトリウム 610mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

適度に脂のある旬さばを二枚におろし、旨みの濃
い純米料理酒を一枚一枚ふりかけ、直火で皮ご
と焼き上げ、塩と酒だけで味付。皮ごと直火で焼
き上げているので焼き魚独特の風味と美味しさ
が味わえます。

焼き塩さば
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：135g　●賞：3年

¥370（¥400）22343

まいわし（銚子港）、なたね油（なたね：オーストラリア産）、
ローリエエキス（静岡県産）、食塩

エネルギー 338kcal
たんぱく質 15.4g
脂質 30.6g
炭水化物 0.3g
ナトリウム 310mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

適度に脂ののった銚子産マイワシを菜種一番搾
り油と、塩田の天日塩、国産ローリエに漬け素材
の美味しさにこだわりました。

オイルサーディン
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：134g　●賞：3年

¥380（¥410）22339

マイワシ（銚子港）、食塩（伊豆大島産）、酒〔米（国内産）、
米こうじ（国内産）、酒粕（国内産）〕

エネルギー 266kcal
たんぱく質 20.4g
脂質 19.8g
炭水化物 1.6g
ナトリウム 410mg
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

銚子産の適度に脂の乗った真いわしを2枚に開
き、焼く直前に料理酒をふりかけ直火で白焼き
に。その後塩と酒だけで骨まで柔らかく仕上げま
した。

いわしの白焼き風
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：135g　●賞：3年

¥370（¥400）22407

かき（広島県産）、オリーブオイル（スペイン産）、食塩

エネルギー 228kcal
たんぱく質 9.4g
脂質 18.3g
炭水化物 6.3g
ナトリウム 450mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

そのままでも食べられる広島県産むし牡蠣を高
品質のスペイン産ＥＸバージンオリーブオイルと
天日塩で漬けました。スモークしていないので牡
蠣の素材の美味しさが味わえます。大ぶりのかき
がたっぷり7個前後入っています。

オイスターオリーブオイル漬け
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：108×81×24㎜
●商品重量：138g　●賞：3年

¥775（¥837）22408

まぐろ、米油（国内産）、野菜スープ（野菜：国内産）、ロー
ストオニオン（玉ねぎ：北海道産）、食塩

エネルギー 192kcal
たんぱく質 10.9g
脂質 16.5g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 336mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 1缶（70g）あたり

まぐろを野菜スープとロー
ストオニオン、食塩で調味
したまぐろの油漬けです。
オイルは口当たりの軽い
国産米油を使用していま
す。

鮪ライトツナフレーク・油漬
伊藤食品

●容量：７０ｇ×３　●入数：12
●商品サイズ：77×77×80㎜
●商品重量：276g　●賞：3年

¥600（¥648）22353

まぐろ、野菜スープ（野菜：国内産）、ローストオニオン（玉
ねぎ：北海道産）、食塩

エネルギー 48kcal
たんぱく質 11.3g
脂質 0.3g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 259mg
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1缶（70g）あたり

まぐろを野菜スープとロー
ストオニオン、食塩で調味
しています。オイルを添加
していないのでカロリーが
気になる方にお勧めです。

鮪ライトツナフレーク・オイル無添加
伊藤食品

●容量：７０ｇ×３　●入数：12
●商品サイズ：77×77×80㎜
●商品重量：276g　●賞：3年

¥600（¥648）22352
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品
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ミネラル・
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スルメイカ、砂糖、食塩 

エネルギー 144kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 1.6g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 640mg
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

日本近海で獲れたいかを、
香ばしく炙り風味豊かに
仕上げました。旨味のある
いかの皮を残して香ばしく
焼き上げました。 

炙りいか輪切り
エビスパック

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：210×170×10㎜
●商品重量：106g　●賞：3ヵ月

¥600（¥648）22349

あさり（国内産）

エネルギー 14.8kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 0.4g
ナトリウム 240mg
食塩相当量 0.6g

栄養成分 可食部1袋あたり

国産のあさりを瞬間パッ
ク。風味を丸ごと閉じ込め
ました。砂抜き・洗浄済み
のため、封を切ってエキス
ごと、そのまますぐ調理に
使えます。

そのままあさり
日本鮮食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：175×125×20㎜
●商品重量：105g　●賞：7ヵ月

¥310（¥335）21832

しじみ（国内産）

エネルギー 15.5kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.3g
炭水化物 0.5g
ナトリウム 17mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 可食部1袋あたり

国産のしじみを瞬間パッ
ク。風味を丸ごと閉じ込め
ました。砂抜き・洗浄済み
のため、封を切ってエキス
ごと、そのまますぐ調理に
使えます。

そのまましじみ
日本鮮食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：175×125×10㎜
●商品重量：105g　●賞：7ヵ月

¥290（¥313）21833

しじみ（宍道湖産）

宍道湖産、大和しじみ１００％使用しています。砂
をはかせる手間がいらず、簡単においしいしじみ
汁が出来ます。

宍道湖産大和しじみ
山光食品

●容量：１２０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：210×205×20㎜
●商品重量：135g　●賞：1年

¥380（¥410）21823
魚肉、ゆで卵（国内産）、大根（国内産）、こんにゃく（国内
産）、鰹だし（鰹：国内産）、砂糖（甜菜：北海道産）、昆布だし
（昆布：北海道産）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：北海道産）、イカ
（国内産）、食塩、醤油（大豆：島根県・鳥取県産等、小麦：
島根県産・山口県産等）、ごぼう（国内産）、味醂、食用菜
種油（菜種：オーストラリア産）、魚醤（イワシ：国内産、食
塩)、焼酎／水酸化カルシウム

エネルギー 222kcal
たんぱく質 19g
脂質 7.5g
炭水化物 17.5g
食塩相当量 5g

栄養成分 １袋あたり

こだわりの蒲鉾屋さんが作った常
温保存ができる便利なおでんです。
ささがきごぼう天・鯵はんぺん・イカ
つみれ・プレーン天・出雲野焼・こん
にゃく・大根・卵の８種８個入りです。 

味自慢出雲おでん（８種８個）
冬季別所蒲鉾

●容量：５００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：150×75×160㎜
●商品重量：511g　●賞：3ヵ月

¥915（¥988）22401
卵 小麦 大豆

イワシ（銚子港）、醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川
県産）、砂糖（鹿児島県喜界島産）

エネルギー 254kcal
たんぱく質 16.6g
脂質 18.8g
炭水化物 4.7g
ナトリウム 430mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったマイワシを厳選し、粗製糖と１年
半以上熟成させた国産丸大豆醤油だけで味付
けしています。少人数向けのミニ缶です。

ミニとろイワシ・味付
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：105×67×30㎜
●商品重量：125g　●賞：3年

限定¥300（¥324）22351
小麦 大豆

いわし（千葉県銚子港）、食塩、米酢（米：京都産他）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 15.8g
脂質 14.9g
炭水化物 0.3g
ナトリウム 420mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

貴重な脂ののった真イワ
シを、塩と純米酢だけで、
骨まで柔らかく煮込みま
した。食べやすいブツ切り
カット。砂糖不使用。

とろイワシ水煮
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：226g　●賞：3年

限定¥400（¥432）22402

さんま（北海道・三陸沖産）、砂糖（鹿児島県喜界島産）、
醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 296kcal
たんぱく質 14.3g
脂質 23.2g
炭水化物 7.5g
ナトリウム 440mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったさんまをぶ
つ切りにし、奄美諸島の粗
糖と１年半以上熟成させ
た国産丸大豆醤油だけで
素材の旨さにこだわってつ
くりました。

とろさんま・しょうゆ味
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：240g　●賞：3年

限定¥420（¥454）22361
小麦 大豆

さんま（北海道・三陸沖産）、みそ（はだか麦：長崎県・大分
県、大豆：カナダ産、米：国内産他）、砂糖（鹿児島県喜界
島産）、醤油（大豆：国内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 354kcal
たんぱく質 13.2g
脂質 30.2g
炭水化物 7.3g
ナトリウム 470mg
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

旬の脂ののったさんまをぶ
つ切りにし、味噌をはじめ、
奄美諸島の粗糖と１年半
以上熟成させた国産丸大
豆醤油で素材の旨さにこ
だわってつくりました。

とろさんま・みそ味
千葉産直

●容量：１９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：77×77×58㎜
●商品重量：240g　●賞：3年

限定¥420（¥454）22362
小麦 大豆

さば（銚子港）、みそ（はだか麦：国内産、大豆：カナダ産、
米：国内産他）、砂糖（鹿児島県喜界島産）、醤油（大豆：国
内産、小麦：北海道・香川県産）

エネルギー 223kcal
たんぱく質 17.9g
脂質 13.9g
炭水化物 6.5g
ナトリウム 470mg
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

脂がのって美味しい秋さ
ばを限定し、国産はだか麦
使用の合わせみそを使用
した「サバのみそ煮」です。

とろさば・みそ煮
千葉産直

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：86×86×45㎜
●商品重量：221.2g　●賞：3年

限定¥450（¥486）22347
小麦 大豆

さば（銚子港）、食塩、米酢（米：京都府産）

エネルギー 205kcal
たんぱく質 17.3g
脂質 14.9g
炭水化物 0.5g
ナトリウム 310mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

脂がのって美味しい秋さ
ばを限定し、対馬の塩と米
酢だけで骨が柔らかくな
るまで煮込みました。

とろさば・水煮
千葉産直

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：86×86×45㎜
●商品重量：221.2g　●賞：3年

限定¥450（¥486）22348
さんま（北海道、三陸沖）、醤油（大豆・小麦を含む）、麦芽
水飴、砂糖、米醗酵調味料、昆布だし、馬鈴薯でん粉、粉
山椒（和歌山県）

エネルギー 235kcal
たんぱく質 15.4g
脂質 15.7g
炭水化物 12.3g
ナトリウム 540mg
食塩相当量 1.4g

栄養成分 100gあたり

国産原料を厳選したサン
マ蒲焼に、手摘み臼挽き紀
州産（粉）山椒を加えまし
た。直火焼きした“骨まで柔
らかい”国産サンマと、深み
のあるスッキリとした甘辛
いタレで仕上げました。

大人の蒲焼
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：110×65×32㎜
●商品重量：140g　●賞：3年

¥450（¥486）22344
小麦 大豆

さば（銚子港）、食塩（伊豆大島産） 、酒［米（国内産）、米
こうじ（国内産）、酒粕（国内産）］

エネルギー 185kcal
たんぱく質 21.8g
脂質 10.9g
炭水化物 0g
ナトリウム 610mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

適度に脂のある旬さばを二枚におろし、旨みの濃
い純米料理酒を一枚一枚ふりかけ、直火で皮ご
と焼き上げ、塩と酒だけで味付。皮ごと直火で焼
き上げているので焼き魚独特の風味と美味しさ
が味わえます。

焼き塩さば
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：135g　●賞：3年

¥370（¥400）22343

まいわし（銚子港）、なたね油（なたね：オーストラリア産）、
ローリエエキス（静岡県産）、食塩

エネルギー 338kcal
たんぱく質 15.4g
脂質 30.6g
炭水化物 0.3g
ナトリウム 310mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 100gあたり

適度に脂ののった銚子産マイワシを菜種一番搾
り油と、塩田の天日塩、国産ローリエに漬け素材
の美味しさにこだわりました。

オイルサーディン
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：134g　●賞：3年

¥380（¥410）22339

マイワシ（銚子港）、食塩（伊豆大島産）、酒〔米（国内産）、
米こうじ（国内産）、酒粕（国内産）〕

エネルギー 266kcal
たんぱく質 20.4g
脂質 19.8g
炭水化物 1.6g
ナトリウム 410mg
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

銚子産の適度に脂の乗った真いわしを2枚に開
き、焼く直前に料理酒をふりかけ直火で白焼き
に。その後塩と酒だけで骨まで柔らかく仕上げま
した。

いわしの白焼き風
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：108×67×30㎜
●商品重量：135g　●賞：3年

¥370（¥400）22407

かき（広島県産）、オリーブオイル（スペイン産）、食塩

エネルギー 228kcal
たんぱく質 9.4g
脂質 18.3g
炭水化物 6.3g
ナトリウム 450mg
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

そのままでも食べられる広島県産むし牡蠣を高
品質のスペイン産ＥＸバージンオリーブオイルと
天日塩で漬けました。スモークしていないので牡
蠣の素材の美味しさが味わえます。大ぶりのかき
がたっぷり7個前後入っています。

オイスターオリーブオイル漬け
千葉産直

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：108×81×24㎜
●商品重量：138g　●賞：3年

¥775（¥837）22408

まぐろ、米油（国内産）、野菜スープ（野菜：国内産）、ロー
ストオニオン（玉ねぎ：北海道産）、食塩

エネルギー 192kcal
たんぱく質 10.9g
脂質 16.5g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 336mg
食塩相当量 0.8g

栄養成分 1缶（70g）あたり

まぐろを野菜スープとロー
ストオニオン、食塩で調味
したまぐろの油漬けです。
オイルは口当たりの軽い
国産米油を使用していま
す。

鮪ライトツナフレーク・油漬
伊藤食品

●容量：７０ｇ×３　●入数：12
●商品サイズ：77×77×80㎜
●商品重量：276g　●賞：3年

¥600（¥648）22353

まぐろ、野菜スープ（野菜：国内産）、ローストオニオン（玉
ねぎ：北海道産）、食塩

エネルギー 48kcal
たんぱく質 11.3g
脂質 0.3g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 259mg
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1缶（70g）あたり

まぐろを野菜スープとロー
ストオニオン、食塩で調味
しています。オイルを添加
していないのでカロリーが
気になる方にお勧めです。

鮪ライトツナフレーク・オイル無添加
伊藤食品

●容量：７０ｇ×３　●入数：12
●商品サイズ：77×77×80㎜
●商品重量：276g　●賞：3年

¥600（¥648）22352
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ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

真イワシ（境港産）、食塩

エネルギー 101kcal
たんぱく質 11.5g
脂質 5.5g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

２０ｃｍ以上の脂ののったマ
イワシに、海の精の塩を入
れて煮込んだ水煮です。

真いわしの水煮
角屋

●容量：１００ｇ　●入数：30
●賞：９０日

¥380（¥410）22370
いわし（ウルメ）（境港産）、砂糖、しょうゆ（大豆：遺伝子
組み換えでない、小麦を含む）、米酢、玉ねぎ、生姜、みり
ん、食塩

エネルギー 139kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 3.7g
炭水化物 8.4g
ナトリウム 512mg
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

鳥取県境港産のうるめい
わしを使用。加圧加熱処理
により身が柔らかく食べ易
くなっています。

境港産いわし日和･生姜風味2尾
角屋

●容量：１００ｇ　●入数：30
●賞：９０日

¥380（¥410）22371
小麦 大豆

オーガニックトマト（イタリア産）、オーガニックトマト
ジュース（イタリア産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 270mg

栄養成分 100gあたり

地中海の温暖な気候の中
で、太陽をたっぷり浴びて
育った完熟トマトを丸ごと
トマトジュースに漬けて缶
詰にしました。

有機ホールトマト
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×109㎜
●商品重量：465g　●賞：3年

¥340（¥367）21830

オーガニックトマト（イタリア産）、オーガニックトマト
ジュース（イタリア産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 270mg

栄養成分 100gあたり

地中海の温暖な気候の中
で、太陽をたっぷり浴びて
育った完熟トマトをダイス
カットにしトマトジュースに
漬けて缶詰にしました。

有機ダイストマト
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×109㎜
●商品重量：465g　●賞：3年

¥340（¥367）21831

有機トマト（国産）、有機トマトジュース（有機トマト（国
産））

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

収穫した国産有機トマトを
薬品処理せず、皮を手作
業で丁寧に湯むきし、有機
トマトジュースづけにした
トマトの缶詰です。

国産有機まるごとトマト
ヒカリ

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：76×76×113㎜
●商品重量：480g　●賞：3年

¥520（¥562）21738

有機野菜（有機金時豆：中国産、有機ひよこ豆：イタリア
産、有機白いんげん豆：中国産、有機ライ豆：中国産）、食
塩

エネルギー 91kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 0.8g
糖質 12g
食物繊維 7g
ナトリウム 320mg

栄養成分 100gあたり

４種の豆（ひよこ豆、金時
豆、白いんげん豆、ライ豆）
をミックスした彩鮮やかな
有機ミックスビーンズ缶で
す。煮豆やサラダなど様々
な調理に使用できる万能
豆です。

有機ミックスビーンズ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21705

有機ひよこ豆（イタリア産）、食塩

エネルギー 109kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 0.5g
糖質 15.2g
食物繊維 7g
ナトリウム 280mg

栄養成分 100gあたり

高タンパクでありながら低
脂質の優れた有機ひよこ
豆の缶詰です。ホクホクし
た歯ごたえが特徴なので
スープやカレー、サラダな
どに最適です。

有機ひよこ豆
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21706

有機金時豆（中国産）、食塩

エネルギー 113kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 0.4g
糖質 15g
食物繊維 7g
ナトリウム 280mg

栄養成分 100gあたり

高タンパクでありながら
低脂質の優れた有機金時
豆の缶詰です。クセがなく
さっぱりした味わいなの
で、煮豆やサラダなど様々
な調理に使用できる万能
豆です。

有機金時豆
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21707
有機大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、食塩（赤
穂の天塩）、有機米酢 （有機米：秋田県、大分県、熊本県
産他）

エネルギー 183kcal
たんぱく質 16.0g
脂質 7.9g
炭水化物 15.9g
糖質 8.2g
食物繊維 7.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋あたり

北海道産有機大豆のおい
しさと旨み、栄養をそのま
まぎゅっと閉じ込めた蒸し
大豆です。このままサラダ
やお料理にお使いくださ
い。

有機蒸し大豆
だいずデイズ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：105g　●賞：120日

¥250（¥270）21712
大豆

有機ひよこ豆（カナダ産）、食塩（赤穂の天塩）、有機米酢
（有機米：秋田県、大分県、熊本県産他）

エネルギー 154kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 2.7g
炭水化物 27.4g
糖質 21.4g
食物繊維 6.0g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1袋あたり

有機蒸しひよこ豆100％使用。うまみ
と栄養がぎゅっと詰まった蒸しひよこ
豆はカレーにぴったり。コリッとした食
感に蒸し上げていますので、このまま
お召し上がりいただけます。サラダは
もちろん、調味料を加えてフムスにして
も豆の風味がいっそう引き立ちます。

有機蒸しひよこ豆
だいずデイズ

●容量：８５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：90g　●賞：１２０日

¥250（¥270）21687
有機ひよこ豆（アメリカ産）、有機大豆（アメリカ産）、有機
青えんどう（カナダ産）、有機赤いんげん（アメリカ産）、
有機黒いんげん（アメリカ産）、食塩（赤穂の天塩）、有機
米酢（有機米：秋田県、大分県、熊本県産他）

エネルギー 147kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 4.0g
炭水化物 20.8g
糖質 14.1g
食物繊維 6.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋あたり

５種の有機豆をミックスし
た、彩り鮮やかな蒸し豆で
す。おいしさとうまみ、栄養
をそのままぎゅっと閉じ込め
た蒸し豆はサラダにぴった
りです。水洗いは不要です。

有機蒸しミックスビーンズ
だいずデイズ

●容量：８５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：90g　●賞：120日

¥250（¥270）21690
大豆

有機小豆（北海道産）、有機きび糖（ブラジル産）

エネルギー 114kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0.4g
炭水化物 25.0g
糖質 20.7g
食物繊維 4.3g
ナトリウム 3.9mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋あたり

北海道産有機小豆をほんの
りと甘く味付けした、ほの甘お
やつです。やわらかく蒸し上
げているので、おやつはもち
ろんスイーツのトッピングで
も美味しくお召し上がりいた
だけます。水洗いは不要です。

有機ほの甘あずき
だいずデイズ

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：150×120×20㎜
●商品重量：60g　●賞：120日

¥220（¥237）21691

有機白キヌア（ペルー産）、有機赤キヌア（ペルー産）、有
機黒キヌア（ペルー産）

エネルギー 114kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 1.6g
炭水化物 21.0g
糖質 20.2g
食物繊維 0.8g
ナトリウム 9.6mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １袋あたり

３色の有機キヌア100％使用。
旨みと栄養がぎゅっと詰まっ
た蒸しキヌアはサラダにぴっ
たり。プチプチ食感に蒸し上
げていますので、このままお召
し上がりいただけます。

３色の蒸しキヌア
だいずデイズ

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：65g　●賞：１２０日

¥250（¥270）21688
大麦（愛媛県産他）、大豆（北海道産他、遺伝子組み換え
でない）、小豆（北海道産他）、黒米（岩手県産他）、発芽
玄米（北海道産他）、たかきび（岩手県産他）、黒大豆（北
海道産他）、赤米（岩手県産他）、はと麦（福岡県産他）、
緑米（愛媛県産他）、食塩（赤穂の天塩）、米酢（国内産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 1.5g
炭水化物 21.9g
糖質 17.6g
食物繊維 4.3g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋あたり

希少な国産原料にこだわっ
た10種の雑穀を蒸して、やわ
らかく仕上げました。このまま
サラダやお料理にお使いくだ
さい。水洗いは不要です。

そのまままぜる雑穀･１０種
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：76g　●賞：120日

¥200（¥216）21745
大豆

もち麦（国産）

エネルギー 93kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.7g
炭水化物 20.7g
糖質 17.9g
食物繊維 2.8g
ナトリウム 1.4mg
食塩相当量 0g
水溶性食物繊維 1.4g
不溶性食物繊維 1.4g

栄養成分 1袋あたり

希少な国産もち麦をやわらかく
蒸しあげました。炊かずにそのま
ま、ごはんに混ぜたりスープや
サラダにトッピングしたりして、
もちもちぷちぷちの食感をお楽
しみください。水洗い不要です。

国産蒸しもち麦
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：76g　●賞：120日

¥200（¥216）21668

大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩（赤穂の天
塩）、米酢（国内産）

エネルギー 188kcal
たんぱく質 15.7g
脂質 9.7g
炭水化物 13.2g
糖質 5.9g
食物繊維 7.3g
食塩相当量 0.4g
葉酸 72µg
ギャバ 20mg
イソフラボン(アグリ
コン換算) 120mg

栄養成分 1袋あたり

特別栽培大豆のおいしさと栄養を発芽で引
き出して、やわらかく蒸しあげました。化学調
味料や添加物は使っていない「スーパー発芽
大豆」のおいしさを、ぜひ毎日の健康習慣に。

スーパー発芽大豆
だいずデイズ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×125×20㎜
●商品重量：105g　●賞：90日

¥200（¥216）21714
大豆

黒大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩（赤穂の
天塩）、米黒酢（国内産）、米酢（国内産）

エネルギー 122kcal
たんぱく質 10.0g
脂質 6.0g
炭水化物 9.4g
糖質 4.6g
食物繊維 4.8g
食塩相当量 0.3g
ギャバ 15mg
イソフラボン(アグリ
コン換算) 84mg

栄養成分 1袋あたり

黒大豆のおいしさと栄養を発芽で
引き出して、やわらかく蒸しあげま
した。化学調味料や添加物は使っ
ていない「スーパー発芽黒豆」のお
いしさを、ぜひ毎日の健康習慣に。

スーパー発芽黒豆
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×125×20㎜
●商品重量：75g　●賞：90日

¥200（¥216）21715
大豆

大豆（北海道産）

エネルギー 116kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 4.9g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産大豆を１００％使用。
豆を煮た時と同じ状態で
パックしていますので、植
物たんぱく豊富な大豆を、
手軽に料理に取り入れて
いただけます。

大豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21721
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

真イワシ（境港産）、食塩

エネルギー 101kcal
たんぱく質 11.5g
脂質 5.5g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

２０ｃｍ以上の脂ののったマ
イワシに、海の精の塩を入
れて煮込んだ水煮です。

真いわしの水煮
角屋

●容量：１００ｇ　●入数：30
●賞：９０日

¥380（¥410）22370
いわし（ウルメ）（境港産）、砂糖、しょうゆ（大豆：遺伝子
組み換えでない、小麦を含む）、米酢、玉ねぎ、生姜、みり
ん、食塩

エネルギー 139kcal
たんぱく質 16.9g
脂質 3.7g
炭水化物 8.4g
ナトリウム 512mg
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

鳥取県境港産のうるめい
わしを使用。加圧加熱処理
により身が柔らかく食べ易
くなっています。

境港産いわし日和･生姜風味2尾
角屋

●容量：１００ｇ　●入数：30
●賞：９０日

¥380（¥410）22371
小麦 大豆

オーガニックトマト（イタリア産）、オーガニックトマト
ジュース（イタリア産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 270mg

栄養成分 100gあたり

地中海の温暖な気候の中
で、太陽をたっぷり浴びて
育った完熟トマトを丸ごと
トマトジュースに漬けて缶
詰にしました。

有機ホールトマト
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×109㎜
●商品重量：465g　●賞：3年

¥340（¥367）21830

オーガニックトマト（イタリア産）、オーガニックトマト
ジュース（イタリア産）

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.2g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 270mg

栄養成分 100gあたり

地中海の温暖な気候の中
で、太陽をたっぷり浴びて
育った完熟トマトをダイス
カットにしトマトジュースに
漬けて缶詰にしました。

有機ダイストマト
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×109㎜
●商品重量：465g　●賞：3年

¥340（¥367）21831

有機トマト（国産）、有機トマトジュース（有機トマト（国
産））

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0g
炭水化物 4.1g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

収穫した国産有機トマトを
薬品処理せず、皮を手作
業で丁寧に湯むきし、有機
トマトジュースづけにした
トマトの缶詰です。

国産有機まるごとトマト
ヒカリ

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：76×76×113㎜
●商品重量：480g　●賞：3年

¥520（¥562）21738

有機野菜（有機金時豆：中国産、有機ひよこ豆：イタリア
産、有機白いんげん豆：中国産、有機ライ豆：中国産）、食
塩

エネルギー 91kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 0.8g
糖質 12g
食物繊維 7g
ナトリウム 320mg

栄養成分 100gあたり

４種の豆（ひよこ豆、金時
豆、白いんげん豆、ライ豆）
をミックスした彩鮮やかな
有機ミックスビーンズ缶で
す。煮豆やサラダなど様々
な調理に使用できる万能
豆です。

有機ミックスビーンズ
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21705

有機ひよこ豆（イタリア産）、食塩

エネルギー 109kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 0.5g
糖質 15.2g
食物繊維 7g
ナトリウム 280mg

栄養成分 100gあたり

高タンパクでありながら低
脂質の優れた有機ひよこ
豆の缶詰です。ホクホクし
た歯ごたえが特徴なので
スープやカレー、サラダな
どに最適です。

有機ひよこ豆
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21706

有機金時豆（中国産）、食塩

エネルギー 113kcal
たんぱく質 8.9g
脂質 0.4g
糖質 15g
食物繊維 7g
ナトリウム 280mg

栄養成分 100gあたり

高タンパクでありながら
低脂質の優れた有機金時
豆の缶詰です。クセがなく
さっぱりした味わいなの
で、煮豆やサラダなど様々
な調理に使用できる万能
豆です。

有機金時豆
むそう

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：73×73×110㎜
●商品重量：485g　●賞：3年

¥360（¥389）21707
有機大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、食塩（赤
穂の天塩）、有機米酢 （有機米：秋田県、大分県、熊本県
産他）

エネルギー 183kcal
たんぱく質 16.0g
脂質 7.9g
炭水化物 15.9g
糖質 8.2g
食物繊維 7.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋あたり

北海道産有機大豆のおい
しさと旨み、栄養をそのま
まぎゅっと閉じ込めた蒸し
大豆です。このままサラダ
やお料理にお使いくださ
い。

有機蒸し大豆
だいずデイズ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：105g　●賞：120日

¥250（¥270）21712
大豆

有機ひよこ豆（カナダ産）、食塩（赤穂の天塩）、有機米酢
（有機米：秋田県、大分県、熊本県産他）

エネルギー 154kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 2.7g
炭水化物 27.4g
糖質 21.4g
食物繊維 6.0g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1袋あたり

有機蒸しひよこ豆100％使用。うまみ
と栄養がぎゅっと詰まった蒸しひよこ
豆はカレーにぴったり。コリッとした食
感に蒸し上げていますので、このまま
お召し上がりいただけます。サラダは
もちろん、調味料を加えてフムスにして
も豆の風味がいっそう引き立ちます。

有機蒸しひよこ豆
だいずデイズ

●容量：８５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：90g　●賞：１２０日

¥250（¥270）21687
有機ひよこ豆（アメリカ産）、有機大豆（アメリカ産）、有機
青えんどう（カナダ産）、有機赤いんげん（アメリカ産）、
有機黒いんげん（アメリカ産）、食塩（赤穂の天塩）、有機
米酢（有機米：秋田県、大分県、熊本県産他）

エネルギー 147kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 4.0g
炭水化物 20.8g
糖質 14.1g
食物繊維 6.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋あたり

５種の有機豆をミックスし
た、彩り鮮やかな蒸し豆で
す。おいしさとうまみ、栄養
をそのままぎゅっと閉じ込め
た蒸し豆はサラダにぴった
りです。水洗いは不要です。

有機蒸しミックスビーンズ
だいずデイズ

●容量：８５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：90g　●賞：120日

¥250（¥270）21690
大豆

有機小豆（北海道産）、有機きび糖（ブラジル産）

エネルギー 114kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0.4g
炭水化物 25.0g
糖質 20.7g
食物繊維 4.3g
ナトリウム 3.9mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋あたり

北海道産有機小豆をほんの
りと甘く味付けした、ほの甘お
やつです。やわらかく蒸し上
げているので、おやつはもち
ろんスイーツのトッピングで
も美味しくお召し上がりいた
だけます。水洗いは不要です。

有機ほの甘あずき
だいずデイズ

●容量：５５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：150×120×20㎜
●商品重量：60g　●賞：120日

¥220（¥237）21691

有機白キヌア（ペルー産）、有機赤キヌア（ペルー産）、有
機黒キヌア（ペルー産）

エネルギー 114kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 1.6g
炭水化物 21.0g
糖質 20.2g
食物繊維 0.8g
ナトリウム 9.6mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １袋あたり

３色の有機キヌア100％使用。
旨みと栄養がぎゅっと詰まっ
た蒸しキヌアはサラダにぴっ
たり。プチプチ食感に蒸し上
げていますので、このままお召
し上がりいただけます。

３色の蒸しキヌア
だいずデイズ

●容量：６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：65g　●賞：１２０日

¥250（¥270）21688
大麦（愛媛県産他）、大豆（北海道産他、遺伝子組み換え
でない）、小豆（北海道産他）、黒米（岩手県産他）、発芽
玄米（北海道産他）、たかきび（岩手県産他）、黒大豆（北
海道産他）、赤米（岩手県産他）、はと麦（福岡県産他）、
緑米（愛媛県産他）、食塩（赤穂の天塩）、米酢（国内産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 1.5g
炭水化物 21.9g
糖質 17.6g
食物繊維 4.3g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋あたり

希少な国産原料にこだわっ
た10種の雑穀を蒸して、やわ
らかく仕上げました。このまま
サラダやお料理にお使いくだ
さい。水洗いは不要です。

そのまままぜる雑穀･１０種
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：76g　●賞：120日

¥200（¥216）21745
大豆

もち麦（国産）

エネルギー 93kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.7g
炭水化物 20.7g
糖質 17.9g
食物繊維 2.8g
ナトリウム 1.4mg
食塩相当量 0g
水溶性食物繊維 1.4g
不溶性食物繊維 1.4g

栄養成分 1袋あたり

希少な国産もち麦をやわらかく
蒸しあげました。炊かずにそのま
ま、ごはんに混ぜたりスープや
サラダにトッピングしたりして、
もちもちぷちぷちの食感をお楽
しみください。水洗い不要です。

国産蒸しもち麦
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：180×130×20㎜
●商品重量：76g　●賞：120日

¥200（¥216）21668

大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩（赤穂の天
塩）、米酢（国内産）

エネルギー 188kcal
たんぱく質 15.7g
脂質 9.7g
炭水化物 13.2g
糖質 5.9g
食物繊維 7.3g
食塩相当量 0.4g
葉酸 72µg
ギャバ 20mg
イソフラボン(アグリ
コン換算) 120mg

栄養成分 1袋あたり

特別栽培大豆のおいしさと栄養を発芽で引
き出して、やわらかく蒸しあげました。化学調
味料や添加物は使っていない「スーパー発芽
大豆」のおいしさを、ぜひ毎日の健康習慣に。

スーパー発芽大豆
だいずデイズ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×125×20㎜
●商品重量：105g　●賞：90日

¥200（¥216）21714
大豆

黒大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩（赤穂の
天塩）、米黒酢（国内産）、米酢（国内産）

エネルギー 122kcal
たんぱく質 10.0g
脂質 6.0g
炭水化物 9.4g
糖質 4.6g
食物繊維 4.8g
食塩相当量 0.3g
ギャバ 15mg
イソフラボン(アグリ
コン換算) 84mg

栄養成分 1袋あたり

黒大豆のおいしさと栄養を発芽で
引き出して、やわらかく蒸しあげま
した。化学調味料や添加物は使っ
ていない「スーパー発芽黒豆」のお
いしさを、ぜひ毎日の健康習慣に。

スーパー発芽黒豆
だいずデイズ

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：190×125×20㎜
●商品重量：75g　●賞：90日

¥200（¥216）21715
大豆

大豆（北海道産）

エネルギー 116kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 4.9g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産大豆を１００％使用。
豆を煮た時と同じ状態で
パックしていますので、植
物たんぱく豊富な大豆を、
手軽に料理に取り入れて
いただけます。

大豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21721
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小豆（北海道産）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 5.7g
脂質 0.2g
炭水化物 20.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産小豆を１００％使用。
豆を煮た時と同じ状態で
パックしていますので、手
作り餡や、小豆かぼちゃな
どの料理も手軽に作れま
す。

小豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21722

黒豆（北海道産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 4.7g
炭水化物 9.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産黒豆を使用。豆を
煮た時と同じ状態でパック
していますので、面倒な下
ごしらえは不要です。煮豆
はもちろん、お菓子作りに
もどうぞ。

黒豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥260（¥281）21723
大豆

金時豆（北海道産）

エネルギー 118kcal
たんぱく質 6g
脂質 0.4g
炭水化物 22.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産金時豆を使用し、
豆を煮た時と同じ状態で
パックしてあります。甘味
を加えて煮豆として。

金時豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21724

小豆（北海道産）、かぼちゃ（国内産）、食塩（海の精：大島
産）

エネルギー 100kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0.3g
炭水化物 19.5g
食塩相当量 0.25g

栄養成分 100gあたり

国内産小豆と、国内産か
ぼちゃを使用した「いとこ
煮」です。砂糖は使ってい
ませんが素材の甘味がお
いしい小豆かぼちゃです。

小豆かぼちゃ　
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：220g　●賞：1年

限定¥320（¥346）21729

有機小豆（中国産）、有機砂糖（ブラジル産）、食塩

エネルギー 189kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 0.6g
炭水化物 40.5g
ナトリウム 46mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の小豆と砂糖を
使用した、さらさら感のあ
る、粒形をのこした、ゆであ
ずきです。

オーガニックゆであずき・缶入
遠藤製餡

●容量：２５０ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：68×68×80㎜
●商品重量：295g　●賞：2年

¥350（¥378）21725

有機小豆（中国産）、食塩、レモン果汁、塩化カルシウム

エネルギー 85kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 0.5g
炭水化物 15.5g
ナトリウム 29.3mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の小豆を使用し
た、赤飯用あずきです。３
合のお米と一緒に炊くだ
けで、手軽においしい赤飯
ができあがります。

オーガニック赤飯用あずき・缶入
遠藤製餡

●容量：２３０ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：68×68×80㎜
●商品重量：275g　●賞：2年

¥270（¥292）21726

小豆煮汁（有機小豆（北海道産）、食塩（香川県産））、小
豆煮豆（有機小豆（北海道産））

エネルギー 56kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 0g
炭水化物 10.5g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 その他

北海道産有機栽培小豆を
使用し、煮豆と煮汁を別々
にパックしています。もち
米2合を用意すれば家庭
用の炊飯器で手軽に美味
しく赤飯ができます。

有機あずき水煮
山清

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：195×135×30㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥286（¥309）21692

有機かぼちゃ（北海道産）

エネルギー 109kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.5g
炭水化物 23.8g
食物繊維 3.4g

栄養成分 100gあたり

北海道の駒ケ岳山麓で有
機栽培されたなめらかな
口あたりのかぼちゃペース
トです。糖度20度以上の
とっても甘いかぼちゃを蒸
かしてうらごししました。下
ごしらえの手間を省いた
かぼちゃペーストです。

有機うらごしかぼちゃ
みよい

●容量：２００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×15㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥600（¥648）21820

たけのこ（もうそう竹：徳島県産）

エネルギー 23kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 4.0g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島県産のもうそう竹を
調理しやすいひとくち大の
ブロックに切り分けてあり
ます。

朝堀たけのこ・水煮ブロック
角田商店

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：160×250×25㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥500（¥540）21736

オーガニックココナッツ（タイ産）、安定剤（グァ－ガム：イ
ンド産）

エネルギー 210kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 21g
糖質 2.01g
ナトリウム 30.7mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界中で
絶賛されているミラクルフー
ドです。ココナッツの胚乳をす
りおろし、水と煮込んで裏ご
ししたココナッツミルクとも呼
ばれる甘い乳状のクリームで
す。油脂分20～22％。

オーガニックココナッツクリーム
むそう

●容量：４００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：74×74×111㎜
●商品重量：464g　●賞：2年

¥420（¥454）21848

榎茸（信州産）、本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、きび粗
糖、食塩、煮干しだし、鯖節だし、鰹節だし、酵母エキス、
米酢

エネルギー 62kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0.1g
炭水化物 12.4g
食塩相当量 2.7g

栄養成分 100gあたり

原材料は国産にこだわり、
厳選した原料を、手造りで
仕上げたなめたけです。あ
たたかいご飯のおともに。

本造りなめ茸
小林

●容量：２００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：70×50×120㎜
●商品重量：375g　●賞：1年

¥300（¥324）21790
小麦 大豆

榎茸（信州産）、本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、きび粗
糖、食塩、煮干しだし、鯖節だし、鰹節だし、魚介エキス、
米酢

エネルギー 69kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 0.5g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 100gあたり

原種菌を自然に近い環境
で培養した野生種榎茸は、
歯ごたえが強くきのこ本
来の風味があります。

野生種なめ茸
小林

4969 0576

●容量：２００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：120×70×50㎜
●商品重量：375g　●賞：1年

¥380（¥410）21728
小麦 大豆

うずら卵（愛知県産）、水、食塩（天日塩）

エネルギー 155kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 12g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 12個（固形量85g）あたり

NON-GMOのとうもろこし・大豆粕を与えた、う
ずらが産んだ卵を、天日塩だけで水煮にしまし
た。

うずらの玉子・水煮
食通

●容量：６個×２　●入数：10
●商品サイズ：150×95×35㎜
●商品重量：240g　●賞：6ヵ月

¥370（¥400）21840
卵

小麦たん白（小麦：アメリカ・カナダ産他）、しょうゆ（大豆：
国内産、小麦：国内産）、塩、コンブエキス（昆布：国内産）、
大豆油（大豆：アメリカ・ブラジル産他）、砂糖、植物たん
白酵素分解物、酵母エキス

エネルギー 118kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 3.9g
炭水化物 0.9g
ナトリウム 378mg

栄養成分 100gあたり

小麦たん白を使った、ぶつ
切り肉状の植物性たん白
食品です。フライ・炒め物
などいろいろな料理にご
利用ください。

グルテンミート
三育

●容量：２００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：240g　●賞：2年

¥350（¥378）21501
小麦 大豆

小麦たん白、大豆たん白（大豆：アメリカ・カナダ産）、大
豆油（大豆：アメリカ・ブラジル産他）、小麦でんぷん（小
麦：アメリカ・カナダ産他）、しょうゆ（大豆：国内産、小麦：
国内産）、植物たん白酵素分解物、塩、酵母エキス、砂
糖、コンブ末（昆布：国内産）

エネルギー 173kcal
たんぱく質 16.2g
脂質 10.6g
炭水化物 3.2g
ナトリウム 396mg
食塩相当量 1g

栄養成分 100gあたり

小麦と大豆のたん白を
使った、ひき肉状の植物
性たん白食品です。餃子・
ミートボールなどいろいろ
な料理にご利用ください。

グルテンバーガー
三育

●容量：２１５ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：250g　●賞：2年

¥350（¥378）21504
小麦 大豆

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産他）、なたね油（なた
ね：カナダ・オーストラリア産他）、卵白粉、砂糖、植物性粉
末ブイヨン、塩、植物たん白酵素分解物、香辛料、紅麹色
素、レシチン、香料

エネルギー 249kcal
たんぱく質 14.9g
脂質 20.1g
炭水化物 2.2g
ナトリウム 603mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくと卵白から
生まれた植物性たんぱく
食品。肉を使用しない、ノ
ンコレステロールの植物
性ソーセージです。

リンケッツ
三育

●容量：190g(12本）　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：240g　●賞：2年

¥375（¥405）21502
卵 小麦 大豆

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産他）、植物油脂（なた
ね：オーストラリア産）、植物性粉末ブイヨン、香辛料、砂
糖、塩

エネルギー 191kcal
たんぱく質 13.6g
脂質 12.8g
炭水化物 5.3g
ナトリウム 510mg

栄養成分 その他

大豆をツナ風に加工し、フレーク状に仕上げた植
物性たん白食品です。

ベジツナ
三育

●容量：９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×30㎜
●商品重量：122g　●賞：2年

¥320（¥346）21512
小麦 大豆

大豆たん白、植物油、植物性粉末ブイヨン、卵白粉、砂
糖、小麦たん白、植物たん白酵素分解物、でん粉（コー
ン）、香辛料、紅麹色素

エネルギー 227kcal
たんぱく質 16.1g
脂質 15.8g
炭水化物 5.2g
ナトリウム 700mg
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

大豆たん白を主原料に
卵白を加えてお肉風味の
ミートローフ風に仕上げた
植物たん白食品です。 

大豆ローフ〈リッチテイスト〉
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×160㎜
●商品重量：416g　●賞：1年

¥950（¥1,026）21521
卵 小麦 大豆

page 061-070.indd   63-64 2019/09/10   15:19



63 64

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小豆（北海道産）

エネルギー 107kcal
たんぱく質 5.7g
脂質 0.2g
炭水化物 20.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産小豆を１００％使用。
豆を煮た時と同じ状態で
パックしていますので、手
作り餡や、小豆かぼちゃな
どの料理も手軽に作れま
す。

小豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21722

黒豆（北海道産）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 4.7g
炭水化物 9.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産黒豆を使用。豆を
煮た時と同じ状態でパック
していますので、面倒な下
ごしらえは不要です。煮豆
はもちろん、お菓子作りに
もどうぞ。

黒豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥260（¥281）21723
大豆

金時豆（北海道産）

エネルギー 118kcal
たんぱく質 6g
脂質 0.4g
炭水化物 22.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産金時豆を使用し、
豆を煮た時と同じ状態で
パックしてあります。甘味
を加えて煮豆として。

金時豆の水煮
コジマ

●容量：２３０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：240g　●賞：1年

¥240（¥259）21724

小豆（北海道産）、かぼちゃ（国内産）、食塩（海の精：大島
産）

エネルギー 100kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 0.3g
炭水化物 19.5g
食塩相当量 0.25g

栄養成分 100gあたり

国内産小豆と、国内産か
ぼちゃを使用した「いとこ
煮」です。砂糖は使ってい
ませんが素材の甘味がお
いしい小豆かぼちゃです。

小豆かぼちゃ　
コジマ

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×30×160㎜
●商品重量：220g　●賞：1年

限定¥320（¥346）21729

有機小豆（中国産）、有機砂糖（ブラジル産）、食塩

エネルギー 189kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 0.6g
炭水化物 40.5g
ナトリウム 46mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の小豆と砂糖を
使用した、さらさら感のあ
る、粒形をのこした、ゆであ
ずきです。

オーガニックゆであずき・缶入
遠藤製餡

●容量：２５０ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：68×68×80㎜
●商品重量：295g　●賞：2年

¥350（¥378）21725

有機小豆（中国産）、食塩、レモン果汁、塩化カルシウム

エネルギー 85kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 0.5g
炭水化物 15.5g
ナトリウム 29.3mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の小豆を使用し
た、赤飯用あずきです。３
合のお米と一緒に炊くだ
けで、手軽においしい赤飯
ができあがります。

オーガニック赤飯用あずき・缶入
遠藤製餡

●容量：２３０ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：68×68×80㎜
●商品重量：275g　●賞：2年

¥270（¥292）21726

小豆煮汁（有機小豆（北海道産）、食塩（香川県産））、小
豆煮豆（有機小豆（北海道産））

エネルギー 56kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 0g
炭水化物 10.5g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 その他

北海道産有機栽培小豆を
使用し、煮豆と煮汁を別々
にパックしています。もち
米2合を用意すれば家庭
用の炊飯器で手軽に美味
しく赤飯ができます。

有機あずき水煮
山清

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：195×135×30㎜
●商品重量：215g　●賞：1年

¥286（¥309）21692

有機かぼちゃ（北海道産）

エネルギー 109kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.5g
炭水化物 23.8g
食物繊維 3.4g

栄養成分 100gあたり

北海道の駒ケ岳山麓で有
機栽培されたなめらかな
口あたりのかぼちゃペース
トです。糖度20度以上の
とっても甘いかぼちゃを蒸
かしてうらごししました。下
ごしらえの手間を省いた
かぼちゃペーストです。

有機うらごしかぼちゃ
みよい

●容量：２００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：190×120×15㎜
●商品重量：205g　●賞：2年

¥600（¥648）21820

たけのこ（もうそう竹：徳島県産）

エネルギー 23kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 4.0g
ナトリウム 3mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

徳島県産のもうそう竹を
調理しやすいひとくち大の
ブロックに切り分けてあり
ます。

朝堀たけのこ・水煮ブロック
角田商店

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：160×250×25㎜
●商品重量：230g　●賞：1年

¥500（¥540）21736

オーガニックココナッツ（タイ産）、安定剤（グァ－ガム：イ
ンド産）

エネルギー 210kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 21g
糖質 2.01g
ナトリウム 30.7mg

栄養成分 100gあたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界中で
絶賛されているミラクルフー
ドです。ココナッツの胚乳をす
りおろし、水と煮込んで裏ご
ししたココナッツミルクとも呼
ばれる甘い乳状のクリームで
す。油脂分20～22％。

オーガニックココナッツクリーム
むそう

●容量：４００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：74×74×111㎜
●商品重量：464g　●賞：2年

¥420（¥454）21848

榎茸（信州産）、本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、きび粗
糖、食塩、煮干しだし、鯖節だし、鰹節だし、酵母エキス、
米酢

エネルギー 62kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0.1g
炭水化物 12.4g
食塩相当量 2.7g

栄養成分 100gあたり

原材料は国産にこだわり、
厳選した原料を、手造りで
仕上げたなめたけです。あ
たたかいご飯のおともに。

本造りなめ茸
小林

●容量：２００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：70×50×120㎜
●商品重量：375g　●賞：1年

¥300（¥324）21790
小麦 大豆

榎茸（信州産）、本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、きび粗
糖、食塩、煮干しだし、鯖節だし、鰹節だし、魚介エキス、
米酢

エネルギー 69kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 0.5g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 2.5g

栄養成分 100gあたり

原種菌を自然に近い環境
で培養した野生種榎茸は、
歯ごたえが強くきのこ本
来の風味があります。

野生種なめ茸
小林

4969 0576

●容量：２００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：120×70×50㎜
●商品重量：375g　●賞：1年

¥380（¥410）21728
小麦 大豆

うずら卵（愛知県産）、水、食塩（天日塩）

エネルギー 155kcal
たんぱく質 9.6g
脂質 12g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 12個（固形量85g）あたり

NON-GMOのとうもろこし・大豆粕を与えた、う
ずらが産んだ卵を、天日塩だけで水煮にしまし
た。

うずらの玉子・水煮
食通

●容量：６個×２　●入数：10
●商品サイズ：150×95×35㎜
●商品重量：240g　●賞：6ヵ月

¥370（¥400）21840
卵

小麦たん白（小麦：アメリカ・カナダ産他）、しょうゆ（大豆：
国内産、小麦：国内産）、塩、コンブエキス（昆布：国内産）、
大豆油（大豆：アメリカ・ブラジル産他）、砂糖、植物たん
白酵素分解物、酵母エキス

エネルギー 118kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 3.9g
炭水化物 0.9g
ナトリウム 378mg

栄養成分 100gあたり

小麦たん白を使った、ぶつ
切り肉状の植物性たん白
食品です。フライ・炒め物
などいろいろな料理にご
利用ください。

グルテンミート
三育

●容量：２００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：240g　●賞：2年

¥350（¥378）21501
小麦 大豆

小麦たん白、大豆たん白（大豆：アメリカ・カナダ産）、大
豆油（大豆：アメリカ・ブラジル産他）、小麦でんぷん（小
麦：アメリカ・カナダ産他）、しょうゆ（大豆：国内産、小麦：
国内産）、植物たん白酵素分解物、塩、酵母エキス、砂
糖、コンブ末（昆布：国内産）

エネルギー 173kcal
たんぱく質 16.2g
脂質 10.6g
炭水化物 3.2g
ナトリウム 396mg
食塩相当量 1g

栄養成分 100gあたり

小麦と大豆のたん白を
使った、ひき肉状の植物
性たん白食品です。餃子・
ミートボールなどいろいろ
な料理にご利用ください。

グルテンバーガー
三育

●容量：２１５ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：250g　●賞：2年

¥350（¥378）21504
小麦 大豆

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産他）、なたね油（なた
ね：カナダ・オーストラリア産他）、卵白粉、砂糖、植物性粉
末ブイヨン、塩、植物たん白酵素分解物、香辛料、紅麹色
素、レシチン、香料

エネルギー 249kcal
たんぱく質 14.9g
脂質 20.1g
炭水化物 2.2g
ナトリウム 603mg
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくと卵白から
生まれた植物性たんぱく
食品。肉を使用しない、ノ
ンコレステロールの植物
性ソーセージです。

リンケッツ
三育

●容量：190g(12本）　●入数：24
●商品サイズ：76×76×59㎜
●商品重量：240g　●賞：2年

¥375（¥405）21502
卵 小麦 大豆

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産他）、植物油脂（なた
ね：オーストラリア産）、植物性粉末ブイヨン、香辛料、砂
糖、塩

エネルギー 191kcal
たんぱく質 13.6g
脂質 12.8g
炭水化物 5.3g
ナトリウム 510mg

栄養成分 その他

大豆をツナ風に加工し、フレーク状に仕上げた植
物性たん白食品です。

ベジツナ
三育

●容量：９０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：76×76×30㎜
●商品重量：122g　●賞：2年

¥320（¥346）21512
小麦 大豆

大豆たん白、植物油、植物性粉末ブイヨン、卵白粉、砂
糖、小麦たん白、植物たん白酵素分解物、でん粉（コー
ン）、香辛料、紅麹色素

エネルギー 227kcal
たんぱく質 16.1g
脂質 15.8g
炭水化物 5.2g
ナトリウム 700mg
食塩相当量 1.8g

栄養成分 100gあたり

大豆たん白を主原料に
卵白を加えてお肉風味の
ミートローフ風に仕上げた
植物たん白食品です。 

大豆ローフ〈リッチテイスト〉
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×160㎜
●商品重量：416g　●賞：1年

¥950（¥1,026）21521
卵 小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産）、植物油脂（コーン：
アメリカ産）、卵白粉、砂糖、食塩、植物たん白酵素分解
物、植物性粉末ブイヨン、香辛料、レモン、香料、紅麹色
素

エネルギー 176kcal
たんぱく質 17.3g
脂質 9.1g
炭水化物 6.3g
ナトリウム 705mg

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくを主原料に
卵白を加えて作られた、ハ
ム風の植物性たんぱく食
品です。

大豆のハム
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×160㎜
●商品重量：416g　●賞：1年

¥890（¥961）21520
卵 小麦 大豆

玉ねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（トマトピューレ、玉ねぎ、トマトケチャッ
プ、ソース、なたね油、小麦粉、砂糖、植物たんぱく酵素
分解物、香辛料）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.1g
脂質 5.2g
   飽和脂肪酸 0.8g
コレステロール 0mg
炭水化物 14.7g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまねぎやキャベツ
等野菜を加えたお肉を使わない大豆
バーグをトマトソースで味付けしました。

トマトソース野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21515
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（たまねぎ、しょうゆ、砂糖、小麦粉、植
物油脂、植物たんぱく酵素分解物、香辛料、カカオ色素）

エネルギー 128kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 4.3g
炭水化物 14.1g
ナトリウム 525mg

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまね
ぎやキャベツ等野菜を加
えたお肉を使わない大豆
バーグをしょう油ベースの
和風味に仕上げました。

てり焼き野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21518
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（トマトケチャップ、中濃ソース、たまね
ぎ、トマトピューレ、人参、植物性粉末ブイヨン、発酵調味
料、りんご酢、なたね油、でん粉（コーン）、野菜エキス、酵
母エキス、にんにく、香辛料

エネルギー 128kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 4.0g
   飽和脂肪酸 0.7g
コレステロール 0mg
炭水化物 14.6g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

大豆と野菜を主原料とした
大豆バーグを、デミグラス
ソース風に仕上げました。

デミグラスソース風野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21519
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ソース（砂糖、醸造酢、しょうゆ、トマトピューレ、発酵
調味料、レモン果汁、食塩、植物性粉末ブイヨン、加工で
ん粉（増粘剤））

エネルギー 169kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 6.6g
炭水化物 18.2g
ナトリウム 500mg

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくと野菜を主
原料とした大豆ボールを、
中華甘酢あん風に味付け
しています。

中華風野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21517
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ソース（トマト、リンゴ酢、トマトピューレ、砂糖、たまね
ぎ、にんにく、食塩、でん粉（コーン）、植物油脂、香辛料）

エネルギー 143kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 5.7g
   飽和脂肪酸 0.94g
コレステロール 0mg
炭水化物 15.2g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまねぎ
やキャベツ等野菜を加えた
お肉を使わないイタリアン
ソース味の大豆ボールです。

完熟トマトソース野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21527
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香
辛料、ソース（しょうゆ、リンゴ酢、砂糖、たまねぎ、にんに
く、でん粉（コーン）、発酵調味料、食塩）

エネルギー 152kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 5.5g
炭水化物 16.9g
ナトリウム 716mg

栄養成分 100gあたり

大豆と野菜を主原料とし
た醤油ベースの和風大豆
ボールです。このままお弁
当のおかずにもお使いい
ただけます。

和風野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21528
卵 小麦 大豆

しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産）、ねぎ（中国産）、
砂糖、味噌（大豆：兵庫県産、米：国内産）、トマトケチャッ
プ、粒状大豆たんぱく、植物油脂、生姜、にんにく、でん粉
（コーン）、植物性粉末ブイヨン、豆板醤

エネルギー 207kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 9g
炭水化物 24.8g
ナトリウム 2300mg

栄養成分 １袋180gあたり

天然醸造の味噌としょう
油を使用し、コクのある風
味豊かな麻婆豆腐の素に
仕上げました。

麻婆豆腐の素
三育

●容量：１８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×125×20㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥250（¥270）21535
小麦 大豆

トマトケチャップ（トマト：中国産他）、たまねぎ（日本・アメ
リカ産他）、粒状大豆たんぱく（大豆：アメリカ産他）、にん
じん（アメリカ産）、マッシュルーム（中国産）、植物油脂、
しょう油、中濃ソース、でん粉（コーン）、麦芽水飴、植物
性粉末ブイヨン、塩、香辛料

エネルギー 88kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 2.4g
炭水化物 12.5g
ナトリウム 632mg

栄養成分 100gあたり

肉類を一切使用していな
い純植物性のスパゲティ
ソースですのでコレステ
ロールがありません。

ベジタブルミートソース　トマトソース味
三育

●容量：１８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：155×95×45㎜
●商品重量：196g　●賞：1年

¥300（¥324）11519
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、にんじん：国内産、しょうが：国内産、にんに
く：国内産）、小麦粉（国内産）、フォンドボー（牛肉：オーストラリア産、野菜：オーストラリア
産他）、ポークエキス（国内産）、ポークオイル（国内産）、フルーツチャツネ（フルーツ：タイ
産）、紅花油（アメリカ産）、砂糖（さとうきび：タイ産他、てんさい：国内産）、ココナッツミル
ク（インドネシア産）、トマトペースト（アメリカ産）、カレー粉（インド・モロッコ産他）、食塩、
にんじんペースト（国内産）、香辛料（インド・イラン産他）、酵母エキス

エネルギー 209kcal
たんぱく質 6g
脂質 10g

炭水化物 23.8g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 １食あたり

国産のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、しょうが、
にんにくを、国産の小麦粉と厳選スパイスでじっ
くり煮込んだ、からだにやさしいまろやかなカ
レーです。

国産野菜のカレー甘口
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥240（¥259）10546
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、にんじん：国内産、しょうが：国内産、にんに
く：国内産）、小麦粉（国内産）、フォンドボー（牛肉：オーストラリア産、野菜：オーストラリ
ア産他）、ポークエキス（国内産）、ポークオイル（国内産）、フルーツチャツネ（フルーツ：タ
イ産）、紅花油（アメリカ産）、ココナッツミルク（インドネシア産）、トマトペースト（アメリカ
産）、カレー粉（インド・モロッコ産他）、食塩、酵母エキス、砂糖、にんじんペースト（国内
産）、香辛料（インド・イラン産他）

エネルギー 203kcal
たんぱく質 6g
脂質 10.2g

炭水化物 21.8g
食塩相当量 2.3g

栄養成分 １食あたり

国産のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、しょうが、
にんにくを、国産の小麦粉と厳選スパイスでじっ
くり煮込んだ、からだにやさしいまろやかな辛さ
のカレーです。

国産野菜のカレー辛口
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥240（¥259）10547
小麦 大豆

【辛さレベル３】

野菜（なすび：国内産、たけのこ：国内産）、有機ココナッツミルク（タイ産）、鶏肉（国内産）、
有機グリーンカレーペースト（有機青唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、有機シャ
ロット、食塩、有機コリアンダーシード、有機ガランガル、有機カフィアライム、有機クミン：
すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、有機砂糖（ブラジル産）、ナンプラー（魚介類）
（タイ産）、赤唐辛子（韓国産）／酸味料（クエン酸）

エネルギー 207.4kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 15.1g

炭水化物 9.4g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 1食（170g）あたり

タイ料理の中でも特に人気のあるグリーンカ
レー。青唐辛子の刺激的な辛さの中に爽やかな
ハーブが香ります。本場タイの有機カレーペース
トをベースに、こだわりのチキンや野菜などを使
用。

タイ･グリーンカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10541

【辛さレベル２】

野菜（人参：国内産、たけのこ：国内産）、有機ココナッツミルク（タイ産）、鶏肉（国内産）、
有機レッドカレーペースト（有機赤唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、有機シャ
ロット、有機ガランガル、食塩、有機コリアンダーシード、有機クミン、有機カフィアライム：
すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、有機砂糖（ブラジル産）、ナンプラー（魚介類）
（タイ産）、赤唐辛子（韓国産）／酸味料（クエン酸）

エネルギー 219.3kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 16.5g

炭水化物 10g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 1食（170g）あたり

比較的辛さもマイルドなタイ料理定番のレッド
カレー。赤唐辛子とハーブが絶妙に絡み合うフ
ルーティーな味わいです。本場タイの有機カレー
ペーストをベースに、こだわりのチキンや野菜な
どを使用。

タイ・レッドカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10542

【辛さレベル１】

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、いんげん：国内産）、有機ココナッツミルク（タ
イ産）、有機イエローカレーペースト（有機シャロット、有機レモングラス、食塩、有機にん
にく、有機赤唐辛子、有機コリアンダーシード、有機ガランガル、有機生姜、有機クミン、
有機カレー粉：すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、酵母エキス、食塩／酸味料（クエ
ン酸）

エネルギー 224.4kcal
たんぱく質 2g
脂質 19g

炭水化物 11.1g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 1食（170g）あたり

どなたでも食べやすいマイルドなイエローカ
レー。本場タイの有機カレーペーストをベースに、
こだわりの国産野菜を使用。動物性原材料不使
用なのでベジタリアンの方もお楽しみいただけ
ます。

タイ・ベジタブルカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10543 野菜（国産）（玉ねぎ：北海道産等、じゃがいも：北海道産、人参：青森県産、れんこん：茨城
県産、ごぼう：青森県産、にんにく：青森県産）、トマトピューレー（トマト：ポルトガル産等）、
植物油脂（なたね油：オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、還元水あめ（タピ
オカ：インドネシア産等、コーン：中国産等）、小麦粉（愛知県･岐阜県産）、昆布だし（昆布：
北海道産等）、食塩、香辛料（クミン・ターメリック：インド産等、コリアンダー：モロッコ産
等、カルダモン：インド産等、ガーリック･オニオン：アメリカ産等）、ピーナッツペースト（落
花生：南アフリカ産等）、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：北海道産等）、カレー粉（イン
ド産等）、味噌（大豆：愛知県産等）、オニオンエキス（オニオン：北海道産等）、発酵調味料
（大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等）、酵母エキス、ココアパウダー（アフリカ･東南ア
ジア産等）

エネルギー 186kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 7.8g

炭水化物 26.0g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １人前（200g）当たり

動物性原料を使用しないルゥに大きめにカットし
た国内産の根野菜を具に加えたコクと深みのあ
るレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための根菜カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10357
小麦 落花生 大豆
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醤油
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酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産）、植物油脂（コーン：
アメリカ産）、卵白粉、砂糖、食塩、植物たん白酵素分解
物、植物性粉末ブイヨン、香辛料、レモン、香料、紅麹色
素

エネルギー 176kcal
たんぱく質 17.3g
脂質 9.1g
炭水化物 6.3g
ナトリウム 705mg

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくを主原料に
卵白を加えて作られた、ハ
ム風の植物性たんぱく食
品です。

大豆のハム
三育

●容量：４００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×160㎜
●商品重量：416g　●賞：1年

¥890（¥961）21520
卵 小麦 大豆

玉ねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（トマトピューレ、玉ねぎ、トマトケチャッ
プ、ソース、なたね油、小麦粉、砂糖、植物たんぱく酵素
分解物、香辛料）

エネルギー 138kcal
たんぱく質 8.1g
脂質 5.2g
   飽和脂肪酸 0.8g
コレステロール 0mg
炭水化物 14.7g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまねぎやキャベツ
等野菜を加えたお肉を使わない大豆
バーグをトマトソースで味付けしました。

トマトソース野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21515
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たん白（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（たまねぎ、しょうゆ、砂糖、小麦粉、植
物油脂、植物たんぱく酵素分解物、香辛料、カカオ色素）

エネルギー 128kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 4.3g
炭水化物 14.1g
ナトリウム 525mg

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまね
ぎやキャベツ等野菜を加
えたお肉を使わない大豆
バーグをしょう油ベースの
和風味に仕上げました。

てり焼き野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21518
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、植物性粉末ブイヨン、砂糖、でん粉（コー
ン：アメリカ・中国産他）、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ココア、ソース（トマトケチャップ、中濃ソース、たまね
ぎ、トマトピューレ、人参、植物性粉末ブイヨン、発酵調味
料、りんご酢、なたね油、でん粉（コーン）、野菜エキス、酵
母エキス、にんにく、香辛料

エネルギー 128kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 4.0g
   飽和脂肪酸 0.7g
コレステロール 0mg
炭水化物 14.6g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

大豆と野菜を主原料とした
大豆バーグを、デミグラス
ソース風に仕上げました。

デミグラスソース風野菜大豆バーグ
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21519
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ソース（砂糖、醸造酢、しょうゆ、トマトピューレ、発酵
調味料、レモン果汁、食塩、植物性粉末ブイヨン、加工で
ん粉（増粘剤））

エネルギー 169kcal
たんぱく質 9.1g
脂質 6.6g
炭水化物 18.2g
ナトリウム 500mg

栄養成分 100gあたり

大豆たんぱくと野菜を主
原料とした大豆ボールを、
中華甘酢あん風に味付け
しています。

中華風野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21517
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香辛
料、ソース（トマト、リンゴ酢、トマトピューレ、砂糖、たまね
ぎ、にんにく、食塩、でん粉（コーン）、植物油脂、香辛料）

エネルギー 143kcal
たんぱく質 7.6g
脂質 5.7g
   飽和脂肪酸 0.94g
コレステロール 0mg
炭水化物 15.2g
食塩相当量 1.3g

栄養成分 100gあたり

大豆を主原料とし、たまねぎ
やキャベツ等野菜を加えた
お肉を使わないイタリアン
ソース味の大豆ボールです。

完熟トマトソース野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21527
卵 小麦 大豆

たまねぎ（国内産）、大豆たんぱく（大豆：アメリカ・中国産
他）、キャベツ（国内産）、パン粉（小麦：アメリカ・カナダ産
他）、植物油脂、でん粉（コーン：アメリカ・中国産他）、植
物性粉末ブイヨン、砂糖、卵白粉、みりん、しょうゆ、香
辛料、ソース（しょうゆ、リンゴ酢、砂糖、たまねぎ、にんに
く、でん粉（コーン）、発酵調味料、食塩）

エネルギー 152kcal
たんぱく質 8.7g
脂質 5.5g
炭水化物 16.9g
ナトリウム 716mg

栄養成分 100gあたり

大豆と野菜を主原料とし
た醤油ベースの和風大豆
ボールです。このままお弁
当のおかずにもお使いい
ただけます。

和風野菜大豆ボール
三育

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×120×20㎜
●商品重量：113g　●賞：1年

¥240（¥259）21528
卵 小麦 大豆

しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産）、ねぎ（中国産）、
砂糖、味噌（大豆：兵庫県産、米：国内産）、トマトケチャッ
プ、粒状大豆たんぱく、植物油脂、生姜、にんにく、でん粉
（コーン）、植物性粉末ブイヨン、豆板醤

エネルギー 207kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 9g
炭水化物 24.8g
ナトリウム 2300mg

栄養成分 １袋180gあたり

天然醸造の味噌としょう
油を使用し、コクのある風
味豊かな麻婆豆腐の素に
仕上げました。

麻婆豆腐の素
三育

●容量：１８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×125×20㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥250（¥270）21535
小麦 大豆

トマトケチャップ（トマト：中国産他）、たまねぎ（日本・アメ
リカ産他）、粒状大豆たんぱく（大豆：アメリカ産他）、にん
じん（アメリカ産）、マッシュルーム（中国産）、植物油脂、
しょう油、中濃ソース、でん粉（コーン）、麦芽水飴、植物
性粉末ブイヨン、塩、香辛料

エネルギー 88kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 2.4g
炭水化物 12.5g
ナトリウム 632mg

栄養成分 100gあたり

肉類を一切使用していな
い純植物性のスパゲティ
ソースですのでコレステ
ロールがありません。

ベジタブルミートソース　トマトソース味
三育

●容量：１８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：155×95×45㎜
●商品重量：196g　●賞：1年

¥300（¥324）11519
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、にんじん：国内産、しょうが：国内産、にんに
く：国内産）、小麦粉（国内産）、フォンドボー（牛肉：オーストラリア産、野菜：オーストラリア
産他）、ポークエキス（国内産）、ポークオイル（国内産）、フルーツチャツネ（フルーツ：タイ
産）、紅花油（アメリカ産）、砂糖（さとうきび：タイ産他、てんさい：国内産）、ココナッツミル
ク（インドネシア産）、トマトペースト（アメリカ産）、カレー粉（インド・モロッコ産他）、食塩、
にんじんペースト（国内産）、香辛料（インド・イラン産他）、酵母エキス

エネルギー 209kcal
たんぱく質 6g
脂質 10g

炭水化物 23.8g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 １食あたり

国産のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、しょうが、
にんにくを、国産の小麦粉と厳選スパイスでじっ
くり煮込んだ、からだにやさしいまろやかなカ
レーです。

国産野菜のカレー甘口
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥240（¥259）10546
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、にんじん：国内産、しょうが：国内産、にんに
く：国内産）、小麦粉（国内産）、フォンドボー（牛肉：オーストラリア産、野菜：オーストラリ
ア産他）、ポークエキス（国内産）、ポークオイル（国内産）、フルーツチャツネ（フルーツ：タ
イ産）、紅花油（アメリカ産）、ココナッツミルク（インドネシア産）、トマトペースト（アメリカ
産）、カレー粉（インド・モロッコ産他）、食塩、酵母エキス、砂糖、にんじんペースト（国内
産）、香辛料（インド・イラン産他）

エネルギー 203kcal
たんぱく質 6g
脂質 10.2g

炭水化物 21.8g
食塩相当量 2.3g

栄養成分 １食あたり

国産のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、しょうが、
にんにくを、国産の小麦粉と厳選スパイスでじっ
くり煮込んだ、からだにやさしいまろやかな辛さ
のカレーです。

国産野菜のカレー辛口
ムソー

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×110×30㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥240（¥259）10547
小麦 大豆

【辛さレベル３】

野菜（なすび：国内産、たけのこ：国内産）、有機ココナッツミルク（タイ産）、鶏肉（国内産）、
有機グリーンカレーペースト（有機青唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、有機シャ
ロット、食塩、有機コリアンダーシード、有機ガランガル、有機カフィアライム、有機クミン：
すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、有機砂糖（ブラジル産）、ナンプラー（魚介類）
（タイ産）、赤唐辛子（韓国産）／酸味料（クエン酸）

エネルギー 207.4kcal
たんぱく質 8.5g
脂質 15.1g

炭水化物 9.4g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 1食（170g）あたり

タイ料理の中でも特に人気のあるグリーンカ
レー。青唐辛子の刺激的な辛さの中に爽やかな
ハーブが香ります。本場タイの有機カレーペース
トをベースに、こだわりのチキンや野菜などを使
用。

タイ･グリーンカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10541

【辛さレベル２】

野菜（人参：国内産、たけのこ：国内産）、有機ココナッツミルク（タイ産）、鶏肉（国内産）、
有機レッドカレーペースト（有機赤唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、有機シャ
ロット、有機ガランガル、食塩、有機コリアンダーシード、有機クミン、有機カフィアライム：
すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、有機砂糖（ブラジル産）、ナンプラー（魚介類）
（タイ産）、赤唐辛子（韓国産）／酸味料（クエン酸）

エネルギー 219.3kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 16.5g

炭水化物 10g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 1食（170g）あたり

比較的辛さもマイルドなタイ料理定番のレッド
カレー。赤唐辛子とハーブが絶妙に絡み合うフ
ルーティーな味わいです。本場タイの有機カレー
ペーストをベースに、こだわりのチキンや野菜な
どを使用。

タイ・レッドカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10542

【辛さレベル１】

野菜（たまねぎ：国内産、じゃがいも：国内産、いんげん：国内産）、有機ココナッツミルク（タ
イ産）、有機イエローカレーペースト（有機シャロット、有機レモングラス、食塩、有機にん
にく、有機赤唐辛子、有機コリアンダーシード、有機ガランガル、有機生姜、有機クミン、
有機カレー粉：すべてタイ産）、植物油脂（菜種：国内産）、酵母エキス、食塩／酸味料（クエ
ン酸）

エネルギー 224.4kcal
たんぱく質 2g
脂質 19g

炭水化物 11.1g
食塩相当量 1.8g

栄養成分 1食（170g）あたり

どなたでも食べやすいマイルドなイエローカ
レー。本場タイの有機カレーペーストをベースに、
こだわりの国産野菜を使用。動物性原材料不使
用なのでベジタリアンの方もお楽しみいただけ
ます。

タイ・ベジタブルカレー
むそう

●容量：１７０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：190×22×130㎜
●商品重量：228g　●賞：2年

¥460（¥497）10543 野菜（国産）（玉ねぎ：北海道産等、じゃがいも：北海道産、人参：青森県産、れんこん：茨城
県産、ごぼう：青森県産、にんにく：青森県産）、トマトピューレー（トマト：ポルトガル産等）、
植物油脂（なたね油：オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、還元水あめ（タピ
オカ：インドネシア産等、コーン：中国産等）、小麦粉（愛知県･岐阜県産）、昆布だし（昆布：
北海道産等）、食塩、香辛料（クミン・ターメリック：インド産等、コリアンダー：モロッコ産
等、カルダモン：インド産等、ガーリック･オニオン：アメリカ産等）、ピーナッツペースト（落
花生：南アフリカ産等）、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：北海道産等）、カレー粉（イン
ド産等）、味噌（大豆：愛知県産等）、オニオンエキス（オニオン：北海道産等）、発酵調味料
（大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等）、酵母エキス、ココアパウダー（アフリカ･東南ア
ジア産等）

エネルギー 186kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 7.8g

炭水化物 26.0g
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １人前（200g）当たり

動物性原料を使用しないルゥに大きめにカットし
た国内産の根野菜を具に加えたコクと深みのあ
るレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための根菜カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10357
小麦 落花生 大豆
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酢

発酵調味料

食塩

糖類
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ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

野菜（国産）（玉ねぎ：北海道産等、にんにく：青森県産）、豆類（国産）（手亡豆・大福豆・青
えんどう豆：北海道産）、トマトピューレー（トマト：ポルトガル産等）、植物油脂（なたね油：
オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、小麦粉（愛知県･岐阜県産）、昆布だし
（昆布：北海道産等）、砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、マンゴーチャツネ（マ
ンゴー：タイ産）、香辛料（クローブ：タンザニア産等、クミン：インド産等、コリアンダー：モ
ロッコ産等、ターメリック・カルダモン：インド産等、オニオン・ガーリック：アメリカ産等）、食
塩、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：北海道産等）、ピーナッツペースト（落花生：南アフリ
カ産等）、カレー粉（インド産等）、味噌（大豆、愛知県産等）、発酵調味料（大豆：ブラジル
産等、小麦：カナダ産等）、酵母エキス、ココアパウダー（アフリカ･東南アジア産等）

エネルギー 230kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 9.0g

炭水化物 30.0g
食塩相当量 2g

栄養成分 １人前あたり

動物性原料を使用しないルゥに国内産の手亡
豆・大福豆・青えんどう豆を具に加えたコクと深
みのあるレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための豆カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10358
小麦 落花生 大豆

野菜（国産）（玉ねぎ・じゃがいも：北海道産等、人参・にんにく：青森県産）、植物油脂（なた
ね油：オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、トマトピューレー（トマト：ポルトガ
ル産等）、昆布だし（昆布：北海道産等）、小麦粉（愛知県・岐阜県産）、砂糖（さとうきび：タ
イ産、甜菜：北海道産）、マンゴーチャツネ（マンゴー：タイ産）、香辛料（クミン：インド産等、
クローブ：タンザニア産等、ターメリック：インド産等、コリアンダー：モロッコ産等、カルダ
モン：インド産等、ガーリック･オニオン：アメリカ産等）、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：
北海道産等）、ピーナッツペースト（落花生：南アフリカ産等）、食塩、味噌（大豆：愛知県産
等）、カレー粉（インド産等）、発酵調味料（大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等）、酵母エ
キス、ココアパウダー（アフリカ･東南アジア産等）

エネルギー 200kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 9.4g

炭水化物 25.4g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １人前あたり

動物性原料を使用しないルゥに大きめにカットし
た国内産野菜を具に加えた酸味と味に深みのあ
るレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための野菜カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10359
小麦 落花生 大豆

野菜（玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、じゃがいも：国内産）、
鶏がらスープ（山口他）、鶏肉（国内産）、リンゴピュー
レ（青森他）、でん粉（国内産、アメリカ他）、粗糖（鹿児
島）、植物油脂（菜種：国内産）、トマトケチャップ（アメリカ
他）、香辛料（国内産他）、チャツネ、酵母エキス、食塩、カ
レー粉

エネルギー 79kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 3g
炭水化物 11.1g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋あたり

りんごなどの果実をはじ
め、人参や淡路産玉ねぎ
などの野菜を使用し、スパ
イスの刺激を抑えたまろや
かなやさしい味のこどもの
カレーに仕上げました。 

こどものためのレトルトカレー
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10889

野菜（玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、セロリ：国内産）、ミディ
トマトピューレ（石川）、トマトピューレ（トルコ他）、豚肉
（国内産）、でん粉（国内産、アメリカ他）、植物油脂（菜
種：国内産）、粗糖（鹿児島）、ポークエキス（国内産）、かぼ
ちゃピューレ（国内産）、バナナピューレ（コスタリカ）、リ
ンゴピューレ（青森他）、野菜エキス（国内産、フランス産
他）、食塩、酵母エキス、マッシュルームエキスパウダー

エネルギー 79kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 3.3g
炭水化物 10.2g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋あたり

たっぷりのトマトに、淡路産
たまねぎ、りんごとバナナ
を使用した、まろやかなや
さしい味のハヤシソースに
仕上げました。 

こどものためのレトルトハヤシ
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10890

野菜（とうもろこし：国内産、玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、
じゃがいも：国内産）、豆乳（カナダ他）、鶏がらスープ（山
口他）、コーンピューレ（国内産）、植物油脂（菜種：国内
産）、大麦ピューレ（石川）、粗糖（鹿児島）、かぼちゃピュー
レ（国内産）、でん粉（国内産、アメリカ他）、食塩、酵母エ
キス

エネルギー 80kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 4.5g
炭水化物 7.01g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋あたり

淡路産たまねぎに、たっぷ
りのコーンを入れて豆乳
でクリーミーに仕上げたや
さしい味のコーンシチュー
です。 

こどものためのレトルトコーンシチュー
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10891
大豆

有機醤油(有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩)、有
機砂糖（ブラジル産他）、野菜（有機にんにく（国内産）、
有機しょうが（国内産））、有機コーンスターチ（とうもろこ
し：オーストリア産他）、有機米発酵調味料、食塩、有機ぶ
どう果汁、オイスターエキス 

エネルギー 71kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0g
炭水化物 15.8g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。ピーマンや
肉と一緒に炒めるだけで
手軽に美味しい青椒肉絲
(チンジャオロースー)が出
来上がります。

有機青椒肉絲（チンジャオロースー）の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21746
小麦 大豆

有機米味噌（有機米（国産）、有機大豆（国産）、食塩）、有
機砂糖（さとうきび：ブラジル産他）、有機コーンスターチ
（オーストリア産他）、有機米発酵調味料、食塩、オイス
ターエキス、有機にんにく（国内産）、胡麻油、唐辛子、有
機醤油(大豆：国内産、小麦：国内産、食塩：メキシコ産） 

エネルギー 85kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。キャベツや
豚肉と一緒に炒めるだけ
で手軽に美味しい回鍋肉
(ホイコーロー)が出来上が
ります。

有機回鍋肉（ホイコーロー）の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21747
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機米味噌（大豆を含む）、有機ばれいしょでんぷん、有機
米醗酵調味料、有機砂糖、有機にんにくピューレー、野菜
（有機しょうが、有機たまねぎ）、有機米酢、魚醤（いかを
含む）、唐辛子、昆布、オイスターエキス、食塩 

エネルギー 53kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.1g
炭水化物 10.3g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

化学調味料を使用せず、有
機醤油・有機米味噌をベー
スに、有機にんにく・有機しょ
うがの香りと有機米醗酵調
味料や昆布の旨みを加え
た、有機麻婆の素です。 

有機麻婆の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21765
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機たまねぎ（国内産）、有機砂糖（さとうきび：ブラジル産
他）、有機コーンスターチ（とうもろこし：オーストリア産
他）、有機米醗酵調味料（米：国内産、米麹：国内産、食塩：
国産）、有機ぶどう果汁（ぶどう：アルゼンチン産他）、食
塩 

エネルギー 52kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 11.6g
ナトリウム 880mg
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った有機
惣菜の素。肉を焼いて、豆腐と
本品を加えるだけで手軽に美
味しい肉豆腐の出来上がり。肉
じゃがや照り焼きにもどうぞ。

有機肉豆腐の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：2年

¥250（¥270）21766
小麦 大豆

野菜（有機たまねぎ（国内産）、有機にんじん（国内産）、
有機しょうが（国内産））、有機米味噌（有機米（国産）、有
機大豆（国産）、食塩）、有機砂糖（さとうきび：ブラジル産
他）、ばれいしょでんぷん（国内産）、有機醤油(大豆：国内
産、小麦：国内産、食塩：メキシコ産）、有機にんにくピュー
レー（国内産）、食塩 

エネルギー 129kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 0.8g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。もやしと豚
肉を一緒に炒めるだけで
手軽に美味しいもやし味
噌炒めが出来上がります。

有機もやし味噌炒めの素
ヒカリ

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：２年

¥250（¥270）21767
小麦 大豆

野菜（有機たまねぎ（国産）、有機にんじん、有機トマト、
有機にんにく）、有機牛肉（北海道産）、有機トマトペースト
（アメリカ・イタリア産他）、有機トマトケチャップ、有機ウ
スターソース（小麦・大豆・りんごを含む）、ばれいしょで
んぷん（馬鈴薯：国内産）、食塩、有機砂糖、有機オリーブ
オイル（イタリア産）、香辛料

エネルギー 92kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 1.4g
炭水化物 16.5g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 １袋140gあたり

有機野菜をふんだんに使
い、国産有機牛肉を使っ
た日本初！有機ＪＡＳ認証の
ミートソースです。

有機ミートソース
ヒカリ

●容量：１４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥290（¥313）21791
小麦 大豆

野菜(有機たまねぎ(国産)、有機にんじん)、有機牛肉、
有機ウスターソース(小麦・大豆・りんごを含む)、有機ト
マトペースト、有機トマトケチャップ、有機ばれいしょでん
ぷん、有機香辛料、有機砂糖、食塩、有機にんにくピュー
レー

エネルギー 97kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 1.8g
炭水化物 15.8g
ナトリウム 854mg
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １袋140gあたり

有機牛肉（北海道産）と有
機野菜使用の有機キーマ
カレーです。化学調味料不
使用でカレースパイスまで
有機にこだわりました。

有機キーマカレー・中辛
ヒカリ

●容量：140ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥390（¥421）21792
小麦 大豆

醤油（大豆（国産）、小麦（国産）、食塩）、米味噌（大豆を含
む）、みりん、でんぷん、砂糖、有機しょうが、有機にんにく
（国内産）、有機たまねぎ（国内産）、食塩、昆布（北海道
産）、有機米酢、魚醤（いかを含む）、唐辛子、オイスターエ
キス（牡蠣：広島県産）

エネルギー 65kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 0.3g
炭水化物 12.7g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

こだわりの原料だけで
作った「麻婆の素」です。 
豆腐とお肉を準備して炒
めるだけで、おいしい麻婆
豆腐のできあがり。

麻婆の素
ヒカリ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：404g　●賞：1年

¥420（¥454）21753
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、にんじん：国内産）、食肉（牛肉：国
内産、豚肉：国内産、鶏肉：国内産）、トマトペースト、小麦
粉、砂糖、食塩、香辛料、牛脂、酵母エキス

エネルギー 93kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 3g
炭水化物 12.7g
ナトリウム 780mg

栄養成分 100gあたり

たまねぎ、にんじんと国産
肉をトマトソースで充分
煮込んだ、本格的なミート
ソースです。

ミートソース・レトルト
日食

●容量：１４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：160×110×20㎜
●商品重量：150g　●賞：2年

¥210（¥227）21751
小麦

メンマ（台湾産）、しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産、
食塩）、米発酵調味料、ごま油（ごま：ナイジェリア産他）、
粗糖（さとうきび：鹿児島県産）、酵母エキス、食塩、唐辛子
（島根県産）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.7g
炭水化物 6.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 80gあたり

やわらかい台湾産のメン
マを風味豊かに仕上げた、
味付メンマです。素朴な中
にも濃厚な旨みが感じら
れます。

味付けメンマ
マルアイ

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×130×10㎜
●商品重量：90g　●賞：6ヵ月

¥270（¥291）22395
小麦 大豆

ざーさい（国内産）、粗糖、食用なたね油、酵母エキス、
しょうゆ、梅酢、ごま油、食塩、唐辛子（島根県産） 

エネルギー 49kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 1g
炭水化物 8.2g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

国産のざーさいを風味豊
かに油炒めしたお惣菜で
す。 

国産・味付ざーさい
マルアイ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：175×140×10㎜
●商品重量：108g　●賞：5ヵ月

¥350（¥378）22396
小麦 大豆

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 171kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 11.7g
炭水化物 12.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

あっさりとした白ごまの風
味豊かなおいしさを、口ど
けの良いもっちりした食感
でお楽しみいただける白
ごまとうふです。

高野山ごまとうふ・白
聖食品

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×30㎜
●商品重量：129.2g　●賞：90日

¥150（¥162）21731
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

野菜（国産）（玉ねぎ：北海道産等、にんにく：青森県産）、豆類（国産）（手亡豆・大福豆・青
えんどう豆：北海道産）、トマトピューレー（トマト：ポルトガル産等）、植物油脂（なたね油：
オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、小麦粉（愛知県･岐阜県産）、昆布だし
（昆布：北海道産等）、砂糖（さとうきび：タイ産等、甜菜：北海道産）、マンゴーチャツネ（マ
ンゴー：タイ産）、香辛料（クローブ：タンザニア産等、クミン：インド産等、コリアンダー：モ
ロッコ産等、ターメリック・カルダモン：インド産等、オニオン・ガーリック：アメリカ産等）、食
塩、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：北海道産等）、ピーナッツペースト（落花生：南アフリ
カ産等）、カレー粉（インド産等）、味噌（大豆、愛知県産等）、発酵調味料（大豆：ブラジル
産等、小麦：カナダ産等）、酵母エキス、ココアパウダー（アフリカ･東南アジア産等）

エネルギー 230kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 9.0g

炭水化物 30.0g
食塩相当量 2g

栄養成分 １人前あたり

動物性原料を使用しないルゥに国内産の手亡
豆・大福豆・青えんどう豆を具に加えたコクと深
みのあるレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための豆カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10358
小麦 落花生 大豆

野菜（国産）（玉ねぎ・じゃがいも：北海道産等、人参・にんにく：青森県産）、植物油脂（なた
ね油：オーストラリア産等、パーム油：マレーシア産等）、トマトピューレー（トマト：ポルトガ
ル産等）、昆布だし（昆布：北海道産等）、小麦粉（愛知県・岐阜県産）、砂糖（さとうきび：タ
イ産、甜菜：北海道産）、マンゴーチャツネ（マンゴー：タイ産）、香辛料（クミン：インド産等、
クローブ：タンザニア産等、ターメリック：インド産等、コリアンダー：モロッコ産等、カルダ
モン：インド産等、ガーリック･オニオン：アメリカ産等）、しょうゆ（大豆：カナダ産等、小麦：
北海道産等）、ピーナッツペースト（落花生：南アフリカ産等）、食塩、味噌（大豆：愛知県産
等）、カレー粉（インド産等）、発酵調味料（大豆：ブラジル産等、小麦：カナダ産等）、酵母エ
キス、ココアパウダー（アフリカ･東南アジア産等）

エネルギー 200kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 9.4g

炭水化物 25.4g
食塩相当量 2.0g

栄養成分 １人前あたり

動物性原料を使用しないルゥに大きめにカットし
た国内産野菜を具に加えた酸味と味に深みのあ
るレトルトカレーです。

レトルト・ベジタリアンのための野菜カレー
桜井

●容量：２００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×120×45㎜
●商品重量：206g　●賞：1年半

¥319（¥345）10359
小麦 落花生 大豆

野菜（玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、じゃがいも：国内産）、
鶏がらスープ（山口他）、鶏肉（国内産）、リンゴピュー
レ（青森他）、でん粉（国内産、アメリカ他）、粗糖（鹿児
島）、植物油脂（菜種：国内産）、トマトケチャップ（アメリカ
他）、香辛料（国内産他）、チャツネ、酵母エキス、食塩、カ
レー粉

エネルギー 79kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 3g
炭水化物 11.1g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋あたり

りんごなどの果実をはじ
め、人参や淡路産玉ねぎ
などの野菜を使用し、スパ
イスの刺激を抑えたまろや
かなやさしい味のこどもの
カレーに仕上げました。 

こどものためのレトルトカレー
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10889

野菜（玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、セロリ：国内産）、ミディ
トマトピューレ（石川）、トマトピューレ（トルコ他）、豚肉
（国内産）、でん粉（国内産、アメリカ他）、植物油脂（菜
種：国内産）、粗糖（鹿児島）、ポークエキス（国内産）、かぼ
ちゃピューレ（国内産）、バナナピューレ（コスタリカ）、リ
ンゴピューレ（青森他）、野菜エキス（国内産、フランス産
他）、食塩、酵母エキス、マッシュルームエキスパウダー

エネルギー 79kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 3.3g
炭水化物 10.2g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋あたり

たっぷりのトマトに、淡路産
たまねぎ、りんごとバナナ
を使用した、まろやかなや
さしい味のハヤシソースに
仕上げました。 

こどものためのレトルトハヤシ
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10890

野菜（とうもろこし：国内産、玉ねぎ：兵庫、人参：国内産、
じゃがいも：国内産）、豆乳（カナダ他）、鶏がらスープ（山
口他）、コーンピューレ（国内産）、植物油脂（菜種：国内
産）、大麦ピューレ（石川）、粗糖（鹿児島）、かぼちゃピュー
レ（国内産）、でん粉（国内産、アメリカ他）、食塩、酵母エ
キス

エネルギー 80kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 4.5g
炭水化物 7.01g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋あたり

淡路産たまねぎに、たっぷ
りのコーンを入れて豆乳
でクリーミーに仕上げたや
さしい味のコーンシチュー
です。 

こどものためのレトルトコーンシチュー
キャニオンスパイス

●容量：８０g×２　●入数：30
●商品サイズ：130×22×130㎜
●商品重量：185g　●賞：1年

¥275（¥297）10891
大豆

有機醤油(有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩)、有
機砂糖（ブラジル産他）、野菜（有機にんにく（国内産）、
有機しょうが（国内産））、有機コーンスターチ（とうもろこ
し：オーストリア産他）、有機米発酵調味料、食塩、有機ぶ
どう果汁、オイスターエキス 

エネルギー 71kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 0g
炭水化物 15.8g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。ピーマンや
肉と一緒に炒めるだけで
手軽に美味しい青椒肉絲
(チンジャオロースー)が出
来上がります。

有機青椒肉絲（チンジャオロースー）の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21746
小麦 大豆

有機米味噌（有機米（国産）、有機大豆（国産）、食塩）、有
機砂糖（さとうきび：ブラジル産他）、有機コーンスターチ
（オーストリア産他）、有機米発酵調味料、食塩、オイス
ターエキス、有機にんにく（国内産）、胡麻油、唐辛子、有
機醤油(大豆：国内産、小麦：国内産、食塩：メキシコ産） 

エネルギー 85kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0g
炭水化物 18.4g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。キャベツや
豚肉と一緒に炒めるだけ
で手軽に美味しい回鍋肉
(ホイコーロー)が出来上が
ります。

有機回鍋肉（ホイコーロー）の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21747
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機米味噌（大豆を含む）、有機ばれいしょでんぷん、有機
米醗酵調味料、有機砂糖、有機にんにくピューレー、野菜
（有機しょうが、有機たまねぎ）、有機米酢、魚醤（いかを
含む）、唐辛子、昆布、オイスターエキス、食塩 

エネルギー 53kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.1g
炭水化物 10.3g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

化学調味料を使用せず、有
機醤油・有機米味噌をベー
スに、有機にんにく・有機しょ
うがの香りと有機米醗酵調
味料や昆布の旨みを加え
た、有機麻婆の素です。 

有機麻婆の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：1年半

¥250（¥270）21765
小麦 大豆

有機醤油（有機大豆（国産）、有機小麦（国産）、食塩）、有
機たまねぎ（国内産）、有機砂糖（さとうきび：ブラジル産
他）、有機コーンスターチ（とうもろこし：オーストリア産
他）、有機米醗酵調味料（米：国内産、米麹：国内産、食塩：
国産）、有機ぶどう果汁（ぶどう：アルゼンチン産他）、食
塩 

エネルギー 52kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 11.6g
ナトリウム 880mg
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った有機
惣菜の素。肉を焼いて、豆腐と
本品を加えるだけで手軽に美
味しい肉豆腐の出来上がり。肉
じゃがや照り焼きにもどうぞ。

有機肉豆腐の素
ヒカリ

●容量：100ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：2年

¥250（¥270）21766
小麦 大豆

野菜（有機たまねぎ（国内産）、有機にんじん（国内産）、
有機しょうが（国内産））、有機米味噌（有機米（国産）、有
機大豆（国産）、食塩）、有機砂糖（さとうきび：ブラジル産
他）、ばれいしょでんぷん（国内産）、有機醤油(大豆：国内
産、小麦：国内産、食塩：メキシコ産）、有機にんにくピュー
レー（国内産）、食塩 

エネルギー 129kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 0.8g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 3.0g

栄養成分 １袋100gあたり

こだわりの調味料を使った
有機惣菜の素。もやしと豚
肉を一緒に炒めるだけで
手軽に美味しいもやし味
噌炒めが出来上がります。

有機もやし味噌炒めの素
ヒカリ

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：108g　●賞：２年

¥250（¥270）21767
小麦 大豆

野菜（有機たまねぎ（国産）、有機にんじん、有機トマト、
有機にんにく）、有機牛肉（北海道産）、有機トマトペースト
（アメリカ・イタリア産他）、有機トマトケチャップ、有機ウ
スターソース（小麦・大豆・りんごを含む）、ばれいしょで
んぷん（馬鈴薯：国内産）、食塩、有機砂糖、有機オリーブ
オイル（イタリア産）、香辛料

エネルギー 92kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 1.4g
炭水化物 16.5g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 １袋140gあたり

有機野菜をふんだんに使
い、国産有機牛肉を使っ
た日本初！有機ＪＡＳ認証の
ミートソースです。

有機ミートソース
ヒカリ

●容量：１４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥290（¥313）21791
小麦 大豆

野菜(有機たまねぎ(国産)、有機にんじん)、有機牛肉、
有機ウスターソース(小麦・大豆・りんごを含む)、有機ト
マトペースト、有機トマトケチャップ、有機ばれいしょでん
ぷん、有機香辛料、有機砂糖、食塩、有機にんにくピュー
レー

エネルギー 97kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 1.8g
炭水化物 15.8g
ナトリウム 854mg
食塩相当量 2.2g

栄養成分 １袋140gあたり

有機牛肉（北海道産）と有
機野菜使用の有機キーマ
カレーです。化学調味料不
使用でカレースパイスまで
有機にこだわりました。

有機キーマカレー・中辛
ヒカリ

●容量：140ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×110×15㎜
●商品重量：145g　●賞：2年

¥390（¥421）21792
小麦 大豆

醤油（大豆（国産）、小麦（国産）、食塩）、米味噌（大豆を含
む）、みりん、でんぷん、砂糖、有機しょうが、有機にんにく
（国内産）、有機たまねぎ（国内産）、食塩、昆布（北海道
産）、有機米酢、魚醤（いかを含む）、唐辛子、オイスターエ
キス（牡蠣：広島県産）

エネルギー 65kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 0.3g
炭水化物 12.7g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

こだわりの原料だけで
作った「麻婆の素」です。 
豆腐とお肉を準備して炒
めるだけで、おいしい麻婆
豆腐のできあがり。

麻婆の素
ヒカリ

●容量：２２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：62×62×113㎜
●商品重量：404g　●賞：1年

¥420（¥454）21753
小麦 大豆

野菜（たまねぎ：国内産、にんじん：国内産）、食肉（牛肉：国
内産、豚肉：国内産、鶏肉：国内産）、トマトペースト、小麦
粉、砂糖、食塩、香辛料、牛脂、酵母エキス

エネルギー 93kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 3g
炭水化物 12.7g
ナトリウム 780mg

栄養成分 100gあたり

たまねぎ、にんじんと国産
肉をトマトソースで充分
煮込んだ、本格的なミート
ソースです。

ミートソース・レトルト
日食

●容量：１４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：160×110×20㎜
●商品重量：150g　●賞：2年

¥210（¥227）21751
小麦

メンマ（台湾産）、しょうゆ（大豆：国内産、小麦：国内産、
食塩）、米発酵調味料、ごま油（ごま：ナイジェリア産他）、
粗糖（さとうきび：鹿児島県産）、酵母エキス、食塩、唐辛子
（島根県産）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 0.7g
炭水化物 6.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 80gあたり

やわらかい台湾産のメン
マを風味豊かに仕上げた、
味付メンマです。素朴な中
にも濃厚な旨みが感じら
れます。

味付けメンマ
マルアイ

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×130×10㎜
●商品重量：90g　●賞：6ヵ月

¥270（¥291）22395
小麦 大豆

ざーさい（国内産）、粗糖、食用なたね油、酵母エキス、
しょうゆ、梅酢、ごま油、食塩、唐辛子（島根県産） 

エネルギー 49kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 1g
炭水化物 8.2g
食塩相当量 1.9g

栄養成分 100gあたり

国産のざーさいを風味豊
かに油炒めしたお惣菜で
す。 

国産・味付ざーさい
マルアイ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：175×140×10㎜
●商品重量：108g　●賞：5ヵ月

¥350（¥378）22396
小麦 大豆

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 171kcal
たんぱく質 4.1g
脂質 11.7g
炭水化物 12.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

あっさりとした白ごまの風
味豊かなおいしさを、口ど
けの良いもっちりした食感
でお楽しみいただける白
ごまとうふです。

高野山ごまとうふ・白
聖食品

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×30㎜
●商品重量：129.2g　●賞：90日

¥150（¥162）21731

page 061-070.indd   67-68 2019/09/10   15:19



69 70

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 178kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 12.4g
炭水化物 12.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

香ばしい黒ごまの風味豊
かなおいしさを口どけの
良いもっちりした食感でお
楽しみいただける黒ごまと
うふです。

高野山ごまとうふ・黒
聖食品

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×30㎜
●商品重量：129.2g　●賞：90日

¥150（¥162）21732

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 157kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 11.2g
炭水化物 10.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

芳しい金ごまのコク深い
おいしさを口解けの良い
もっちりした食感でお楽し
み頂けます。

高野山金ごまとうふ
聖食品

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×33㎜
●商品重量：109.6g　●賞：90日

¥150（¥162）21733

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 199kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 13.6g
炭水化物 14.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

あっさりとした白ごまの風
味豊かなおいしさを口解
けの良いもっちりした食感
でお楽しみ頂けます。

高野山ゴマ豆腐
聖食品

●容量：１４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：55×155×25㎜
●商品重量：156.2g　●賞：90日

¥250（¥270）21734

有機こんにゃくいも（国内産）、水酸化Ｃａ（こんにゃく用
凝固剤）

広島県産・有機栽培こんにゃく芋を使用。缶蒸
し製法で造った、しっかり歯ごたえのある板こん
にゃくです。

有機生芋板こんにゃく・広島原料
ムソー

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×70×30㎜
●商品重量：280g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）81705

有機こんにゃくいも（国内産）、水酸化Ｃａ（こんにゃく用
凝固剤）

広島県産・有機栽培こんにゃく芋を使用。しっかり
歯ごたえのある糸こんにゃくです。使い切りの少
量パックです。

有機生芋糸こんにゃく・広島原料
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×100×30㎜
●商品重量：350g　●賞：3ヵ月

¥190（¥205）81706

こんにゃく精粉（群馬県産）、水酸化カルシウム

エネルギー 6kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
糖質 2.9g
ナトリウム 10mg

栄養成分 100gあたり

化学肥料を一切使用しないで、農薬を減らして
作った国内産特別栽培こんにゃく芋を使用したし
らたきです。

特別栽培・しらたき
太洋

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×105×35㎜
●商品重量：400g　●賞：3ヵ月

¥195（¥211）81710

こんにゃく芋精粉（群馬県産）、貝カルシウム

国内産のこんにゃく芋を使用しています。食べや
すい束にして結んでありますので調理する時も
便利です。

小結しらたき
冬季太洋

●容量：１５０ｇ(6個)　●入数：36
●商品サイズ：150×120×25㎜
●商品重量：340g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）81711

有機栽培蒟蒻芋（広島県産）／木灰（蒟蒻用凝固剤）、水
酸化カルシウム（蒟蒻用凝固剤）

エネルギー 5kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 2.4g
糖質 0.2g
食物繊維 2.2g
食塩相当量 0.01g
セラミド 1000μg

栄養成分 100ｇあたり

広島県産有機栽培こんにゃく芋
100％、関西圏の間伐材を原料と
し自社製灰した木灰と貝殻焼成カ
ルシウムを使い固めています。アク
抜き不要なので、さっと水洗いして
そのままおでんや煮物にどうぞ。

国産有機生芋100%・手結びしらたき
冬季中尾食品

●容量：５０ｇ×４　●入数：30
●商品サイズ：225×150×250㎜
●商品重量：400g　●賞：4ヵ月

¥320（¥346）81752

タピオカでん粉（インドネシア産）、こんにゃく粉（インド
ネシア産）、貝カルシウム（福井県産）、水酸化カルシウム
（こんにゃく用凝固材）、クエン酸（タピオカ）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
糖質 81.6g
食物繊維 8.1g
ナトリウム 77.9mg

栄養成分 100gあたり

炊飯器でおいしく炊ける
お米のかたちをしたこん
にゃく。炊きあがりは同量
のご飯とくらべて48％カ
ロリーカット。

乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり
トレテス

●容量：６５ｇ×５　●入数：50
●商品サイズ：160×41×270㎜
●商品重量：350g　●賞：2年

¥800（¥864）81719

水飴、タピオカでん粉（インドネシア産）、こんにゃく粉（イ
ンドネシア産）、水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固
材）、クエン酸（タピオカ）

エネルギー 86kcal
炭水化物 22.5g
糖質 20.5g
ナトリウム 4.1mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １個あたり

幻と言われる高品質のム
カゴこんにゃく芋を原料と
し、歯ごたえが良く、味が
しみ易く、臭みのない、と
てもおいしいこんにゃくで
す。

乾燥糸こんにゃく・ぷるんぷあん
トレテス

●容量：２５０ｇ(１０個入)　●入数：50
●商品サイズ：120×120×60㎜
●商品重量：260g　●賞：2年

¥530（¥572）81709

天草（静岡県産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 0.15g

栄養成分 100ｇあたり

国内産の天草を原料に、昔ながらに仕上げた風
味豊かなところてんです。ところてん突き器にて
サッと突き出してどうぞ。

ところてん〈固形タイプ〉
ムソー 夏季

●容量：４００ｇ　●入数：24
●賞：2ヵ月

¥250（¥270）81715
天草（千葉県産他）、醸造酢、たれ〔醤油（大豆：福岡、小
麦：北海道・香川産、食塩：メキシコ産）、純米酢（宮崎県・
鹿児島県産）、発酵調味料（味の母）〕

国内産天草を使用したと
ころてんに、こだわりの調
味料で作った、さっぱりと
した三杯酢を添付しまし
た。

ところてん・カップ入り
ムソー 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：90×90×80㎜
●商品重量：375g　●賞：2ヵ月

¥210（¥227）84953
小麦 大豆

天草、醸造酢、みつ（黒砂糖：沖縄県産） 

国内産天草を使用したと
ころてんに、コクのある甘
味の黒蜜を添付しました。
手軽にお召し上がりいた
だける、カップ入りタイプ。

ところてん〈黒糖みつ〉
ムソー 夏季

●容量：２０５ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：90×90×80㎜
●商品重量：355g　●賞：2ヵ月

¥210（¥227）84954

有機緑茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎県産）

熟成による旨みと丁寧に
焙じた香ばしさと艶のある
色合いが特徴の“無双番
茶”。有機ＪＡＳ認定の国産
原料で作りました。

有機・無双番茶
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：70×40×330㎜
●商品重量：163g　●賞：1年

¥700（¥756）41410

有機緑茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎県産）

熟成による旨みと丁寧に
焙じた香ばしさと艶のある
色合いが特徴の“無双番
茶”。有機ＪＡＳ認定の国産
原料を使い、ティーバッグ
入りにしました。

有機・無双番茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：５ｇ×４０　●入数：16
●商品サイズ：180×75×240㎜
●商品重量：265g　●賞：1年

¥980（¥1,058）41402

有機緑茶（国内産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の番茶（焙じ）
を使いやすいティ－バッグ
（無漂白）にしました。カ
フェインやタンニンなどの
成分が少ないお茶ですの
で、生後１カ月頃の赤ちゃ
んの水分補給に、またお年
寄りの方にも安心してお
飲みいただけます。

有機赤ちゃん番茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：２ｇ×２０　●入数：10
●商品サイズ：100×87×67㎜
●商品重量：77g　●賞：1年

¥380（¥410）41398

緑茶（国内産）

成熟した茶の枝葉が原料
です。熟成による旨みと丁
寧に焙じた香ばしさと艶の
ある色合いが特徴のほう
じ番茶です。

無双番茶
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：70×40×330㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥430（¥464）41401

緑茶（国内産）

成熟した茶の枝葉が原料
です。熟成による旨みと丁
寧に焙じた香ばしさと艶の
ある色合いが特徴のほう
じ番茶です。

無双番茶・徳用
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：100×50×400㎜
●商品重量：465g　●賞：1年

¥900（¥972）41409
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 178kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 12.4g
炭水化物 12.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

香ばしい黒ごまの風味豊
かなおいしさを口どけの
良いもっちりした食感でお
楽しみいただける黒ごまと
うふです。

高野山ごまとうふ・黒
聖食品

●容量：１２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×30㎜
●商品重量：129.2g　●賞：90日

¥150（¥162）21732

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 157kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 11.2g
炭水化物 10.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

芳しい金ごまのコク深い
おいしさを口解けの良い
もっちりした食感でお楽し
み頂けます。

高野山金ごまとうふ
聖食品

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：75×75×33㎜
●商品重量：109.6g　●賞：90日

¥150（¥162）21733

ごま、甘藷でん粉、葛でん粉

エネルギー 199kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 13.6g
炭水化物 14.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

あっさりとした白ごまの風
味豊かなおいしさを口解
けの良いもっちりした食感
でお楽しみ頂けます。

高野山ゴマ豆腐
聖食品

●容量：１４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：55×155×25㎜
●商品重量：156.2g　●賞：90日

¥250（¥270）21734

有機こんにゃくいも（国内産）、水酸化Ｃａ（こんにゃく用
凝固剤）

広島県産・有機栽培こんにゃく芋を使用。缶蒸
し製法で造った、しっかり歯ごたえのある板こん
にゃくです。

有機生芋板こんにゃく・広島原料
ムソー

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：160×70×30㎜
●商品重量：280g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）81705

有機こんにゃくいも（国内産）、水酸化Ｃａ（こんにゃく用
凝固剤）

広島県産・有機栽培こんにゃく芋を使用。しっかり
歯ごたえのある糸こんにゃくです。使い切りの少
量パックです。

有機生芋糸こんにゃく・広島原料
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×100×30㎜
●商品重量：350g　●賞：3ヵ月

¥190（¥205）81706

こんにゃく精粉（群馬県産）、水酸化カルシウム

エネルギー 6kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
糖質 2.9g
ナトリウム 10mg

栄養成分 100gあたり

化学肥料を一切使用しないで、農薬を減らして
作った国内産特別栽培こんにゃく芋を使用したし
らたきです。

特別栽培・しらたき
太洋

●容量：２００ｇ　●入数：30
●商品サイズ：180×105×35㎜
●商品重量：400g　●賞：3ヵ月

¥195（¥211）81710

こんにゃく芋精粉（群馬県産）、貝カルシウム

国内産のこんにゃく芋を使用しています。食べや
すい束にして結んでありますので調理する時も
便利です。

小結しらたき
冬季太洋

●容量：１５０ｇ(6個)　●入数：36
●商品サイズ：150×120×25㎜
●商品重量：340g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）81711

有機栽培蒟蒻芋（広島県産）／木灰（蒟蒻用凝固剤）、水
酸化カルシウム（蒟蒻用凝固剤）

エネルギー 5kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 2.4g
糖質 0.2g
食物繊維 2.2g
食塩相当量 0.01g
セラミド 1000μg

栄養成分 100ｇあたり

広島県産有機栽培こんにゃく芋
100％、関西圏の間伐材を原料と
し自社製灰した木灰と貝殻焼成カ
ルシウムを使い固めています。アク
抜き不要なので、さっと水洗いして
そのままおでんや煮物にどうぞ。

国産有機生芋100%・手結びしらたき
冬季中尾食品

●容量：５０ｇ×４　●入数：30
●商品サイズ：225×150×250㎜
●商品重量：400g　●賞：4ヵ月

¥320（¥346）81752

タピオカでん粉（インドネシア産）、こんにゃく粉（インド
ネシア産）、貝カルシウム（福井県産）、水酸化カルシウム
（こんにゃく用凝固材）、クエン酸（タピオカ）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
糖質 81.6g
食物繊維 8.1g
ナトリウム 77.9mg

栄養成分 100gあたり

炊飯器でおいしく炊ける
お米のかたちをしたこん
にゃく。炊きあがりは同量
のご飯とくらべて48％カ
ロリーカット。

乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり
トレテス

●容量：６５ｇ×５　●入数：50
●商品サイズ：160×41×270㎜
●商品重量：350g　●賞：2年

¥800（¥864）81719

水飴、タピオカでん粉（インドネシア産）、こんにゃく粉（イ
ンドネシア産）、水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固
材）、クエン酸（タピオカ）

エネルギー 86kcal
炭水化物 22.5g
糖質 20.5g
ナトリウム 4.1mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １個あたり

幻と言われる高品質のム
カゴこんにゃく芋を原料と
し、歯ごたえが良く、味が
しみ易く、臭みのない、と
てもおいしいこんにゃくで
す。

乾燥糸こんにゃく・ぷるんぷあん
トレテス

●容量：２５０ｇ(１０個入)　●入数：50
●商品サイズ：120×120×60㎜
●商品重量：260g　●賞：2年

¥530（¥572）81709

天草（静岡県産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 0.5g
食塩相当量 0.15g

栄養成分 100ｇあたり

国内産の天草を原料に、昔ながらに仕上げた風
味豊かなところてんです。ところてん突き器にて
サッと突き出してどうぞ。

ところてん〈固形タイプ〉
ムソー 夏季

●容量：４００ｇ　●入数：24
●賞：2ヵ月

¥250（¥270）81715
天草（千葉県産他）、醸造酢、たれ〔醤油（大豆：福岡、小
麦：北海道・香川産、食塩：メキシコ産）、純米酢（宮崎県・
鹿児島県産）、発酵調味料（味の母）〕

国内産天草を使用したと
ころてんに、こだわりの調
味料で作った、さっぱりと
した三杯酢を添付しまし
た。

ところてん・カップ入り
ムソー 夏季

●容量：２００ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：90×90×80㎜
●商品重量：375g　●賞：2ヵ月

¥210（¥227）84953
小麦 大豆

天草、醸造酢、みつ（黒砂糖：沖縄県産） 

国内産天草を使用したと
ころてんに、コクのある甘
味の黒蜜を添付しました。
手軽にお召し上がりいた
だける、カップ入りタイプ。

ところてん〈黒糖みつ〉
ムソー 夏季

●容量：２０５ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：90×90×80㎜
●商品重量：355g　●賞：2ヵ月

¥210（¥227）84954

有機緑茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎県産）

熟成による旨みと丁寧に
焙じた香ばしさと艶のある
色合いが特徴の“無双番
茶”。有機ＪＡＳ認定の国産
原料で作りました。

有機・無双番茶
ムソー

●容量：１５０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：70×40×330㎜
●商品重量：163g　●賞：1年

¥700（¥756）41410

有機緑茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎県産）

熟成による旨みと丁寧に
焙じた香ばしさと艶のある
色合いが特徴の“無双番
茶”。有機ＪＡＳ認定の国産
原料を使い、ティーバッグ
入りにしました。

有機・無双番茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：５ｇ×４０　●入数：16
●商品サイズ：180×75×240㎜
●商品重量：265g　●賞：1年

¥980（¥1,058）41402

有機緑茶（国内産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 0.1g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培の番茶（焙じ）
を使いやすいティ－バッグ
（無漂白）にしました。カ
フェインやタンニンなどの
成分が少ないお茶ですの
で、生後１カ月頃の赤ちゃ
んの水分補給に、またお年
寄りの方にも安心してお
飲みいただけます。

有機赤ちゃん番茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：２ｇ×２０　●入数：10
●商品サイズ：100×87×67㎜
●商品重量：77g　●賞：1年

¥380（¥410）41398

緑茶（国内産）

成熟した茶の枝葉が原料
です。熟成による旨みと丁
寧に焙じた香ばしさと艶の
ある色合いが特徴のほう
じ番茶です。

無双番茶
ムソー

●容量：１８０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：70×40×330㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥430（¥464）41401

緑茶（国内産）

成熟した茶の枝葉が原料
です。熟成による旨みと丁
寧に焙じた香ばしさと艶の
ある色合いが特徴のほう
じ番茶です。

無双番茶・徳用
ムソー

●容量：４５０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：100×50×400㎜
●商品重量：465g　●賞：1年

¥900（¥972）41409
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食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機緑茶（奈良県産）

古都奈良でも標高300ｍ
以上の大和高原地帯は冷
涼な気候で良質な茶の栽
培に適しているとされてい
ます。そんな大和の地で丹
精込めて育てられた有機
栽培茶のふくよかなお茶
の風味をお楽しみくださ
い。

奈良の大和茶・有機煎茶
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：55×30×260㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥900（¥972）41399

有機緑茶（奈良県産）

古都奈良でも標高300ｍ
以上の大和高原地帯は冷
涼な気候で良質な茶の栽
培に適しているとされてい
ます。そんな大和の地で丹
精込めて育てられた有機
栽培茶のふくよかなお茶
の風味をお楽しみくださ
い。

奈良の大和茶・有機緑茶
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：55×30×260㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥520（¥562）41400

有機大麦（岩手県・滋賀県産等）

厳選された国内産有機大
麦を原料に麦茶の香りと
風味を引き立てるため昔
ながらの砂焙り製法で仕
上げています。

有機・麦茶
ムソー 夏季

●容量：３００ｇ　●入数：18
●商品サイズ：200×155×40㎜
●商品重量：305g　●賞：1年

¥400（¥432）41397

有機大麦（岩手県・滋賀県産等）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 0.2g
ナトリウム 1mg

栄養成分 抽出液100gあたり

厳選された国内産有機大
麦を使用し、味と香りを大
切にていねいに仕上げた
ティーバッグタイプの麦茶
です。

有機麦茶・ティーバッグ
ムソー 夏季

●容量：１０ｇ×２０　●入数：20
●商品サイズ：215×150×50㎜
●商品重量：250g　●賞：2年

¥400（¥432）41396

大麦（国内産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.2g
ナトリウム 2mg

栄養成分 抽出液100gあたり

国内産大麦の味と香りを、昔風の炒り方で充分
引き出しています。冷蔵庫で冷やしても、温かい
ままでも美味しくお飲みいただけます。

国内産・麦茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：１０ｇ×５０　●入数：12
●商品サイズ：110×360×100㎜
●商品重量：540g　●賞：2年

¥470（¥508）41413

有機ごぼう（北海道産）

希少な有機ごぼうを小川
生薬伝統の加工技術で飲
みやすく仕上ました。

有機ごぼう茶
小川生薬

●容量：４５ｇ（３０袋）　●入数：20
●商品サイズ：30×160×250㎜
●商品重量：63g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）41445

有機小豆（国産）

国産有機小豆１００％。先祖
代々親しまれている小豆
茶。穏やかな気候と美味し
い水が生んだ新鮮な有機
小豆を丹精こめてお茶に
しました。

国産有機小豆茶ＴＢ
菱和園

●容量：１００ｇ（２０袋）　●入数：10
●商品サイズ：270×120×42㎜
●商品重量：132g　●賞：１年

¥800（¥864）41547

四国産柿の葉

エネルギー 355kcal
たんぱく質 13.8g
脂質 4.8g
炭水化物 64.2g
ナトリウム 4.9mg

栄養成分 100gあたり

厳選した四国産柿の葉を
使用。ビタミン・ミネラル・ポ
リフェノールが豊富なノン
カフェインのお茶です。美
容と健康を心がけている
方におすすめです。

柿茶 〈Ｔ．Ｂ〉
柿茶本舗

●容量：４ｇ×３６　●入数：24
●商品サイズ：125×80×155㎜
●商品重量：225g　●賞：2年

¥2,700（¥2,916）41460
カメリアシネンシス（茶：ケニア産）、アスパラサスリネアリ
ス（有機ルイボス：南アフリカ産）、サラシアレティキュラー
タ（インド産）、有機桑葉（島根県産）、カメリアシネンシス
エキスパウダー（ケニア産） 

エネルギー 11.2kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 2.1g
ナトリウム 2.8mg

栄養成分 １包（3g）あたり

カメリアシネンシス（ツバキ
科）、有機ルイボス、サラシ
アレティキュラータ、有機
桑葉をブレンドした香り豊
かなおいしいお茶です。

カメリアティー（箱入）
フジワラ

●容量：３ｇ×３０　●入数：12
●商品サイズ：90×65×160㎜
●商品重量：132g　●賞：2年

¥2,800（¥3,024）41532

はと麦（鳥取県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

鳥 取 県 産はとむぎを
100％使用して、はとむぎ
本来の風味に仕上げまし
た。煮出しても水出しでも
ご利用いただけます。ノン
カフェインです。

鳥取はとむぎ茶
ゼンヤクノー

●容量：７ｇ×２４　●入数：20
●商品サイズ：60×115×180㎜
●商品重量：198g　●賞：2年

¥500（¥540）41476

緑茶（べにふうき１００％）（静岡県産）

話題のメチル化カテキン
含有（1.6％）。
紅茶用の品種「べにふう
き」をティーバックタイプ
の緑茶に仕上げました。フ
ルーティーな香りです。

べにふうき緑茶・ＴＢ
うららか

●容量：２ｇ×２０　●入数：50
●商品サイズ：200×120×55㎜
●商品重量：56g　●賞：10ヵ月

限定¥600（¥648）41388

茶（紅茶：ケニア産）

海抜5,199mのケニア山の山麓で、農薬を使わ
ずに栽培した紅茶です。外観は黒褐色の均一な
粒子で、キレイな濃いオレンジ色の水色と、フレッ
シュな香り、渋みを抑えたコク深さが特徴です。

農薬を使わずに育てた紅茶TBケニア
ひしわ

●容量：２０袋　●入数：10
●商品サイズ：80×130×70㎜
●商品重量：88g　●賞：2年

¥300（¥324）41463

ペパーミント（チリ産・有機）

太陽を一杯に浴びたペ
パーミントならではの清々
しい味と香り。鼻づまりが
つらい時やリフレッシュし
たい時に。

オーガニックハーブティー・ペパーミント
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２８ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：75g　●賞：3年

¥670（¥724）41450

カモミール（チリ産・有機）

アンデスのカモミールは豊
かな風味が特長。柔らか
な香りと自然な甘みが疲
れを癒してくれます。リラッ
クスしたい時にどうぞ。

オーガニックハーブティー・カモミール
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２４ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：70g　●賞：3年

¥670（¥724）41451

レモンバーム（チリ産・有機）

アンデスで２０００年以上も
の間飲まれてきたハーブ
ティー。すっきりした味とレ
モンのような香りは気分
転換にぴったりです。

オーガニックハーブティー・レモンバーム
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２０ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：70g　●賞：3年

¥670（¥724）41452

ローズヒップ（ハイビスカス含む）（チリ産・有機）

アンデス特産のローズヒッ
プはビタミン・ミネラルの
宝庫。濃い目に出して砂糖
を加えたアイスローズヒッ
プティーもおすすめ。

オーガニックハーブティー・ローズヒップ
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（５０ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：105g　●賞：3年

¥670（¥724）41454

オーガニックコーヒー生豆 （生豆生産国：ペルー、グァテ
マラ、ブラジル）

朝の目覚めの一杯には琥
珀色で香り立つアメリカン
タイプの浅煎りをどうぞ。
中細挽きです。

オーガニック珈琲・浅煎り
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×45×120㎜
●商品重量：208g　●賞：1年

¥900（¥972）41484

オーガニックコーヒー生豆 （生豆生産国：ペルー、グァテ
マラ、ブラジル）

コーヒー豆の苦み、甘味、
酸味の特徴がすべてまる
く調和されたコクのある
上品な味わいです。中細
挽きです。

オーガニック珈琲・深煎り
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×45×140㎜
●商品重量：208g　●賞：1年

¥900（¥972）41485
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有機緑茶（奈良県産）

古都奈良でも標高300ｍ
以上の大和高原地帯は冷
涼な気候で良質な茶の栽
培に適しているとされてい
ます。そんな大和の地で丹
精込めて育てられた有機
栽培茶のふくよかなお茶
の風味をお楽しみくださ
い。

奈良の大和茶・有機煎茶
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：55×30×260㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥900（¥972）41399

有機緑茶（奈良県産）

古都奈良でも標高300ｍ
以上の大和高原地帯は冷
涼な気候で良質な茶の栽
培に適しているとされてい
ます。そんな大和の地で丹
精込めて育てられた有機
栽培茶のふくよかなお茶
の風味をお楽しみくださ
い。

奈良の大和茶・有機緑茶
ムソー

●容量：１００ｇ　●入数：50
●商品サイズ：55×30×260㎜
●商品重量：110g　●賞：6ヵ月

¥520（¥562）41400

有機大麦（岩手県・滋賀県産等）

厳選された国内産有機大
麦を原料に麦茶の香りと
風味を引き立てるため昔
ながらの砂焙り製法で仕
上げています。

有機・麦茶
ムソー 夏季

●容量：３００ｇ　●入数：18
●商品サイズ：200×155×40㎜
●商品重量：305g　●賞：1年

¥400（¥432）41397

有機大麦（岩手県・滋賀県産等）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 0.2g
ナトリウム 1mg

栄養成分 抽出液100gあたり

厳選された国内産有機大
麦を使用し、味と香りを大
切にていねいに仕上げた
ティーバッグタイプの麦茶
です。

有機麦茶・ティーバッグ
ムソー 夏季

●容量：１０ｇ×２０　●入数：20
●商品サイズ：215×150×50㎜
●商品重量：250g　●賞：2年

¥400（¥432）41396

大麦（国内産）

エネルギー 1kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.2g
ナトリウム 2mg

栄養成分 抽出液100gあたり

国内産大麦の味と香りを、昔風の炒り方で充分
引き出しています。冷蔵庫で冷やしても、温かい
ままでも美味しくお飲みいただけます。

国内産・麦茶〈Ｔ．Ｂ〉
ムソー

●容量：１０ｇ×５０　●入数：12
●商品サイズ：110×360×100㎜
●商品重量：540g　●賞：2年

¥470（¥508）41413

有機ごぼう（北海道産）

希少な有機ごぼうを小川
生薬伝統の加工技術で飲
みやすく仕上ました。

有機ごぼう茶
小川生薬

●容量：４５ｇ（３０袋）　●入数：20
●商品サイズ：30×160×250㎜
●商品重量：63g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）41445

有機小豆（国産）

国産有機小豆１００％。先祖
代々親しまれている小豆
茶。穏やかな気候と美味し
い水が生んだ新鮮な有機
小豆を丹精こめてお茶に
しました。

国産有機小豆茶ＴＢ
菱和園

●容量：１００ｇ（２０袋）　●入数：10
●商品サイズ：270×120×42㎜
●商品重量：132g　●賞：１年

¥800（¥864）41547

四国産柿の葉

エネルギー 355kcal
たんぱく質 13.8g
脂質 4.8g
炭水化物 64.2g
ナトリウム 4.9mg

栄養成分 100gあたり

厳選した四国産柿の葉を
使用。ビタミン・ミネラル・ポ
リフェノールが豊富なノン
カフェインのお茶です。美
容と健康を心がけている
方におすすめです。

柿茶 〈Ｔ．Ｂ〉
柿茶本舗

●容量：４ｇ×３６　●入数：24
●商品サイズ：125×80×155㎜
●商品重量：225g　●賞：2年

¥2,700（¥2,916）41460
カメリアシネンシス（茶：ケニア産）、アスパラサスリネアリ
ス（有機ルイボス：南アフリカ産）、サラシアレティキュラー
タ（インド産）、有機桑葉（島根県産）、カメリアシネンシス
エキスパウダー（ケニア産） 

エネルギー 11.2kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.1g
炭水化物 2.1g
ナトリウム 2.8mg

栄養成分 １包（3g）あたり

カメリアシネンシス（ツバキ
科）、有機ルイボス、サラシ
アレティキュラータ、有機
桑葉をブレンドした香り豊
かなおいしいお茶です。

カメリアティー（箱入）
フジワラ

●容量：３ｇ×３０　●入数：12
●商品サイズ：90×65×160㎜
●商品重量：132g　●賞：2年

¥2,800（¥3,024）41532

はと麦（鳥取県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

鳥 取 県 産はとむぎを
100％使用して、はとむぎ
本来の風味に仕上げまし
た。煮出しても水出しでも
ご利用いただけます。ノン
カフェインです。

鳥取はとむぎ茶
ゼンヤクノー

●容量：７ｇ×２４　●入数：20
●商品サイズ：60×115×180㎜
●商品重量：198g　●賞：2年

¥500（¥540）41476

緑茶（べにふうき１００％）（静岡県産）

話題のメチル化カテキン
含有（1.6％）。
紅茶用の品種「べにふう
き」をティーバックタイプ
の緑茶に仕上げました。フ
ルーティーな香りです。

べにふうき緑茶・ＴＢ
うららか

●容量：２ｇ×２０　●入数：50
●商品サイズ：200×120×55㎜
●商品重量：56g　●賞：10ヵ月

限定¥600（¥648）41388

茶（紅茶：ケニア産）

海抜5,199mのケニア山の山麓で、農薬を使わ
ずに栽培した紅茶です。外観は黒褐色の均一な
粒子で、キレイな濃いオレンジ色の水色と、フレッ
シュな香り、渋みを抑えたコク深さが特徴です。

農薬を使わずに育てた紅茶TBケニア
ひしわ

●容量：２０袋　●入数：10
●商品サイズ：80×130×70㎜
●商品重量：88g　●賞：2年

¥300（¥324）41463

ペパーミント（チリ産・有機）

太陽を一杯に浴びたペ
パーミントならではの清々
しい味と香り。鼻づまりが
つらい時やリフレッシュし
たい時に。

オーガニックハーブティー・ペパーミント
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２８ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：75g　●賞：3年

¥670（¥724）41450

カモミール（チリ産・有機）

アンデスのカモミールは豊
かな風味が特長。柔らか
な香りと自然な甘みが疲
れを癒してくれます。リラッ
クスしたい時にどうぞ。

オーガニックハーブティー・カモミール
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２４ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：70g　●賞：3年

¥670（¥724）41451

レモンバーム（チリ産・有機）

アンデスで２０００年以上も
の間飲まれてきたハーブ
ティー。すっきりした味とレ
モンのような香りは気分
転換にぴったりです。

オーガニックハーブティー・レモンバーム
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（２０ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：70g　●賞：3年

¥670（¥724）41452

ローズヒップ（ハイビスカス含む）（チリ産・有機）

アンデス特産のローズヒッ
プはビタミン・ミネラルの
宝庫。濃い目に出して砂糖
を加えたアイスローズヒッ
プティーもおすすめ。

オーガニックハーブティー・ローズヒップ
ＰＴﾊｰﾌﾞｽ

●容量：２０Ｐ（５０ｇ）　●入数：50
●商品サイズ：130×75×65㎜
●商品重量：105g　●賞：3年

¥670（¥724）41454

オーガニックコーヒー生豆 （生豆生産国：ペルー、グァテ
マラ、ブラジル）

朝の目覚めの一杯には琥
珀色で香り立つアメリカン
タイプの浅煎りをどうぞ。
中細挽きです。

オーガニック珈琲・浅煎り
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×45×120㎜
●商品重量：208g　●賞：1年

¥900（¥972）41484

オーガニックコーヒー生豆 （生豆生産国：ペルー、グァテ
マラ、ブラジル）

コーヒー豆の苦み、甘味、
酸味の特徴がすべてまる
く調和されたコクのある
上品な味わいです。中細
挽きです。

オーガニック珈琲・深煎り
むそう

●容量：２００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×45×140㎜
●商品重量：208g　●賞：1年

¥900（¥972）41485
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オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インス
タントコーヒーです。詰替
用と、携帯に便利な分包に
なっている使い切りタイプ
も好評です。

オーガニックインスタント珈琲
むそう

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：66×66×150㎜
●商品重量：377g　●賞：2年半

¥1,300（¥1,404）41482

オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インスタ
ントコーヒーです。詰替用
タイプです。

オーガニックインスタント珈琲・詰替用
むそう

●容量：８５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：50×120×210㎜
●商品重量：93g　●賞：2年半

¥1,000（¥1,080）41495

オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インスタ
ントコーヒーです。携帯に
便利な分包タイプです。

オーガニックインスタント珈琲・使い切りタイプ
むそう

●容量：２ｇ×１５　●入数：24
●商品サイズ：57×110×85㎜
●商品重量：58g　●賞：2年半

¥570（¥616）41497

有機コーヒー豆（生豆生産国名：インドネシア） 

エネルギー 4kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 0.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

インドネシア・スマトラ島で
有機栽培された上質なマ
ンデリン豆を使用。上品
なコクとすっきりとした味
わいのカフェインレスコー
ヒーです。（カフェイン含有
量0.1％以下） 

有機カフェインレスコーヒー（デカフェ）
むそう

●容量：１０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×10×100㎜
●商品重量：14g　●賞：1年

¥600（¥648）41483

コーヒー豆（生豆生産国・エチオピア）

コーヒー発祥の伝説があ
るエチオピアのカファ地
方、リム丘陵の大自然の
中で育ったフォレストの野
生のコーヒー。特徴のある
その味はワインにも比べ
られ、フルボディでスパイ
シーと表現されるアラビカ
原種の一つです。

珈琲リム・粉
アンドロメダ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：25×120×185㎜
●商品重量：111g　●賞：1年

¥700（¥756）41524

オーガニックココアパウダー(原産国：オランダ、カカオ豆：
ドミニカ産等)

エネルギー 320kcal
たんぱく質 27.4g
脂質 9.8g
炭水化物 48.5g
糖質 12.6g
   糖類 0g
食物繊維 35.9g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

オーガニックココアビーン
ズで作ったココアです。乳
製品や香料は使用してい
ません。

オーガニックブラックココア
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：120×20×225㎜
●商品重量：129g　●賞：1年

¥590（¥637）41494

大麦、ライ麦、チコリー、ビート（すべてポーランド産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.3g
炭水化物 88.3g
ナトリウム 60mg

栄養成分 100gあたり

ノンカフェインなのにコー
ヒーに似た苦みと旨みが
味わえる無添加・無着色の
ベジタブルコーヒーです。

野茶い焙煎
Kyoto Natural Factory

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×70×70㎜
●商品重量：300g　●賞：1年8ヵ月

¥1,200（¥1,296）41468

大麦、ライ麦、チコリー、ビート（すべてポーランド産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.3g
炭水化物 88.3g
ナトリウム 60mg

栄養成分 100gあたり

ノンカフェインなのにコー
ヒーに似た苦みと旨みが
味わえる無添加・無着色の
ベジタブルコーヒーです。

野茶い焙煎・詰替用
Kyoto Natural Factory

●容量：１８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：223×140㎜
●商品重量：190g　●賞：1年8ヵ月

¥1,886（¥2,037）41530

タンポポ根エキス（タンポポ：ポーランド産）

エネルギー 14kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.02g
炭水化物 3.4g
糖質 3.1g
食物繊維 0.3g
ナトリウム 2.1mg
食塩相当量 0.005g

栄養成分 1杯分（4g）当たり

ヨーロッパで古くからハー
ブの根や実を煎って愛飲
されていたハーブコーヒー
をポーランド産のタンポポ
１００％でつくりました。インス
タントコーヒーのようにお手
軽にお飲みいただけます。

ハーブコーヒー・タンポポ
生活の木

●容量：５０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：58×58×118㎜
●商品重量：210g　●賞：2年

¥1,700（¥1,836）41456

たんぽぽ根（中国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

欧州を中心に家庭での手
作りコーヒーとして、長く
愛飲されています。ノンカ
フェインですので、お子様
やカフェインが気になる方
にも安心してお飲みいた
だけます。

タンポポコーヒー・カップ用
ゼンヤクノー

●容量：４０ｇ（２ｇ×２０）　●入数：15
●商品サイズ：170×85×95㎜
●商品重量：101g　●賞：1年6ヵ月

¥1,200（¥1,296）41475

たんぽぽ根（中国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

欧州を中心に家庭での手
作りコーヒーとして、長く
愛飲されています。ノンカ
フェインですので、お子様
やカフェインが気になる方
にも安心してお飲みいた
だけます。

タンポポコーヒー・ポット用
ゼンヤクノー

●容量：９０ｇ（３ｇ×３０）　●入数：20
●商品サイズ：135×50×200㎜
●商品重量：150g　●賞：1年6ヵ月

¥1,700（¥1,836）41473

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100mlあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×190㎜
●商品重量：525g　●賞：2年

¥128（¥138）43494

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100ｍｌあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：１Ｌ　●入数：12【12】
●商品サイズ：95×70×210㎜
●商品重量：1046g　●賞：2年

直送¥171（¥184）43486

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100mlあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：２Ｌ　●入数：8【8】
●商品サイズ：102×85×307㎜
●商品重量：2056g　●賞：2年

直送¥238（¥257）43487

水（湧水：埼玉県秩父産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.3mg

栄養成分 1000ｍｌあたり

秩父連山の古生層でろ過
され、湧出した天然水を独
自の技術で非加熱除菌し
活性化させた、ナチュラル
ミネラルウォーター。硬度
52（軟水）

天恵水〈生〉
アキ

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×210㎜
●商品重量：550g　●賞：5年

¥200（¥216）42960（西日本）
42964（東日本）

水（湧水：埼玉県秩父産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.3mg

栄養成分 1000ｍｌあたり

秩父連山の古生層でろ過
され、湧出した天然水を独
自の技術で非加熱除菌し
活性化させた、ナチュラル
ミネラルウォーター。硬度
52（軟水）

天恵水〈生〉
アキ

●容量：２Ｌ　●入数：6
●商品サイズ：105×87×308㎜
●商品重量：2150g　●賞：5年

¥420（¥454）42961（西日本）
42965（東日本）

有機緑茶（国内産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

おなじみの有機無双番茶
を、手軽に飲めるPETボト
ル飲料にしました。水は和
歌山県・高野山麓の地下
水を使用した身体にやさ
しいカロリーゼロの有機
番茶です。香料・着色料・ビ
タミンC（酸化防止剤）不
使用。

国産有機さらつや美人番茶
ムソー

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×206㎜
●商品重量：531.6g　●賞：8ヵ月

¥150（¥162）43384

有機緑茶（三重県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

ほのかな甘みと苦みのバ
ランスがよく、まろやかで
すっきりした味わいの緑茶
です。たっぷり２Lサイズ。カ
ロリーゼロ、香料・ビタミンC
（酸化防止剤）不使用。

有機の日本茶
ムソー 夏季

●容量：２Ｌ　●入数：6
●商品サイズ：108×88.3×304㎜
●商品重量：2058.8g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）43386
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醤油
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酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インス
タントコーヒーです。詰替
用と、携帯に便利な分包に
なっている使い切りタイプ
も好評です。

オーガニックインスタント珈琲
むそう

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：66×66×150㎜
●商品重量：377g　●賞：2年半

¥1,300（¥1,404）41482

オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インスタ
ントコーヒーです。詰替用
タイプです。

オーガニックインスタント珈琲・詰替用
むそう

●容量：８５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：50×120×210㎜
●商品重量：93g　●賞：2年半

¥1,000（¥1,080）41495

オーガニックコーヒー豆（生豆生産国名： コロンビア）

エネルギー 6.3kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
ナトリウム 0.7mg

栄養成分 1杯分約2gあたり

一粒一粒丁寧に収穫され
た有機栽培の良質な生豆
だけを使用しました。安心
して飲める、リッチな味わ
いの有機ＪＡＳ認定インスタ
ントコーヒーです。携帯に
便利な分包タイプです。

オーガニックインスタント珈琲・使い切りタイプ
むそう

●容量：２ｇ×１５　●入数：24
●商品サイズ：57×110×85㎜
●商品重量：58g　●賞：2年半

¥570（¥616）41497

有機コーヒー豆（生豆生産国名：インドネシア） 

エネルギー 4kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 0.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋あたり

インドネシア・スマトラ島で
有機栽培された上質なマ
ンデリン豆を使用。上品
なコクとすっきりとした味
わいのカフェインレスコー
ヒーです。（カフェイン含有
量0.1％以下） 

有機カフェインレスコーヒー（デカフェ）
むそう

●容量：１０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×10×100㎜
●商品重量：14g　●賞：1年

¥600（¥648）41483

コーヒー豆（生豆生産国・エチオピア）

コーヒー発祥の伝説があ
るエチオピアのカファ地
方、リム丘陵の大自然の
中で育ったフォレストの野
生のコーヒー。特徴のある
その味はワインにも比べ
られ、フルボディでスパイ
シーと表現されるアラビカ
原種の一つです。

珈琲リム・粉
アンドロメダ

●容量：１００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：25×120×185㎜
●商品重量：111g　●賞：1年

¥700（¥756）41524

オーガニックココアパウダー(原産国：オランダ、カカオ豆：
ドミニカ産等)

エネルギー 320kcal
たんぱく質 27.4g
脂質 9.8g
炭水化物 48.5g
糖質 12.6g
   糖類 0g
食物繊維 35.9g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

オーガニックココアビーン
ズで作ったココアです。乳
製品や香料は使用してい
ません。

オーガニックブラックココア
ムソー

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：120×20×225㎜
●商品重量：129g　●賞：1年

¥590（¥637）41494

大麦、ライ麦、チコリー、ビート（すべてポーランド産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.3g
炭水化物 88.3g
ナトリウム 60mg

栄養成分 100gあたり

ノンカフェインなのにコー
ヒーに似た苦みと旨みが
味わえる無添加・無着色の
ベジタブルコーヒーです。

野茶い焙煎
Kyoto Natural Factory

●容量：１００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：160×70×70㎜
●商品重量：300g　●賞：1年8ヵ月

¥1,200（¥1,296）41468

大麦、ライ麦、チコリー、ビート（すべてポーランド産）

エネルギー 374kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 0.3g
炭水化物 88.3g
ナトリウム 60mg

栄養成分 100gあたり

ノンカフェインなのにコー
ヒーに似た苦みと旨みが
味わえる無添加・無着色の
ベジタブルコーヒーです。

野茶い焙煎・詰替用
Kyoto Natural Factory

●容量：１８０ｇ　●入数：40
●商品サイズ：223×140㎜
●商品重量：190g　●賞：1年8ヵ月

¥1,886（¥2,037）41530

タンポポ根エキス（タンポポ：ポーランド産）

エネルギー 14kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.02g
炭水化物 3.4g
糖質 3.1g
食物繊維 0.3g
ナトリウム 2.1mg
食塩相当量 0.005g

栄養成分 1杯分（4g）当たり

ヨーロッパで古くからハー
ブの根や実を煎って愛飲
されていたハーブコーヒー
をポーランド産のタンポポ
１００％でつくりました。インス
タントコーヒーのようにお手
軽にお飲みいただけます。

ハーブコーヒー・タンポポ
生活の木

●容量：５０ｇ　●入数：25
●商品サイズ：58×58×118㎜
●商品重量：210g　●賞：2年

¥1,700（¥1,836）41456

たんぽぽ根（中国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

欧州を中心に家庭での手
作りコーヒーとして、長く
愛飲されています。ノンカ
フェインですので、お子様
やカフェインが気になる方
にも安心してお飲みいた
だけます。

タンポポコーヒー・カップ用
ゼンヤクノー

●容量：４０ｇ（２ｇ×２０）　●入数：15
●商品サイズ：170×85×95㎜
●商品重量：101g　●賞：1年6ヵ月

¥1,200（¥1,296）41475

たんぽぽ根（中国産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
食塩相当量 0g

栄養成分 抽出液100gあたり

欧州を中心に家庭での手
作りコーヒーとして、長く
愛飲されています。ノンカ
フェインですので、お子様
やカフェインが気になる方
にも安心してお飲みいた
だけます。

タンポポコーヒー・ポット用
ゼンヤクノー

●容量：９０ｇ（３ｇ×３０）　●入数：20
●商品サイズ：135×50×200㎜
●商品重量：150g　●賞：1年6ヵ月

¥1,700（¥1,836）41473

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100mlあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×190㎜
●商品重量：525g　●賞：2年

¥128（¥138）43494

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100ｍｌあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：１Ｌ　●入数：12【12】
●商品サイズ：95×70×210㎜
●商品重量：1046g　●賞：2年

直送¥171（¥184）43486

水（鉱泉水：島根県浜田市金城町産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.6mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 100mlあたり

地下300mの花崗岩の下、大
自然のろ過作用により永年か
けて作り出された、「硝酸態窒
素」等の有害物質を含まない最
高品質のアルカリ天然水。また、
「シリカ」「サルフェート」「炭酸
水素イオン」など“非加熱”だか
らこその天然の希少ミネラルが
バランスよく含まれています。

純天然のアルカリイオン水「金城の華」
ＫＦＧ

●容量：２Ｌ　●入数：8【8】
●商品サイズ：102×85×307㎜
●商品重量：2056g　●賞：2年

直送¥238（¥257）43487

水（湧水：埼玉県秩父産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.3mg

栄養成分 1000ｍｌあたり

秩父連山の古生層でろ過
され、湧出した天然水を独
自の技術で非加熱除菌し
活性化させた、ナチュラル
ミネラルウォーター。硬度
52（軟水）

天恵水〈生〉
アキ

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×210㎜
●商品重量：550g　●賞：5年

¥200（¥216）42960（西日本）
42964（東日本）

水（湧水：埼玉県秩父産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 2.3mg

栄養成分 1000ｍｌあたり

秩父連山の古生層でろ過
され、湧出した天然水を独
自の技術で非加熱除菌し
活性化させた、ナチュラル
ミネラルウォーター。硬度
52（軟水）

天恵水〈生〉
アキ

●容量：２Ｌ　●入数：6
●商品サイズ：105×87×308㎜
●商品重量：2150g　●賞：5年

¥420（¥454）42961（西日本）
42965（東日本）

有機緑茶（国内産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

おなじみの有機無双番茶
を、手軽に飲めるPETボト
ル飲料にしました。水は和
歌山県・高野山麓の地下
水を使用した身体にやさ
しいカロリーゼロの有機
番茶です。香料・着色料・ビ
タミンC（酸化防止剤）不
使用。

国産有機さらつや美人番茶
ムソー

●容量：５００ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：60×60×206㎜
●商品重量：531.6g　●賞：8ヵ月

¥150（¥162）43384

有機緑茶（三重県産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

ほのかな甘みと苦みのバ
ランスがよく、まろやかで
すっきりした味わいの緑茶
です。たっぷり２Lサイズ。カ
ロリーゼロ、香料・ビタミンC
（酸化防止剤）不使用。

有機の日本茶
ムソー 夏季

●容量：２Ｌ　●入数：6
●商品サイズ：108×88.3×304㎜
●商品重量：2058.8g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）43386

page 071-080.indd   73-74 2019/09/10   15:17



75 76

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機砂糖（ブラジル産）、有機紅茶（セイロン：スリランカ
産、ダージリン：インド産）

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0g
炭水化物 4.8g
糖質 4.9g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100mlあたり

有機栽培のセイロンと
ダージリンをブレンドした
茶葉のリキッドタイプの
紅茶です。砂糖も有機砂
糖の有機JAS認定商品で
す。

オーガニックティー・加糖
珈琲サイフォン 夏季

●容量：１０００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×230㎜
●商品重量：1065g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）43455

有機濃縮にんじん（有機にんじん（国産））、有機レモン
（スペイン、イタリア産等）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 10.1g
ナトリウム 17.6mg
食塩相当量 0.04g
β-カロテン 6.2mg

栄養成分 １缶160gあたり

国内産有機にんじんと海
外産有機レモン果汁だけ
を使用したさわやかな飲
料です。自然な甘さで、に
んじんの嫌いな方でもお
いしくお召し上がりいただ
けます。

有機にんじんジュース
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥170（¥184）43419 有機濃縮にんじん（有機にんじん（国内産））､野菜〔有機
トマト(濃縮還元)（北海道・徳島県・宮崎県産等）､有機
かぼちゃ（北海道産）､有機青じそ（国内産）､有機小松
菜（国内産）､有機エンサイ（国内産）､有機つるむらさき
（国内産）､有機モロヘイヤ（国内産）､有機たまねぎ（国
内産）〕､果実（有機ゆこう、有機すだち）

エネルギー 32kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 6.6g
ナトリウム 10.2mg
食塩相当量 0.03g
カリウム 319mg
β-カロテン 1.9mg
リコピン 1.3mg

栄養成分 1本125ｍｌあたり

国産有機野菜・果実のみを使用した、さ
らっとタイプの野菜ジュースです。きち
んとエコも考えたカートカン入りです。

国産有機野菜ジュース
ヒカリ

●容量：１２５ｍｌ　●入数：18【18】
●商品サイズ：48×48×95㎜
●商品重量：136g　●賞：1年

¥160（¥173）43409

有機トマトジュース(濃縮トマト還元)（アメリカ産等）、野菜ジュース〔有機にんじん(濃縮
還元)：国内・アメリカ産等、セルリー：国内産、有機かぼちゃ：北海道産、だいこん(濃縮還
元)：国内産、はくさい：国内産、小松菜(濃縮還元)：国内産、ピーマン(濃縮還元)：国内産、
ビーツ：国内産、ケール(濃縮還元)：国内産、赤ピーマン：国内産、野沢菜(濃縮還元)：国内
産、ブロッコリー(濃縮還元)：国内産、キャベツ：国内産、ほうれん草：国内産、アスパラガ
ス：国内産、かぶ：国内産、レタス：国内産、クレソン：国内産、パセリ：国内産〕、有機レモン
果汁（スペイン・イタリア産）、有機ゆこう果汁（徳島県産）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0g
炭水化物 15.2g

食塩相当量 0.2g
カリウム 684mg
β - カロテン 4.2mg
リコピン 19.2mg

栄養成分 １缶190gあたり

２０種類の野菜を使用し、１缶で野菜３５０g相当分
を使用しています。もちろん食塩は不使用です。

有機野菜飲むならこれ！１日分
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：1年半

¥170（¥184）43408

野菜〔有機にんじん：アメリカ産他、有機トマト：アメリカ・国内産他、有機かぼちゃ：国内産、
有機だいこん（根、葉）：国内産、有機小松菜：国内産、有機エンサイ：国内産、有機つるむら
さき：国内産、有機モロヘイヤ：国内産、有機キャベツ：国内産、有機しょうが：国内産、有機
たまねぎ：国内産、有機青じそ：国内産〕、果実（有機バナナ：エクアドル産他、有機レモン：
スペイン・イタリア産他、有機すだち：徳島県産）

エネルギー 64kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0g

炭水化物 14.7g
ナトリウム 68.8mg
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １缶160gあたり

有機野菜と有機バナナを使用し、野菜嫌いの方
やお子様でも有機バナナの自然な甘みで飲み
やすい、砂糖・食塩不使用の有機ＪＡＳ認証スムー
ジーです。

有機野菜とバナナのスムージー
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥200（¥216）43447

有機トマトジュース（濃縮トマト還元）（アメリカ産他）、
野菜ジュース（セルリー：国内産、有機にんじん（濃縮還
元）：国内産、ビーツ：国内産、 キャベツ：国内産、レタス：
国内産、クレソン：国内産、パセリ：国内産）、有機レモン
果汁（スペイン・イタリア産等）、有機ゆこう果汁（徳島県
産）、食塩、胡椒

エネルギー 34kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.2g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 0.6g
リコピン 15.2mg

栄養成分 １缶190gあたり

有機トマトを主体に作った
野菜ジュースです。国内産
有機にんじん･ゆこうを使用
し、食塩は天塩、香辛料は白
コショーを使用しています。

有機野菜使用・野菜ジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43422

有機トマトジュース（濃縮トマト還元）（アメリカ産他）、野
菜ジュース（セルリー：国内産、有機にんじん（濃縮還元）：
国内産、ビーツ：国内産、 キャベツ：国内産、レタス：国内
産、クレソン：国内産、パセリ：国内産）、有機レモン果汁
（スペイン・イタリア等）、有機ゆこう果汁（徳島県産）、
胡椒

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 21mg
食塩相当量 0.05g
リコピン 12.0mg

栄養成分 １缶190gあたり

有機トマトを主体に作った野菜
ジュースです。国内産有機にんじん･
ゆこうを使用し、香辛料は白コショー
を使用しています。食塩は不使用。

有機野菜使用・野菜ジュース無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43424

有機トマト（国産）

エネルギー 26kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0g
炭水化物 5.0g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g

栄養成分 １缶160gあたり

国内産の真っ赤に完熟し
た有機トマトを使用したス
トレート果汁100%のトマ
トジュースです。トマト本来
の風味をご堪能頂くため
食塩は無添加です。

旬の実りをしぼった国産有機トマトジュース・無塩
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥160（¥173）43445

有機トマト（アメリカ産他）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 6.8g
ナトリウム 285mg
食塩相当量 0.72g
リコピン 14.4mg

栄養成分 １缶190gあたり

オーガニックのトマトから
作られています。食塩は天
塩を使用しています。

オーガニックトマトジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43423

有機トマト（アメリカ産他）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 7.0g
ナトリウム 19mg
食塩相当量 0.05g
リコピン 15.0mg

栄養成分 １缶190gあたり

オーガニックトマトから作
られています。食塩は使用
していませんので、塩分が
気になる方にも安心です。

オーガニックトマトジュース･無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43425

トマト（国産）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.2g
炭水化物 7.0g
食塩相当量 0.6g
リコピン 15.8mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

真っ赤に熟した国内産トマ
トをジュースにした“シーズ
ンパック”です。食塩は天
塩を使用しています。

トマトジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43420

トマト（国産）

エネルギー 30kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g
リコピン 15.8mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

真っ赤に熟した国内産トマ
トをジュースにした“シーズ
ンパック”。トマトの自然な
甘さを味わっていただけま
す。

トマトジュース・無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43421

有機りんご（アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュージーラ
ンド産他）

エネルギー 91kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 22.4g
ナトリウム 3.8mg
食塩相当量 0g

栄養成分 １缶190gあたり

有機ＪＡＳ認証のクリアタ
イプのオーガニックりんご
ジュースです。無加塩・無
加糖です。

オーガニックりんごジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：1年

¥140（¥151）43403

有機ぶどう（アメリカ、アルゼンチン）

エネルギー 70kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 17.3g
ナトリウム 11.2mg
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1缶（160ｇ）あたり

有機赤ぶどう果汁と有機
白ぶどう果汁をブレンドし
た、飲みやすくすっきりと
した味わいの有機ぶどう
ジュースです。

オーガニックぶどうジュース
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥160（¥173）43426

有機うんしゅうみかん（国産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0g
炭水化物 20.3g
ナトリウム 3.8mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

国内産有機うんしゅうみ
かん１００％のジュースで
す。薬品処理をせず、ひと
つひとつみかんの皮をむ
いて搾っています。

有機みかんジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：230g　●賞：2年

¥190（¥205）43444

砂糖（さとうきび（国産））、有機ゆず果汁（徳島県産）

エネルギー 65kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 16.0g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

徳島産有機ゆずと種子島
産の粗糖のみを使用した、
後味がすっきりした、 爽や
かなドリンクです。

すっとゆずドリンク
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：230g　●賞：1年半

¥120（¥130）43402
有機果実（りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、レモン：スペイン・イタリア産等）、有機に
んじん（国内産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 21.3g
ナトリウム 10mg
食塩相当量 0.03g
β-カロテン 1.3mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

有機りんご・人参・レモンを
使用した、さわやかな果汁
飲料です。自然な甘さで、
にんじん嫌いの方でもお
いしくお召し上がりいただ
けます。

有機アップル・キャロット
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥170（¥184）43407
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機砂糖（ブラジル産）、有機紅茶（セイロン：スリランカ
産、ダージリン：インド産）

エネルギー 19kcal
たんぱく質 0g
炭水化物 4.8g
糖質 4.9g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100mlあたり

有機栽培のセイロンと
ダージリンをブレンドした
茶葉のリキッドタイプの
紅茶です。砂糖も有機砂
糖の有機JAS認定商品で
す。

オーガニックティー・加糖
珈琲サイフォン 夏季

●容量：１０００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：70×70×230㎜
●商品重量：1065g　●賞：6ヵ月

¥560（¥605）43455

有機濃縮にんじん（有機にんじん（国産））、有機レモン
（スペイン、イタリア産等）

エネルギー 45kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 10.1g
ナトリウム 17.6mg
食塩相当量 0.04g
β-カロテン 6.2mg

栄養成分 １缶160gあたり

国内産有機にんじんと海
外産有機レモン果汁だけ
を使用したさわやかな飲
料です。自然な甘さで、に
んじんの嫌いな方でもお
いしくお召し上がりいただ
けます。

有機にんじんジュース
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥170（¥184）43419 有機濃縮にんじん（有機にんじん（国内産））､野菜〔有機
トマト(濃縮還元)（北海道・徳島県・宮崎県産等）､有機
かぼちゃ（北海道産）､有機青じそ（国内産）､有機小松
菜（国内産）､有機エンサイ（国内産）､有機つるむらさき
（国内産）､有機モロヘイヤ（国内産）､有機たまねぎ（国
内産）〕､果実（有機ゆこう、有機すだち）

エネルギー 32kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 6.6g
ナトリウム 10.2mg
食塩相当量 0.03g
カリウム 319mg
β-カロテン 1.9mg
リコピン 1.3mg

栄養成分 1本125ｍｌあたり

国産有機野菜・果実のみを使用した、さ
らっとタイプの野菜ジュースです。きち
んとエコも考えたカートカン入りです。

国産有機野菜ジュース
ヒカリ

●容量：１２５ｍｌ　●入数：18【18】
●商品サイズ：48×48×95㎜
●商品重量：136g　●賞：1年

¥160（¥173）43409

有機トマトジュース(濃縮トマト還元)（アメリカ産等）、野菜ジュース〔有機にんじん(濃縮
還元)：国内・アメリカ産等、セルリー：国内産、有機かぼちゃ：北海道産、だいこん(濃縮還
元)：国内産、はくさい：国内産、小松菜(濃縮還元)：国内産、ピーマン(濃縮還元)：国内産、
ビーツ：国内産、ケール(濃縮還元)：国内産、赤ピーマン：国内産、野沢菜(濃縮還元)：国内
産、ブロッコリー(濃縮還元)：国内産、キャベツ：国内産、ほうれん草：国内産、アスパラガ
ス：国内産、かぶ：国内産、レタス：国内産、クレソン：国内産、パセリ：国内産〕、有機レモン
果汁（スペイン・イタリア産）、有機ゆこう果汁（徳島県産）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0g
炭水化物 15.2g

食塩相当量 0.2g
カリウム 684mg
β - カロテン 4.2mg
リコピン 19.2mg

栄養成分 １缶190gあたり

２０種類の野菜を使用し、１缶で野菜３５０g相当分
を使用しています。もちろん食塩は不使用です。

有機野菜飲むならこれ！１日分
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：1年半

¥170（¥184）43408

野菜〔有機にんじん：アメリカ産他、有機トマト：アメリカ・国内産他、有機かぼちゃ：国内産、
有機だいこん（根、葉）：国内産、有機小松菜：国内産、有機エンサイ：国内産、有機つるむら
さき：国内産、有機モロヘイヤ：国内産、有機キャベツ：国内産、有機しょうが：国内産、有機
たまねぎ：国内産、有機青じそ：国内産〕、果実（有機バナナ：エクアドル産他、有機レモン：
スペイン・イタリア産他、有機すだち：徳島県産）

エネルギー 64kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0g

炭水化物 14.7g
ナトリウム 68.8mg
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １缶160gあたり

有機野菜と有機バナナを使用し、野菜嫌いの方
やお子様でも有機バナナの自然な甘みで飲み
やすい、砂糖・食塩不使用の有機ＪＡＳ認証スムー
ジーです。

有機野菜とバナナのスムージー
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥200（¥216）43447

有機トマトジュース（濃縮トマト還元）（アメリカ産他）、
野菜ジュース（セルリー：国内産、有機にんじん（濃縮還
元）：国内産、ビーツ：国内産、 キャベツ：国内産、レタス：
国内産、クレソン：国内産、パセリ：国内産）、有機レモン
果汁（スペイン・イタリア産等）、有機ゆこう果汁（徳島県
産）、食塩、胡椒

エネルギー 34kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.2g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 0.6g
リコピン 15.2mg

栄養成分 １缶190gあたり

有機トマトを主体に作った
野菜ジュースです。国内産
有機にんじん･ゆこうを使用
し、食塩は天塩、香辛料は白
コショーを使用しています。

有機野菜使用・野菜ジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43422

有機トマトジュース（濃縮トマト還元）（アメリカ産他）、野
菜ジュース（セルリー：国内産、有機にんじん（濃縮還元）：
国内産、ビーツ：国内産、 キャベツ：国内産、レタス：国内
産、クレソン：国内産、パセリ：国内産）、有機レモン果汁
（スペイン・イタリア等）、有機ゆこう果汁（徳島県産）、
胡椒

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 21mg
食塩相当量 0.05g
リコピン 12.0mg

栄養成分 １缶190gあたり

有機トマトを主体に作った野菜
ジュースです。国内産有機にんじん･
ゆこうを使用し、香辛料は白コショー
を使用しています。食塩は不使用。

有機野菜使用・野菜ジュース無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43424

有機トマト（国産）

エネルギー 26kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0g
炭水化物 5.0g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g

栄養成分 １缶160gあたり

国内産の真っ赤に完熟し
た有機トマトを使用したス
トレート果汁100%のトマ
トジュースです。トマト本来
の風味をご堪能頂くため
食塩は無添加です。

旬の実りをしぼった国産有機トマトジュース・無塩
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：2年

¥160（¥173）43445

有機トマト（アメリカ産他）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 6.8g
ナトリウム 285mg
食塩相当量 0.72g
リコピン 14.4mg

栄養成分 １缶190gあたり

オーガニックのトマトから
作られています。食塩は天
塩を使用しています。

オーガニックトマトジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43423

有機トマト（アメリカ産他）

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0.4g
炭水化物 7.0g
ナトリウム 19mg
食塩相当量 0.05g
リコピン 15.0mg

栄養成分 １缶190gあたり

オーガニックトマトから作
られています。食塩は使用
していませんので、塩分が
気になる方にも安心です。

オーガニックトマトジュース･無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43425

トマト（国産）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.2g
炭水化物 7.0g
食塩相当量 0.6g
リコピン 15.8mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

真っ赤に熟した国内産トマ
トをジュースにした“シーズ
ンパック”です。食塩は天
塩を使用しています。

トマトジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43420

トマト（国産）

エネルギー 30kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g
リコピン 15.8mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

真っ赤に熟した国内産トマ
トをジュースにした“シーズ
ンパック”。トマトの自然な
甘さを味わっていただけま
す。

トマトジュース・無塩
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥120（¥130）43421

有機りんご（アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュージーラ
ンド産他）

エネルギー 91kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 22.4g
ナトリウム 3.8mg
食塩相当量 0g

栄養成分 １缶190gあたり

有機ＪＡＳ認証のクリアタ
イプのオーガニックりんご
ジュースです。無加塩・無
加糖です。

オーガニックりんごジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：1年

¥140（¥151）43403

有機ぶどう（アメリカ、アルゼンチン）

エネルギー 70kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0g
炭水化物 17.3g
ナトリウム 11.2mg
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1缶（160ｇ）あたり

有機赤ぶどう果汁と有機
白ぶどう果汁をブレンドし
た、飲みやすくすっきりと
した味わいの有機ぶどう
ジュースです。

オーガニックぶどうジュース
ヒカリ

●容量：１６０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×87㎜
●商品重量：190g　●賞：1年

¥160（¥173）43426

有機うんしゅうみかん（国産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0g
炭水化物 20.3g
ナトリウム 3.8mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

国内産有機うんしゅうみ
かん１００％のジュースで
す。薬品処理をせず、ひと
つひとつみかんの皮をむ
いて搾っています。

有機みかんジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：230g　●賞：2年

¥190（¥205）43444

砂糖（さとうきび（国産））、有機ゆず果汁（徳島県産）

エネルギー 65kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 16.0g
ナトリウム 1.9mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

徳島産有機ゆずと種子島
産の粗糖のみを使用した、
後味がすっきりした、 爽や
かなドリンクです。

すっとゆずドリンク
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：230g　●賞：1年半

¥120（¥130）43402
有機果実（りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、レモン：スペイン・イタリア産等）、有機に
んじん（国内産）

エネルギー 87kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 21.3g
ナトリウム 10mg
食塩相当量 0.03g
β-カロテン 1.3mg

栄養成分 1缶190ｇあたり

有機りんご・人参・レモンを
使用した、さわやかな果汁
飲料です。自然な甘さで、
にんじん嫌いの方でもお
いしくお召し上がりいただ
けます。

有機アップル・キャロット
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥170（¥184）43407
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香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機果実（りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、オレンジ：イタリア産等、レモン：スペイ
ン・イタリア産等）、有機野菜（トマト：アメリカ産等、にんじ
ん：国内産）

エネルギー 72kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.2g
炭水化物 16.5g
ナトリウム 6mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

にんじんとトマトが苦手な
方にもりんごとオレンジの
自然な甘さで、おいしくお
召し上がりいただけます。

有機・果実と野菜のジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥170（¥184）43406 果実（有機ぶどう：アルゼンチン産、有機りんご：アルゼン
チン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他、有機バナ
ナ：エクアドル産他、有機レモン：スペイン・イタリア産他、
かぼす：大分県産、有機すだち：徳島県産）、野菜（有機ト
マト：アメリカ産他、有機にんじん：国内産、有機小松菜：国
内産、有機エンサイ：国内産、有機つるむらさき：国内産、
有機モロヘイヤ：国内産、有機たまねぎ：国内産、有機青
じそ：国内産）

エネルギー 85.8kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 20.9g
ナトリウム 13.7mg
食塩相当量 0.03g

栄養成分 １本195gあたり

果汁を85％使用した、甘めでほ
どよく飲みごたえのある、有機
JAS認証ミックスジュースです。

有機フルーティーMixジュース+野菜
ヒカリ

●容量：１９５ｇ　●入数：15【15】
●商品サイズ：55×55×112㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥170（¥184）43439

果実（マンゴー（インド）、レモン）、砂糖

エネルギー 53kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 12.6g

栄養成分 100gあたり

インド産の最高級品種
である、アルフォンソマン
ゴーの芳醇な味をお楽し
みください。

マンゴードリンク
シタァール 夏季

●容量：５００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×285㎜
●商品重量：900g　●賞：1年

¥850（¥918）42972

りんご（国内産）

エネルギー 68kcal
炭水化物 17.5g
ナトリウム 0～16mg

栄養成分 １本あたり

国産果汁のおいしさ！国産
“ふじりんご”を使用し、そ
のまま搾ったジュースで
す。砂糖、香料無添加のス
トレート果汁です。

国産ふじりんご１００
ナガノトマト

●容量：１２５ｍｌ　●入数：36【36】
●商品サイズ：50×32×85㎜
●商品重量：138g　●賞：5ヵ月

¥123（¥133）43434

うんしゅうみかん（九州・愛媛・広島県産）

エネルギー 54kcal
たんぱく質 1.2g
炭水化物 13.2g
ナトリウム 0～10mg

栄養成分 １本あたり

国産果汁のおいしさ！国産
“温州みかん”を使用し、そ
のまま搾ったジュースで
す。砂糖、香料無添加のス
トレート果汁です。

国産温州みかん１００
ナガノトマト

●容量：１２５ｍｌ　●入数：36【36】
●商品サイズ：50×32×85㎜
●商品重量：138g　●賞：5ヵ月

¥155（¥167）43435

水（鉱水）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 5.0mg
食塩相当量 0.01g
カルシウム 40mg
マグネシウム 2.4mg
カリウム 4.6mg

栄養成分 100mlあたり

イタリアの源泉から湧き出
た、100％の自然な発泡性
を持つミネラルウォーター
です。

フェッラレッレ炭酸水
モンテ

●容量：３３０ｍｌ　●入数：24【24】
●商品サイズ：62×62×219㎜
●商品重量：585g　●賞：2年

¥221（¥239）43451

水（鉱水）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 5.0mg
食塩相当量 0.01g
カルシウム 40mg
マグネシウム 2.4mg
カリウム 4.6mg

栄養成分 100ｍｌあたり

イタリアの源泉から湧き出
た、100％の自然な発泡性
を持つミネラルウォーター
です。

フェッラレッレ炭酸水
モンテ

●容量：５００ｍｌ　●入数：15【15】
●商品サイズ：67×67×264㎜
●商品重量：800g　●賞：2年

¥255（¥275）43452
果実（有機りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、有機レモン：スペイン・イタリア産等）／
炭酸

エネルギー 95kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 23.3g
   糖類 12.8g
ナトリウム 7.5mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １缶250ｍｌあたり

有機果汁を85％以上使
用。砂糖不使用でアップル
果汁本来の甘味をいかし
た贅沢なサイダーです。

オーガニックアップルサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42912

果実（有機ぶどう：アルゼンチン・アメリカ産等、有機レモ
ン：スペイン・イタリア産等）／炭酸

エネルギー 98kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 23.5g
   糖類 18.3g
ナトリウム 40mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １缶250ｍｌあたり

有機果汁を８５％以上使
用。砂糖不使用で、白ぶど
うと赤ぶどうの果汁本来
の甘味をいかした贅沢な
サイダーです。

オーガニックぶどうサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）43446

有機砂糖（ブラジル産等）、有機りんご果汁（アルゼンチ
ン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他）、有機しょうが
（国内産）、有機レモン果汁（スペイン・イタリア産等）、有
機すだち果汁（徳島県産）／炭酸

エネルギー 85kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 21g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶250mlあたり

国産有機しょうがを使用。 
香料や酸味料、着色料を
使用せず、素材本来の風
味を生かしたジンジャー
エールです。

オーガニックジンジャーエール
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年

¥140（¥151）43443

砂糖（てん菜（国産））、有機レモン果汁（スペイン・イタリ
ア産等）／炭酸

エネルギー 37kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9.3g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機レモン果汁と天然水
を使用したサイダーです。
着色料・保存料・酸味料・香
料は使用していません。

レモンサイダー
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42911

果実（有機うんしゅうみかん：国産、有機レモン：スペイン・
イタリア産等）、砂糖（甜菜：北海道産）／炭酸

エネルギー 37kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9.2g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機温州みかん・
海外産有機レモンと天然
水を使用したサイダーで
す。

みかんサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42913

有機大豆（中国・アメリカ産）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 4.0g
脂質 3.1g
炭水化物 2.0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

有機大豆だけを使用し、大
豆本来のおいしさを追求
した自然派志向の無調整
豆乳です。

有機豆乳・無調整
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×210㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥310（¥335）43505
大豆

大豆（国内産）

エネルギー 51kcal
たんぱく質 4.7g
脂質 3.1g
炭水化物 1.1g
ナトリウム 0～4mg

栄養成分 100mlあたり

国内産大豆と水だけで作
られた豆乳です。様々な料
理に大豆本来の風味と豊
富な栄養をプラスできま
す。

国産大豆の無調整豆乳
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×197㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥320（¥345）43503
大豆

大豆（国内産）、水あめ、食塩、トレハロース、乳酸カルシ
ウム、ビタミンＥ

エネルギー 140kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 6.2g
炭水化物 10.5g
ナトリウム 114mg

栄養成分 200mlあたり

濃厚タイプの調製豆乳な
がら、サラッとおいしく仕
上げました。特定保健用食
品です。

国産大豆の調製豆乳
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：210g　●賞：4ヵ月

¥100（¥108）41580
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／
重曹、貝カルシウム 

エネルギー 116kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 4.8g
炭水化物 10.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆で作った豆乳に、
はと麦などをプラスして飲
みやすく仕上げた豆乳飲
料“豆漿：ドウジャン”です。

豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：4ヵ月

¥100（¥108）41578
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／
重曹、貝カルシウム 

エネルギー 58kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 2.4g
炭水化物 5.2g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100mlあたり

有機大豆で作った豆乳に、
はと麦などをプラスして飲
みやすく仕上げた豆乳飲
料“豆漿：ドウジャン”です。

豆ジャン
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×197㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）41575
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、砂糖、麦芽エキス、植物油
脂、コーヒー、食塩、玄米全粒粉/重曹 

エネルギー 101kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 4.6g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆を主原料に、麦
芽エキス、カフェインレス
コーヒー、玄米全粒粉等を
加えた豆乳飲料です。

麦芽豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：6ヵ月

¥100（¥108）41581
大豆

page 071-080.indd   77-78 2019/09/10   15:17



77 78

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機果実（りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、オレンジ：イタリア産等、レモン：スペイ
ン・イタリア産等）、有機野菜（トマト：アメリカ産等、にんじ
ん：国内産）

エネルギー 72kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.2g
炭水化物 16.5g
ナトリウム 6mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶190ｇあたり

にんじんとトマトが苦手な
方にもりんごとオレンジの
自然な甘さで、おいしくお
召し上がりいただけます。

有機・果実と野菜のジュース
ヒカリ

●容量：１９０ｇ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×105㎜
●商品重量：220g　●賞：2年

¥170（¥184）43406 果実（有機ぶどう：アルゼンチン産、有機りんご：アルゼン
チン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他、有機バナ
ナ：エクアドル産他、有機レモン：スペイン・イタリア産他、
かぼす：大分県産、有機すだち：徳島県産）、野菜（有機ト
マト：アメリカ産他、有機にんじん：国内産、有機小松菜：国
内産、有機エンサイ：国内産、有機つるむらさき：国内産、
有機モロヘイヤ：国内産、有機たまねぎ：国内産、有機青
じそ：国内産）

エネルギー 85.8kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0g
炭水化物 20.9g
ナトリウム 13.7mg
食塩相当量 0.03g

栄養成分 １本195gあたり

果汁を85％使用した、甘めでほ
どよく飲みごたえのある、有機
JAS認証ミックスジュースです。

有機フルーティーMixジュース+野菜
ヒカリ

●容量：１９５ｇ　●入数：15【15】
●商品サイズ：55×55×112㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥170（¥184）43439

果実（マンゴー（インド）、レモン）、砂糖

エネルギー 53kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 12.6g

栄養成分 100gあたり

インド産の最高級品種
である、アルフォンソマン
ゴーの芳醇な味をお楽し
みください。

マンゴードリンク
シタァール 夏季

●容量：５００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：65×65×285㎜
●商品重量：900g　●賞：1年

¥850（¥918）42972

りんご（国内産）

エネルギー 68kcal
炭水化物 17.5g
ナトリウム 0～16mg

栄養成分 １本あたり

国産果汁のおいしさ！国産
“ふじりんご”を使用し、そ
のまま搾ったジュースで
す。砂糖、香料無添加のス
トレート果汁です。

国産ふじりんご１００
ナガノトマト

●容量：１２５ｍｌ　●入数：36【36】
●商品サイズ：50×32×85㎜
●商品重量：138g　●賞：5ヵ月

¥123（¥133）43434

うんしゅうみかん（九州・愛媛・広島県産）

エネルギー 54kcal
たんぱく質 1.2g
炭水化物 13.2g
ナトリウム 0～10mg

栄養成分 １本あたり

国産果汁のおいしさ！国産
“温州みかん”を使用し、そ
のまま搾ったジュースで
す。砂糖、香料無添加のス
トレート果汁です。

国産温州みかん１００
ナガノトマト

●容量：１２５ｍｌ　●入数：36【36】
●商品サイズ：50×32×85㎜
●商品重量：138g　●賞：5ヵ月

¥155（¥167）43435

水（鉱水）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 5.0mg
食塩相当量 0.01g
カルシウム 40mg
マグネシウム 2.4mg
カリウム 4.6mg

栄養成分 100mlあたり

イタリアの源泉から湧き出
た、100％の自然な発泡性
を持つミネラルウォーター
です。

フェッラレッレ炭酸水
モンテ

●容量：３３０ｍｌ　●入数：24【24】
●商品サイズ：62×62×219㎜
●商品重量：585g　●賞：2年

¥221（¥239）43451

水（鉱水）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 5.0mg
食塩相当量 0.01g
カルシウム 40mg
マグネシウム 2.4mg
カリウム 4.6mg

栄養成分 100ｍｌあたり

イタリアの源泉から湧き出
た、100％の自然な発泡性
を持つミネラルウォーター
です。

フェッラレッレ炭酸水
モンテ

●容量：５００ｍｌ　●入数：15【15】
●商品サイズ：67×67×264㎜
●商品重量：800g　●賞：2年

¥255（¥275）43452
果実（有機りんご：アルゼンチン・セルビア・トルコ・ニュー
ジーランド産他、有機レモン：スペイン・イタリア産等）／
炭酸

エネルギー 95kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 23.3g
   糖類 12.8g
ナトリウム 7.5mg
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １缶250ｍｌあたり

有機果汁を85％以上使
用。砂糖不使用でアップル
果汁本来の甘味をいかし
た贅沢なサイダーです。

オーガニックアップルサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42912

果実（有機ぶどう：アルゼンチン・アメリカ産等、有機レモ
ン：スペイン・イタリア産等）／炭酸

エネルギー 98kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 23.5g
   糖類 18.3g
ナトリウム 40mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １缶250ｍｌあたり

有機果汁を８５％以上使
用。砂糖不使用で、白ぶど
うと赤ぶどうの果汁本来
の甘味をいかした贅沢な
サイダーです。

オーガニックぶどうサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）43446

有機砂糖（ブラジル産等）、有機りんご果汁（アルゼンチ
ン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他）、有機しょうが
（国内産）、有機レモン果汁（スペイン・イタリア産等）、有
機すだち果汁（徳島県産）／炭酸

エネルギー 85kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 21g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 1缶250mlあたり

国産有機しょうがを使用。 
香料や酸味料、着色料を
使用せず、素材本来の風
味を生かしたジンジャー
エールです。

オーガニックジンジャーエール
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年

¥140（¥151）43443

砂糖（てん菜（国産））、有機レモン果汁（スペイン・イタリ
ア産等）／炭酸

エネルギー 37kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9.3g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

有機レモン果汁と天然水
を使用したサイダーです。
着色料・保存料・酸味料・香
料は使用していません。

レモンサイダー
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42911

果実（有機うんしゅうみかん：国産、有機レモン：スペイン・
イタリア産等）、砂糖（甜菜：北海道産）／炭酸

エネルギー 37kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 9.2g
ナトリウム 0mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産有機温州みかん・
海外産有機レモンと天然
水を使用したサイダーで
す。

みかんサイダー＋レモン
ヒカリ

●容量：２５０ｍｌ　●入数：30【30】
●商品サイズ：52×52×134㎜
●商品重量：280g　●賞：1年半

¥140（¥151）42913

有機大豆（中国・アメリカ産）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 4.0g
脂質 3.1g
炭水化物 2.0g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

有機大豆だけを使用し、大
豆本来のおいしさを追求
した自然派志向の無調整
豆乳です。

有機豆乳・無調整
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×210㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥310（¥335）43505
大豆

大豆（国内産）

エネルギー 51kcal
たんぱく質 4.7g
脂質 3.1g
炭水化物 1.1g
ナトリウム 0～4mg

栄養成分 100mlあたり

国内産大豆と水だけで作
られた豆乳です。様々な料
理に大豆本来の風味と豊
富な栄養をプラスできま
す。

国産大豆の無調整豆乳
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×197㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥320（¥345）43503
大豆

大豆（国内産）、水あめ、食塩、トレハロース、乳酸カルシ
ウム、ビタミンＥ

エネルギー 140kcal
たんぱく質 10.5g
脂質 6.2g
炭水化物 10.5g
ナトリウム 114mg

栄養成分 200mlあたり

濃厚タイプの調製豆乳な
がら、サラッとおいしく仕
上げました。特定保健用食
品です。

国産大豆の調製豆乳
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：210g　●賞：4ヵ月

¥100（¥108）41580
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／
重曹、貝カルシウム 

エネルギー 116kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 4.8g
炭水化物 10.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆で作った豆乳に、
はと麦などをプラスして飲
みやすく仕上げた豆乳飲
料“豆漿：ドウジャン”です。

豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：4ヵ月

¥100（¥108）41578
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、水あめ、食塩、はと麦粉／
重曹、貝カルシウム 

エネルギー 58kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 2.4g
炭水化物 5.2g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100mlあたり

有機大豆で作った豆乳に、
はと麦などをプラスして飲
みやすく仕上げた豆乳飲
料“豆漿：ドウジャン”です。

豆ジャン
マルサン

●容量：１０００ｍｌ　●入数：6
●商品サイズ：92×59×197㎜
●商品重量：1060g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）41575
大豆

大豆（遺伝子組換えでない）、砂糖、麦芽エキス、植物油
脂、コーヒー、食塩、玄米全粒粉/重曹 

エネルギー 101kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 4.6g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆を主原料に、麦
芽エキス、カフェインレス
コーヒー、玄米全粒粉等を
加えた豆乳飲料です。

麦芽豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：6ヵ月

¥100（¥108）41581
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大豆（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖、水あめ）、植物
油脂、大麦若葉エキスパウダー、食塩、よもぎ粉末/貝カ
ルシウム、安定剤（ジェラン）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 5g
脂質 5g
炭水化物 12g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆で作った豆乳に
大麦若葉エキスパウダー
やよもぎ粉末をプラス。青
汁独特のクセがなく飲み
やすい豆乳飲料です。

青汁豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：6ヵ月

¥100（¥108）41577
大豆

有機ココナッツ（タイ産）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
糖質 17g
食物繊維 0g
ナトリウム 45mg

栄養成分 １本あたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界
中で絶賛されているミラク
ルフードです。砂糖、脂質、
コレステロールが含まれて
おらず、ダイエット飲料とし
て人気です。日常の水分
補給にはもちろん、スポー
ツの後などに最適です。

オーガニックココナッツウォ－ター
むそう

●容量：３３０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：64×64×114㎜
●商品重量：379g　●賞：1年

¥300（¥324）43398
果実（有機ぶどう：アルゼンチン産他、有機りんご：アルゼ
ンチン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他、有機レモ
ン：スペイン・イタリア産他、有機ゆず：国内産）、食塩（国
内産）

エネルギー 48kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 10.6g
   糖類 8.4g
食塩相当量 0.3g
カリウム 76.6mg

栄養成分 １本280ｍｌあたり

有機果汁と食塩で作った、
有機JAS認証のナチュラ
ル系スポーツ飲料です。ス
ポーツ時や夏場の屋外作
業時などの水分・ミネラル
補給におすすめです。

オーガニックスポーツドリンクＰＥＴ
ヒカリ

●容量：２８０ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×138㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥170（¥184）43448

有機しょうが（国産）、有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン
産等）、有機りんご果汁（アルゼンチン・セルビア・トルコ・
ニュージーランド産他）、有機すだち果汁（徳島県産）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 45.3g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100mlあたり

国産有機しょうがの辛み
に有機砂糖と有機りんご
果汁の甘みを加え、有機す
だち果汁の爽やかさをプ
ラスした濃縮タイプのしょ
うがシロップです。

有機じんわーりしょうが
ヒカリ

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：330g　●賞：1年半

¥450（¥486）43399

有機りんご果汁、有機りんご酢 

エネルギー 34kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 8g
食塩相当量 0.005g

栄養成分 15mlあたり

有機りんご酢に果汁を加
えて飲みやすく仕上げまし
た。水割りはもちろん炭酸
割りやヨーグルトにかけて
もよく合います。 

フルーツビネガー有機りんごの酢
内堀醸造

●容量：３６０ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：63×63×206㎜
●商品重量：640g　●賞：1年

¥700（¥756）53590

有機あずき（中国・アメリカ産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 6mg

栄養成分 500mlあたり

女性に優しいポリフェノー
ル・カリウムが豊富に入っ
ており、無糖・ノンカロリー・
ノンカフェイン・無着色・無
香料。小豆そのままの味が
味わえます。

オーガニックあずき美人茶
遠藤製餡

●容量：５００ml　●入数：24
●商品サイズ：60×60×210㎜
●商品重量：520g　●賞：9ヵ月

¥170（¥184）33486

玄米（有機）（アメリカ産）、玄米こうじ

エネルギー 211kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.7g
炭水化物 48g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

原料は１００％有機玄米を
使用、砂糖・水飴などは使
用しておりません。こうじ
のまろやかな甘みをご賞
味ください。

玄米あま酒〈有機米使用〉
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥400（¥432）41756

玄米（岡山県産）、玄米こうじ

エネルギー 207kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 0.8g
炭水化物 46.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

本物のおいしさ＋安全＋健
康指向。玄米のミネラルを
含有しており、甘酒独特の
甘さを有しています。

玄米こうじ甘酒
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41755

米（岡山県産）、米こうじ

エネルギー 213kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 48.6g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

玄米甘酒とは違った白米
ならではの飲みやすさで
す。
※東日本のみ取扱い

白米あま酒
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41765

有機米（国内産）、有機米麹（国内産）

エネルギー 134kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.4g
炭水化物 29.4g
ナトリウム 12mg

栄養成分 100gあたり

ノンアルコール・無加糖の
オーガニック玄米あまざけ
です。ストレートタイプで、
手軽に飲める優しい甘み
のあと味です。原料に有機
米・有機米糀・水のみを使
用し、丁寧に作っています。

有機玄米甘酒・とろとろ玄米
ヤマト醤油味噌

●容量：３００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：67×67×197㎜
●商品重量：583g　●賞：1年

¥630（¥680）41770

大麦（国産）、米こうじ

エネルギー 146kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 33.7g
   糖質 30.4g
   食物繊維 3.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

大麦は食物繊維が豊富な上
に、水溶性繊維（β-グルカン）
と不溶性食物繊維がともに
バランスよく含まれ、食物繊
維の摂取源として注目されて
います。国産の大麦と米糀だ
けでつくった食物繊維をたっ
ぷり含んだ発酵飲料です。

大麦甘酒
ヤマト醤油味噌

●容量：４９０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：67×67×230㎜
●商品重量：840g　●賞：1年

¥600（¥648）41779

米こうじ（国産）、玄米（国産）、植物性乳酸菌（殺菌）（国
産）

エネルギー 134kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.6g
炭水化物 29.6g
   糖質 27.9g
   食物繊維 1.7g
食塩相当量 0g
アミノ酸 772mg

栄養成分 100mlあたり

クエン酸を作る麹菌の力を借
りて糀職人の技術と日本初の
甘酒博士が作り上げた「酵素」
活性のある、「活酵素ドリンク」。
サプリメント感覚で、忙しく働く
体を内側からサポートします。

生玄米甘酒一日一糀・乳酸菌入り
ヤマト醤油味噌

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24【6】
●商品サイズ：53×53×140㎜
●商品重量：350g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41780

米こうじ（国産）、玄米（国産）、殻付きハトムギ（国産）、植
物性乳酸菌（殺菌）（国産）

エネルギー 149kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.6g
炭水化物 33.9g
   糖質 30.7g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.01g
アミノ酸 975mg

栄養成分 100mlあたり

クエン酸を作る糀菌の力を借りて糀職人の
技術と日本初の甘酒博士が作り上げた「酵
素」活性のある、「活酵素ドリンク」。紫黒米、
ハトムギをブレンドし、１本あたりＧＡＢＡ１２
mg、ポリフェノール３１０ｍｇ含有しています。
砂糖不使用、ノンアルコールの甘酒です。

生玄米甘酒 紫の一日一糀・乳酸菌入り
ヤマト醤油味噌

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24【6】
●商品サイズ：53×53×140㎜
●商品重量：350g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）41781

玄米（北海道産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖（北
海道産）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 3.5g
炭水化物 78.4g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米あや
ひめを使用した、香ばしい
玄米せんべいです。天然
醸造国産丸大豆しょうゆ
を使用しています。

玄米煎餅・特別栽培米あやひめ使用
ムソー

●容量：１５枚　●入数：15
●商品サイズ：280×180×50㎜
●商品重量：82g　●賞：120日

¥320（¥345）32651
小麦 大豆

玄米（北海道産）、有機黒ごま、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、砂糖（北海道産）

エネルギー 432kcal
たんぱく質 12.2g
脂質 13.5g
炭水化物 65.5g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米あ
やひめと有機黒ごまを使
用した玄米せんべいで
す。 天然醸造国産丸大豆
しょうゆを使用し、たっぷり
の胡麻を練り合わせ丹念
に焼き上げた、香豊かな玄
米せんべいです。

黒ごま煎餅・特別栽培米あやひめ使用
ムソー

●容量：１５枚　●入数：15
●商品サイズ：280×180×50㎜
●商品重量：82g　●賞：120日

¥320（¥345）32653
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、本醸造醤油（大豆：アメリカ産他、
小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 381kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 0.9g
炭水化物 86.4g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を丸粒の
まま蒸し、丹念に焼き上
げ、本醸造醤油で味付けし
ました。おいしさ抜群の草
加せんべいです。

草加せん・しょうゆ
ムソー

●容量：７枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32680
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、胡麻（ミャンマー産）、本醸造醤油
（大豆：アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 396kcal
たんぱく質 7.0g
脂質 4.0g
炭水化物 83.1g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を丸粒の
まま蒸し、丹念に焼き上
げ、本醸造醤油で味付けし
ました。胡麻の香ばしさを
プラスした草加せんべい
です。

草加せん・ごま
ムソー

●容量：７枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32681
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、のり（国内産）、本醸造醤油（大豆：
アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 382kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 0.9g
炭水化物 85.2g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を原料に、
独自の火加減で丹念に焼
き上げ、のりは国内産を使
用したおいしさ抜群の草
加せんべいです。

草加せん・のり
ムソー

●容量：６枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：120g　●賞：4ヵ月

¥400（¥432）32682
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大豆（遺伝子組換えでない）、糖類（砂糖、水あめ）、植物
油脂、大麦若葉エキスパウダー、食塩、よもぎ粉末/貝カ
ルシウム、安定剤（ジェラン）

エネルギー 113kcal
たんぱく質 5g
脂質 5g
炭水化物 12g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 200mlあたり

有機大豆で作った豆乳に
大麦若葉エキスパウダー
やよもぎ粉末をプラス。青
汁独特のクセがなく飲み
やすい豆乳飲料です。

青汁豆ジャン
マルサン

●容量：２００ｍｌ　●入数：24【12】
●商品サイズ：48×39×120㎜
●商品重量：220g　●賞：6ヵ月

¥100（¥108）41577
大豆

有機ココナッツ（タイ産）

エネルギー 68kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
糖質 17g
食物繊維 0g
ナトリウム 45mg

栄養成分 １本あたり

「生命の木」と呼ばれるココ
ナッツ。ココナッツは世界
中で絶賛されているミラク
ルフードです。砂糖、脂質、
コレステロールが含まれて
おらず、ダイエット飲料とし
て人気です。日常の水分
補給にはもちろん、スポー
ツの後などに最適です。

オーガニックココナッツウォ－ター
むそう

●容量：３３０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：64×64×114㎜
●商品重量：379g　●賞：1年

¥300（¥324）43398
果実（有機ぶどう：アルゼンチン産他、有機りんご：アルゼ
ンチン・セルビア・トルコ・ニュージーランド産他、有機レモ
ン：スペイン・イタリア産他、有機ゆず：国内産）、食塩（国
内産）

エネルギー 48kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.3g
炭水化物 10.6g
   糖類 8.4g
食塩相当量 0.3g
カリウム 76.6mg

栄養成分 １本280ｍｌあたり

有機果汁と食塩で作った、
有機JAS認証のナチュラ
ル系スポーツ飲料です。ス
ポーツ時や夏場の屋外作
業時などの水分・ミネラル
補給におすすめです。

オーガニックスポーツドリンクＰＥＴ
ヒカリ

●容量：２８０ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×138㎜
●商品重量：317g　●賞：1年

¥170（¥184）43448

有機しょうが（国産）、有機砂糖（ブラジル・アルゼンチン
産等）、有機りんご果汁（アルゼンチン・セルビア・トルコ・
ニュージーランド産他）、有機すだち果汁（徳島県産）

エネルギー 182kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0g
炭水化物 45.3g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100mlあたり

国産有機しょうがの辛み
に有機砂糖と有機りんご
果汁の甘みを加え、有機す
だち果汁の爽やかさをプ
ラスした濃縮タイプのしょ
うがシロップです。

有機じんわーりしょうが
ヒカリ

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：330g　●賞：1年半

¥450（¥486）43399

有機りんご果汁、有機りんご酢 

エネルギー 34kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 8g
食塩相当量 0.005g

栄養成分 15mlあたり

有機りんご酢に果汁を加
えて飲みやすく仕上げまし
た。水割りはもちろん炭酸
割りやヨーグルトにかけて
もよく合います。 

フルーツビネガー有機りんごの酢
内堀醸造

●容量：３６０ｍｌ　●入数：24
●商品サイズ：63×63×206㎜
●商品重量：640g　●賞：1年

¥700（¥756）53590

有機あずき（中国・アメリカ産）

エネルギー 0kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 0g
ナトリウム 6mg

栄養成分 500mlあたり

女性に優しいポリフェノー
ル・カリウムが豊富に入っ
ており、無糖・ノンカロリー・
ノンカフェイン・無着色・無
香料。小豆そのままの味が
味わえます。

オーガニックあずき美人茶
遠藤製餡

●容量：５００ml　●入数：24
●商品サイズ：60×60×210㎜
●商品重量：520g　●賞：9ヵ月

¥170（¥184）33486

玄米（有機）（アメリカ産）、玄米こうじ

エネルギー 211kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.7g
炭水化物 48g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

原料は１００％有機玄米を
使用、砂糖・水飴などは使
用しておりません。こうじ
のまろやかな甘みをご賞
味ください。

玄米あま酒〈有機米使用〉
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥400（¥432）41756

玄米（岡山県産）、玄米こうじ

エネルギー 207kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 0.8g
炭水化物 46.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

本物のおいしさ＋安全＋健
康指向。玄米のミネラルを
含有しており、甘酒独特の
甘さを有しています。

玄米こうじ甘酒
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41755

米（岡山県産）、米こうじ

エネルギー 213kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 48.6g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

玄米甘酒とは違った白米
ならではの飲みやすさで
す。
※東日本のみ取扱い

白米あま酒
マルクラ

●容量：２５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：150×110×30㎜
●商品重量：507g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41765

有機米（国内産）、有機米麹（国内産）

エネルギー 134kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.4g
炭水化物 29.4g
ナトリウム 12mg

栄養成分 100gあたり

ノンアルコール・無加糖の
オーガニック玄米あまざけ
です。ストレートタイプで、
手軽に飲める優しい甘み
のあと味です。原料に有機
米・有機米糀・水のみを使
用し、丁寧に作っています。

有機玄米甘酒・とろとろ玄米
ヤマト醤油味噌

●容量：３００ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：67×67×197㎜
●商品重量：583g　●賞：1年

¥630（¥680）41770

大麦（国産）、米こうじ

エネルギー 146kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 33.7g
   糖質 30.4g
   食物繊維 3.3g
食塩相当量 0g

栄養成分 100mlあたり

大麦は食物繊維が豊富な上
に、水溶性繊維（β-グルカン）
と不溶性食物繊維がともに
バランスよく含まれ、食物繊
維の摂取源として注目されて
います。国産の大麦と米糀だ
けでつくった食物繊維をたっ
ぷり含んだ発酵飲料です。

大麦甘酒
ヤマト醤油味噌

●容量：４９０ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：67×67×230㎜
●商品重量：840g　●賞：1年

¥600（¥648）41779

米こうじ（国産）、玄米（国産）、植物性乳酸菌（殺菌）（国
産）

エネルギー 134kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.6g
炭水化物 29.6g
   糖質 27.9g
   食物繊維 1.7g
食塩相当量 0g
アミノ酸 772mg

栄養成分 100mlあたり

クエン酸を作る麹菌の力を借
りて糀職人の技術と日本初の
甘酒博士が作り上げた「酵素」
活性のある、「活酵素ドリンク」。
サプリメント感覚で、忙しく働く
体を内側からサポートします。

生玄米甘酒一日一糀・乳酸菌入り
ヤマト醤油味噌

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24【6】
●商品サイズ：53×53×140㎜
●商品重量：350g　●賞：6ヵ月

¥280（¥302）41780

米こうじ（国産）、玄米（国産）、殻付きハトムギ（国産）、植
物性乳酸菌（殺菌）（国産）

エネルギー 149kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 0.6g
炭水化物 33.9g
   糖質 30.7g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.01g
アミノ酸 975mg

栄養成分 100mlあたり

クエン酸を作る糀菌の力を借りて糀職人の
技術と日本初の甘酒博士が作り上げた「酵
素」活性のある、「活酵素ドリンク」。紫黒米、
ハトムギをブレンドし、１本あたりＧＡＢＡ１２
mg、ポリフェノール３１０ｍｇ含有しています。
砂糖不使用、ノンアルコールの甘酒です。

生玄米甘酒 紫の一日一糀・乳酸菌入り
ヤマト醤油味噌

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24【6】
●商品サイズ：53×53×140㎜
●商品重量：350g　●賞：6ヵ月

¥350（¥378）41781

玄米（北海道産）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖（北
海道産）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 3.5g
炭水化物 78.4g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米あや
ひめを使用した、香ばしい
玄米せんべいです。天然
醸造国産丸大豆しょうゆ
を使用しています。

玄米煎餅・特別栽培米あやひめ使用
ムソー

●容量：１５枚　●入数：15
●商品サイズ：280×180×50㎜
●商品重量：82g　●賞：120日

¥320（¥345）32651
小麦 大豆

玄米（北海道産）、有機黒ごま、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、砂糖（北海道産）

エネルギー 432kcal
たんぱく質 12.2g
脂質 13.5g
炭水化物 65.5g
食塩相当量 1.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産特別栽培米あ
やひめと有機黒ごまを使
用した玄米せんべいで
す。 天然醸造国産丸大豆
しょうゆを使用し、たっぷり
の胡麻を練り合わせ丹念
に焼き上げた、香豊かな玄
米せんべいです。

黒ごま煎餅・特別栽培米あやひめ使用
ムソー

●容量：１５枚　●入数：15
●商品サイズ：280×180×50㎜
●商品重量：82g　●賞：120日

¥320（¥345）32653
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、本醸造醤油（大豆：アメリカ産他、
小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 381kcal
たんぱく質 6.8g
脂質 0.9g
炭水化物 86.4g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を丸粒の
まま蒸し、丹念に焼き上
げ、本醸造醤油で味付けし
ました。おいしさ抜群の草
加せんべいです。

草加せん・しょうゆ
ムソー

●容量：７枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32680
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、胡麻（ミャンマー産）、本醸造醤油
（大豆：アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 396kcal
たんぱく質 7.0g
脂質 4.0g
炭水化物 83.1g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を丸粒の
まま蒸し、丹念に焼き上
げ、本醸造醤油で味付けし
ました。胡麻の香ばしさを
プラスした草加せんべい
です。

草加せん・ごま
ムソー

●容量：７枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32681
小麦 大豆

うるち米（岩手県産）、のり（国内産）、本醸造醤油（大豆：
アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、麦芽糖、澱粉

エネルギー 382kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 0.9g
炭水化物 85.2g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を原料に、
独自の火加減で丹念に焼
き上げ、のりは国内産を使
用したおいしさ抜群の草
加せんべいです。

草加せん・のり
ムソー

●容量：６枚　●入数：16
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：120g　●賞：4ヵ月

¥400（¥432）32682
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

うるち米（岩手県産）、胡麻（ミャンマー産）、のり（国内
産）、本醸造醤油（大豆：アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、
麦芽糖、澱粉

エネルギー 386kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.9g
炭水化物 84.9g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を原料に、
独自の火加減で丹念に焼
き上げた、おいしさ抜群の
「しょうゆ」「ごま」「のり」３
種類の草加せんべいの詰
合せです。

草加せん・ミックス
ムソー

●容量：６枚　●入数：20
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：120g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32683
小麦 大豆

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん粉
末（山口県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産の有機栽培しょう
がを１００％使用した、とて
も香りのよいしょうが湯で
す。

有機生姜使用・しょうが湯
ムソー

●容量：２０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×20×220㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥320（¥346）32659

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産）、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん
粉末（山口県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産の有機栽培しょうがを１００％使用した、と
ても香りのよいしょうが湯です。

有機生姜使用・しょうが湯・箱入り
ムソー

●容量：２０ｇ×１８　●入数：24
●商品サイズ：165×113×65㎜
●商品重量：438g　●賞：2年

¥1,080（¥1,166）32660

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産）、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん
粉末（山口県産）、かりん粉末（奈良県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国産有機生姜をすりおろ
して使用し、本葛やれんこ
ん粉末を配合し、かりんを
加えフルーティーでやさし
い飲み口に仕上げました。

有機生姜使用・かりんしょうが湯
冬季ムソー

●容量：２０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×20×220㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥340（¥367）32661

砂糖（てん菜（国産））、濃縮いちご果汁（宮城県・栃木県
産等）、有機レモン果汁（広島県・徳島県・愛媛県、香川県
産等）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 51g
食塩相当量 0g

栄養成分 100g当たり

国産ビートグラニュー糖、
国産いちご果汁、国産有
機レモン果汁を使用した
かき氷シロップです。着色
料、香料、保存料は使用し
ていません。 

かき氷シロップ・いちご
ムソー 夏季

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：350g　●賞：1年

¥480（¥518）32645

有機レーズン加工品（南アフリカ産）（有機レーズン、有機ひまわり油）、有機胡麻（インド・
エチオピア産）、有機ひまわりの種（ブルガリア・スロバキア産）、有機アーモンド（スペイ
ン・アメリカ産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、有機玄
米水飴（パキスタン産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機かぼちゃの種（中国産）、
有機ひまわり油（カナダ産）、寒天（イタリア・チリ産）

エネルギー 190kcal
たんぱく質 5g
脂質 11g
コレステロール 0mg

炭水化物 19g
   糖質 16g
   食物繊維 3g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。アーモンドと胡麻がたっぷり！レーズン
とアガベの優しい甘みのバーです。

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・アーモンド
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33323
落花生

砂糖（てん菜（国産））、有機濃縮ぶどう果汁（アメリカ産
等）、有機レモン果汁（スペイン・イタリア産等）

エネルギー 204kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 52g
食塩相当量 0g

栄養成分 100g当たり

国産ビートグラニュー糖、
海外産有機ぶどう果汁、
海外産有機レモン果汁を
使用したかき氷シロップで
す。着色料、香料、保存料
は使用していません。 

かき氷シロップ・ぶどう
ムソー 夏季

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：350g　●賞：1年

¥380（¥410）32646

有機カシューナッツ（ベトナム・ブラジル・コートジボワール産）、有機アガベシロップ（メ
キシコ産）、有機クランベリー加工品（カナダ産）（有機クランベリー、有機濃縮リンゴ果
汁、有機ひまわり油）、有機レーズン加工品（南アフリカ産）（有機レーズン、有機ひまわり
油）、有機リンゴ（中国産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機玄米水飴（パキスタ
ン産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、有機濃縮ザクロ果汁（トルコ産）、有機イチジク加工品
（トルコ産）（有機乾燥イチジク、有機米粉）、有機ひまわりの種（ブルガリア・スロバキア
産）、有機ピーカンナッツ（アメリカ産）、有機ひまわり油（カナダ産）、有機フリーズドライ
ラズベリー（ドイツ産）、寒天（イタリア・チリ産）

エネルギー 180kcal
たんぱく質 4g
脂質 9g
コレステロール 0mg

炭水化物 23g
   糖質 21g
   食物繊維 2g
食塩相当量 0g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。カシューナッツやクルミのカリッとした
食感に、美肌効果のあるザクロ果汁が爽やかな
バーです。 

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ザクロ
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33325
落花生

有機ココナッツ（スリランカ産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、有機アーモンド（スペ
イン・アメリカ産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機玄米水飴（パキスタン産）、有
機カシューナッツ（ベトナム・ブラジル・コートジボワール産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、
有機ひまわり油（カナダ産）、寒天（イタリア・チリ産）、有機レモンオイル（アルゼンチン産）
/ココナッツ香料（カナダ産）

エネルギー 210kcal
たんぱく質 4g
脂質 14g
コレステロール 0mg

炭水化物 17g
   糖質 14g
   食物繊維 3g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。人気のココナッツはミネラルいっぱい、
香ばしく甘い風味がしっかり味わえるバーです。

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ココナッツ
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33326
落花生

有機緑豆（中国産）、塩

エネルギー 185kcal
たんぱく質 13.6g
脂質 0.4g
炭水化物 31.7g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（50g）あたり

有機緑豆を薄く軽い味わ
いに焼き上げ「伯方の塩」
で味付けしました。ノンフ
ライのヘルシースナックで
す。

有機緑豆チップス
むそう

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×40×245㎜
●商品重量：60g　●賞：9ヵ月

¥260（¥281）33447

有機えんどう（アメリカ産）、塩

エネルギー 170kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 0.8g
炭水化物 30.4g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 １袋（45g）あたり

有機グリーンピースを、薄
く軽い味わいに焼き上げ
「伯方の塩」で味付けし
ました。ノンフライのヘル
シースナックです。

有機グリーンピースチップス
むそう

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×40×245㎜
●商品重量：55g　●賞：9ヵ月

¥260（¥281）33439

有機砂糖（ブラジル産）、有機カカオバター（オランダ
産）、全粉乳、有機カカオマス（オランダ産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 25.2g
炭水化物 28.6g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズのマイ
ルドなミルクチョコレート。
乳化剤を使わず、手間ひま
をかけて作りました。

ナチュラルチョコレート・ミルク
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33203
乳

有機砂糖（ブラジル産）、有機カカオマス（オランダ産）、
有機カカオバター（オランダ産）、ミルクパウダー（国産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 24.2g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズの口溶
けがなめらかなチョコレー
ト。乳化剤を使わず、手間
ひまをかけて作りました。

ナチュラルチョコレート･スィート
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33204
乳

有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳、有機砂糖（ブラ
ジル産）

エネルギー 364kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 26.2g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズのホワ
イトチョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート・ホワイト
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33205
乳

有機カカオマス（オランダ産）、有機砂糖（ブラジル産）、
有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳

エネルギー 368kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 26.7g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、ひと口サイズのカ
カオ含有率７０％のハイカ
カオチョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート･ビター
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33206
乳

有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳、有機砂糖（ブラ
ジル産）、有機抹茶（国内産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 6.24g
脂質 26.6g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、ひと口サイズの抹
茶チョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート･抹茶
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33199
乳
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

うるち米（岩手県産）、胡麻（ミャンマー産）、のり（国内
産）、本醸造醤油（大豆：アメリカ産他、小麦：埼玉県産）、
麦芽糖、澱粉

エネルギー 386kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 1.9g
炭水化物 84.9g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

国内産うるち米を原料に、
独自の火加減で丹念に焼
き上げた、おいしさ抜群の
「しょうゆ」「ごま」「のり」３
種類の草加せんべいの詰
合せです。

草加せん・ミックス
ムソー

●容量：６枚　●入数：20
●商品サイズ：300×130×60㎜
●商品重量：120g　●賞：4ヵ月

¥380（¥410）32683
小麦 大豆

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん粉
末（山口県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産の有機栽培しょう
がを１００％使用した、とて
も香りのよいしょうが湯で
す。

有機生姜使用・しょうが湯
ムソー

●容量：２０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×20×220㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥320（¥346）32659

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産）、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん
粉末（山口県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.6g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産の有機栽培しょうがを１００％使用した、と
ても香りのよいしょうが湯です。

有機生姜使用・しょうが湯・箱入り
ムソー

●容量：２０ｇ×１８　●入数：24
●商品サイズ：165×113×65㎜
●商品重量：438g　●賞：2年

¥1,080（¥1,166）32660

砂糖、生姜（有機）（高知県産他）、くず粉（本くず：国内産・
中国産）、でん粉（甘藷：鹿児島県・宮崎県産）、れんこん
粉末（山口県産）、かりん粉末（奈良県産）

エネルギー 79kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 19.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国産有機生姜をすりおろ
して使用し、本葛やれんこ
ん粉末を配合し、かりんを
加えフルーティーでやさし
い飲み口に仕上げました。

有機生姜使用・かりんしょうが湯
冬季ムソー

●容量：２０ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：120×20×220㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥340（¥367）32661

砂糖（てん菜（国産））、濃縮いちご果汁（宮城県・栃木県
産等）、有機レモン果汁（広島県・徳島県・愛媛県、香川県
産等）

エネルギー 199kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 51g
食塩相当量 0g

栄養成分 100g当たり

国産ビートグラニュー糖、
国産いちご果汁、国産有
機レモン果汁を使用した
かき氷シロップです。着色
料、香料、保存料は使用し
ていません。 

かき氷シロップ・いちご
ムソー 夏季

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：350g　●賞：1年

¥480（¥518）32645

有機レーズン加工品（南アフリカ産）（有機レーズン、有機ひまわり油）、有機胡麻（インド・
エチオピア産）、有機ひまわりの種（ブルガリア・スロバキア産）、有機アーモンド（スペイ
ン・アメリカ産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、有機玄
米水飴（パキスタン産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機かぼちゃの種（中国産）、
有機ひまわり油（カナダ産）、寒天（イタリア・チリ産）

エネルギー 190kcal
たんぱく質 5g
脂質 11g
コレステロール 0mg

炭水化物 19g
   糖質 16g
   食物繊維 3g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。アーモンドと胡麻がたっぷり！レーズン
とアガベの優しい甘みのバーです。

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・アーモンド
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33323
落花生

砂糖（てん菜（国産））、有機濃縮ぶどう果汁（アメリカ産
等）、有機レモン果汁（スペイン・イタリア産等）

エネルギー 204kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0g
炭水化物 52g
食塩相当量 0g

栄養成分 100g当たり

国産ビートグラニュー糖、
海外産有機ぶどう果汁、
海外産有機レモン果汁を
使用したかき氷シロップで
す。着色料、香料、保存料
は使用していません。 

かき氷シロップ・ぶどう
ムソー 夏季

●容量：１５０ｍｌ　●入数：20
●商品サイズ：49×49×173㎜
●商品重量：350g　●賞：1年

¥380（¥410）32646

有機カシューナッツ（ベトナム・ブラジル・コートジボワール産）、有機アガベシロップ（メ
キシコ産）、有機クランベリー加工品（カナダ産）（有機クランベリー、有機濃縮リンゴ果
汁、有機ひまわり油）、有機レーズン加工品（南アフリカ産）（有機レーズン、有機ひまわり
油）、有機リンゴ（中国産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機玄米水飴（パキスタ
ン産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、有機濃縮ザクロ果汁（トルコ産）、有機イチジク加工品
（トルコ産）（有機乾燥イチジク、有機米粉）、有機ひまわりの種（ブルガリア・スロバキア
産）、有機ピーカンナッツ（アメリカ産）、有機ひまわり油（カナダ産）、有機フリーズドライ
ラズベリー（ドイツ産）、寒天（イタリア・チリ産）

エネルギー 180kcal
たんぱく質 4g
脂質 9g
コレステロール 0mg

炭水化物 23g
   糖質 21g
   食物繊維 2g
食塩相当量 0g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。カシューナッツやクルミのカリッとした
食感に、美肌効果のあるザクロ果汁が爽やかな
バーです。 

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ザクロ
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33325
落花生

有機ココナッツ（スリランカ産）、有機アガベシロップ（メキシコ産）、有機アーモンド（スペ
イン・アメリカ産）、有機ピーナッツ（アルゼンチン産）、有機玄米水飴（パキスタン産）、有
機カシューナッツ（ベトナム・ブラジル・コートジボワール産）、有機玄米パフ（アメリカ産）、
有機ひまわり油（カナダ産）、寒天（イタリア・チリ産）、有機レモンオイル（アルゼンチン産）
/ココナッツ香料（カナダ産）

エネルギー 210kcal
たんぱく質 4g
脂質 14g
コレステロール 0mg

炭水化物 17g
   糖質 14g
   食物繊維 3g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 1本40gあたり

アクティブに過ごす方の手軽な栄養補給にオス
スメです。人気のココナッツはミネラルいっぱい、
香ばしく甘い風味がしっかり味わえるバーです。

オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ココナッツ
むそう

●容量：１本　●入数：16
●商品サイズ：150×40×16㎜
●商品重量：41g　●賞：1年2ヵ月

¥280（¥302）33326
落花生

有機緑豆（中国産）、塩

エネルギー 185kcal
たんぱく質 13.6g
脂質 0.4g
炭水化物 31.7g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（50g）あたり

有機緑豆を薄く軽い味わ
いに焼き上げ「伯方の塩」
で味付けしました。ノンフ
ライのヘルシースナックで
す。

有機緑豆チップス
むそう

●容量：５０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×40×245㎜
●商品重量：60g　●賞：9ヵ月

¥260（¥281）33447

有機えんどう（アメリカ産）、塩

エネルギー 170kcal
たんぱく質 10.3g
脂質 0.8g
炭水化物 30.4g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 １袋（45g）あたり

有機グリーンピースを、薄
く軽い味わいに焼き上げ
「伯方の塩」で味付けし
ました。ノンフライのヘル
シースナックです。

有機グリーンピースチップス
むそう

●容量：４５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×40×245㎜
●商品重量：55g　●賞：9ヵ月

¥260（¥281）33439

有機砂糖（ブラジル産）、有機カカオバター（オランダ
産）、全粉乳、有機カカオマス（オランダ産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 25.2g
炭水化物 28.6g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズのマイ
ルドなミルクチョコレート。
乳化剤を使わず、手間ひま
をかけて作りました。

ナチュラルチョコレート・ミルク
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33203
乳

有機砂糖（ブラジル産）、有機カカオマス（オランダ産）、
有機カカオバター（オランダ産）、ミルクパウダー（国産）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 24.2g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズの口溶
けがなめらかなチョコレー
ト。乳化剤を使わず、手間
ひまをかけて作りました。

ナチュラルチョコレート･スィート
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33204
乳

有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳、有機砂糖（ブラ
ジル産）

エネルギー 364kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 26.2g
炭水化物 26.8g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、一口サイズのホワ
イトチョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート・ホワイト
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33205
乳

有機カカオマス（オランダ産）、有機砂糖（ブラジル産）、
有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳

エネルギー 368kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 26.7g
炭水化物 27.2g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、ひと口サイズのカ
カオ含有率７０％のハイカ
カオチョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート･ビター
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33206
乳

有機カカオバター（オランダ産）、全粉乳、有機砂糖（ブラ
ジル産）、有機抹茶（国内産）

エネルギー 367kcal
たんぱく質 6.24g
脂質 26.6g
炭水化物 24.9g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（60g）あたり

農薬や化学肥料を使用せ
ずに育てた原材料だけで
作った、ひと口サイズの抹
茶チョコレート。乳化剤を
使わず、手間ひまをかけて
作りました。

ナチュラルチョコレート･抹茶
冬季むそう

●容量：６０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×120×28㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥360（¥389）33199
乳
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機砂糖、有機カカオバター、有機カカオマス、有機ライスシロップパウダー、有機アー
モンド、有機オレンジ加工品（オレンジ・リンゴを含む）、有機ヘーゼルナッツペースト、全
粉乳／オレンジ香料、ゲル化剤（ペクチン）、バニラ香料、クエン酸

エネルギー 568kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 36.6g

炭水化物 58.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ミルクの代わりにライスミルクを使用したドイツ
生まれのヴィーガンチョコレート。香ばしいクラッ
シュアーモンドとオレンジピールの香りが際立つ
大人のチョコレート。 

オーガニックチョコ･アーモンド＆オレンジ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年2ヵ月

¥550（¥594）33269
乳

有機カカオバター、有機砂糖、有機ライスシロップパウダー、有機タイガーナッツ、食塩、
有機バニラビーンズ、全粉乳／バニラ香料

エネルギー 595kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 40.5g

炭水化物 57.8g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

ミルクの代わりにライスミルクを使用したドイツ
生まれのヴィーガンチョコレート。香り高いブルボ
ンバニラを練りこんだ上品な味わいに仕上げた
ホワイトチョコレート。

オーガニックチョコ･ホワイトバニラ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年2ヵ月

¥550（¥594）33271
乳

有機砂糖、有機カカオバター、有機ライスシロップパウダー、有機カカオマス、有機タイ
ガーナッツパウダー、有機へーゼルナッツペースト、食塩、全粉乳／バニラ香料

エネルギー 570kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 36.4g

炭水化物 60.3g
食塩相当量 0.11g

栄養成分 100gあたり

ドイツで生まれた乳製品の代わりにライスミルク
を使用したヴィーガンチョコレート。濃厚でコクの
あるライスミルクチョコレートのプレーンです。隠
し味の塩がリッチな味わいを引き立たせます。

オーガニックチョコ･プレーン(クラシック）
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年6ヵ月

¥550（¥594）33330
乳

有機砂糖、有機カカオバター、有機へーゼルナッツ、有機ライスシロップパウダー、有機
カカオマス、有機タイガーナッツパウダー、有機へーゼルナッツペースト、食塩、全粉乳／
バニラ香料

エネルギー 593kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 41.5g

炭水化物 52.5g
食塩相当量 0.09g

栄養成分 100gあたり

ドイツで生まれた乳製品の代わりにライスミルク
を使用したヴィーガンチョコレート。なめらかな口
どけのライスミルクチョコにタイガーナッツパウ
ダーとローストしたへーゼルナッツを丸ごと加え
た食感楽しいチョコレート。

オーガニックチョコ･スーパーナッツ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年

¥550（¥594）33331
乳

うるち米（埼玉県・長野県・島根県産）、砂糖（てんさい糖：
北海道産）、食塩、ハトムギ

エネルギー 385kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 1.6g
炭水化物 86.6g
ナトリウム 834mg

栄養成分 100gあたり

七分つき米を主原料に、て
ん菜糖・食塩・ハトムギ粉末
を混ぜて焼き上げた、口溶
けの良い幼児向けのせん
べいです。

赤ちゃんせんべい
サンコー

●容量：25ｇ（14枚）　●入数：20
●商品サイズ：260×165×45㎜
●商品重量：49g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）32856

うるち米（国内産）、砂糖（三温糖）、紫いも粉末、食塩

エネルギー 393kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 2.3g
炭水化物 87.6g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

国内産の紫いもが入った
お米のせんべいです。

さくふわせんべい･紫いも味
サンコー

●容量：２１ｇ(１２枚)　●入数：15
●商品サイズ：180×290×50㎜
●商品重量：37.9g　●賞：120日

¥260（¥281）32766

甘藷でん粉（さつま芋（国産））、さつま芋パウダー（さつ
ま芋（国産））、さつま芋ペースト（さつま芋（国産））、食塩

エネルギー 67kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 16.4g
   糖質 15.8g
   食物繊維 0.6g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（18g)あたり

砂糖を使用しておらず、さ
つまいもの甘味が感じら
れるサクサク食感のノンフ
ライのポンせんです。

さくさくポンせん　さつまいも
サンコー

●容量：１８ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×160×20㎜
●商品重量：32g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32796

含蜜糖（タイ・オーストラリア・沖縄県産等）、小麦たん白
（北海道産）、黒糖（沖縄県産）、小麦粉（北海道産）、膨
脹剤（重曹）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 11.6g
脂質 1.2g
炭水化物 81.8g
ナトリウム 40.2mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と国内産小
麦たん白を使ったお麩を
軽く焼き上げ、沖縄産黒糖
を加えた蜜をかけた「麩の
お菓子」です。

ふ菓子
サンコー

●容量：７本　●入数：12
●商品サイズ：260×185×50㎜
●商品重量：45g　●賞：3ヵ月

¥220（¥238）33420
小麦

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳、ショートニン
グ、コーンスターチ（とうもろこし：遺伝子組換えでない）、
食塩、イースト／膨張剤（重曹・重炭酸アンモニウム） 

エネルギー 319kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 9.8g
炭水化物 52.7g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 1袋（70g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
牛乳で練った生地を、かわ
いい英字の形に焼き上げ
ました。じっくり発酵させた
サクサク食感のビスケット
です。

英字ビスケット
サンコー

●容量：７０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×140×20㎜
●商品重量：74g　●賞：6ヵ月

¥210（¥227）32903
乳 小麦

小麦粉（岐阜県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等、米油：日本産等）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油）、ブドウ糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 883kcal
たんぱく質 12g
脂質 46.4g
炭水化物 104.3g
ナトリウム 351mg

栄養成分 1袋あたり

国内産小麦粉を主原料に
焼き上げた生地を植物油
でカラッと揚げました。甘
辛味で香ばしいビスケット
です。

ミレービスケット
サンコー

●容量：１６５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：230×145×30㎜
●商品重量：170g　●賞：5ヵ月

¥290（¥313）32850
小麦

小麦粉(国内産１００％)、砂糖（三温糖）、ショートニング、
ぶどう糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 435kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 8.3g
炭水化物 82.6g
ナトリウム 207mg

栄養成分 100gあたり

原材料に卵・乳不使用。国
内産小麦粉が主原料の生
地を焼き上げた、ほんのり
甘いビスケットです。 

ミレービスケットノンフライ
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：140×230×30㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）32836
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、加糖れ
ん乳、小麦胚芽（北米産）、食塩、膨張剤、卵殻未焼成カ
ルシウム 

エネルギー 430kcal
たんぱく質 8g
脂質 10g
炭水化物 77.1g
ナトリウム 297mg

栄養成分 100gあたり

小麦胚芽を加え、食べやす
い円型に焼き上げたビス
ケットです。甘さを控えた
シンプルな味です。

胚芽ビスケット
サンコー

●容量：１９０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：250×160×40㎜
●商品重量：200g　●賞：210日

¥280（¥302）32774
乳 卵 小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産等）、馬鈴薯澱
粉、小麦胚芽（北米産）、ホエイパウダー（乳製品）、食塩、
膨張剤

エネルギー 477kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 18.5g
炭水化物 69.4g
ナトリウム 418mg

栄養成分 100gあたり

小麦胚芽を加え、ミニス
ティックに焼き上げた甘辛
味のビスケットです。

胚芽スティック
サンコー

●容量：１８０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：230×170×30㎜
●商品重量：185g　●賞：210日

¥280（¥302）32805
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、牛乳（北海道）、植物油脂（パーム油）、ショートニング
（パーム油）、バター、加糖脱脂れん乳、小麦胚芽、全粉
乳、食塩、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

エネルギー 529kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 27.7g
炭水化物 62.3g
ナトリウム 269mg

栄養成分 １袋あたり

水を使わず牛乳だけで練
り上げたまろやかな甘さ
の食べやすいスティックタ
イプのビスケットです。

ミルクスティック
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：111g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33044
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア等）、砂糖（てん
さい糖）、乾燥野菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤
ピーマン：チリ産、ホウレンソウ：イタリア産、ニンジン：中
国産、キャベツ：中国産）、トマト粉末、食塩、麦芽エキス、
イースト、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

エネルギー 631kcal
たんぱく質 9.5g
脂質 33.8g
炭水化物 72.2g
ナトリウム 526mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を主原料に、
７種類の野菜を生地に入
れたスティックタイプのビ
スケットです。

野菜スティック
サンコー

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：131g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33039
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等）、ショートニン
グ（パーム油）、加糖脱脂れん乳、昆布パウダー、食塩、ひ
じき（日本近海）、全粉乳、膨張剤（重炭酸アンモニウム、
重曹）

エネルギー 598kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 30.8g
炭水化物 72.2g
ナトリウム 545mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉の生地にひ
じきを練り込み焼き上げ
たスティックタイプのビス
ケットです。

ひじきスティック
サンコー

●容量：１１５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：126g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33036
乳 小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機砂糖、有機カカオバター、有機カカオマス、有機ライスシロップパウダー、有機アー
モンド、有機オレンジ加工品（オレンジ・リンゴを含む）、有機ヘーゼルナッツペースト、全
粉乳／オレンジ香料、ゲル化剤（ペクチン）、バニラ香料、クエン酸

エネルギー 568kcal
たんぱく質 3.0g
脂質 36.6g

炭水化物 58.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

ミルクの代わりにライスミルクを使用したドイツ
生まれのヴィーガンチョコレート。香ばしいクラッ
シュアーモンドとオレンジピールの香りが際立つ
大人のチョコレート。 

オーガニックチョコ･アーモンド＆オレンジ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年2ヵ月

¥550（¥594）33269
乳

有機カカオバター、有機砂糖、有機ライスシロップパウダー、有機タイガーナッツ、食塩、
有機バニラビーンズ、全粉乳／バニラ香料

エネルギー 595kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 40.5g

炭水化物 57.8g
食塩相当量 0.16g

栄養成分 100gあたり

ミルクの代わりにライスミルクを使用したドイツ
生まれのヴィーガンチョコレート。香り高いブルボ
ンバニラを練りこんだ上品な味わいに仕上げた
ホワイトチョコレート。

オーガニックチョコ･ホワイトバニラ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年2ヵ月

¥550（¥594）33271
乳

有機砂糖、有機カカオバター、有機ライスシロップパウダー、有機カカオマス、有機タイ
ガーナッツパウダー、有機へーゼルナッツペースト、食塩、全粉乳／バニラ香料

エネルギー 570kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 36.4g

炭水化物 60.3g
食塩相当量 0.11g

栄養成分 100gあたり

ドイツで生まれた乳製品の代わりにライスミルク
を使用したヴィーガンチョコレート。濃厚でコクの
あるライスミルクチョコレートのプレーンです。隠
し味の塩がリッチな味わいを引き立たせます。

オーガニックチョコ･プレーン(クラシック）
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年6ヵ月

¥550（¥594）33330
乳

有機砂糖、有機カカオバター、有機へーゼルナッツ、有機ライスシロップパウダー、有機
カカオマス、有機タイガーナッツパウダー、有機へーゼルナッツペースト、食塩、全粉乳／
バニラ香料

エネルギー 593kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 41.5g

炭水化物 52.5g
食塩相当量 0.09g

栄養成分 100gあたり

ドイツで生まれた乳製品の代わりにライスミルク
を使用したヴィーガンチョコレート。なめらかな口
どけのライスミルクチョコにタイガーナッツパウ
ダーとローストしたへーゼルナッツを丸ごと加え
た食感楽しいチョコレート。

オーガニックチョコ･スーパーナッツ
冬季ichoc

●容量：８０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：80×10×160㎜
●商品重量：88g　●賞：1年

¥550（¥594）33331
乳

うるち米（埼玉県・長野県・島根県産）、砂糖（てんさい糖：
北海道産）、食塩、ハトムギ

エネルギー 385kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 1.6g
炭水化物 86.6g
ナトリウム 834mg

栄養成分 100gあたり

七分つき米を主原料に、て
ん菜糖・食塩・ハトムギ粉末
を混ぜて焼き上げた、口溶
けの良い幼児向けのせん
べいです。

赤ちゃんせんべい
サンコー

●容量：25ｇ（14枚）　●入数：20
●商品サイズ：260×165×45㎜
●商品重量：49g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）32856

うるち米（国内産）、砂糖（三温糖）、紫いも粉末、食塩

エネルギー 393kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 2.3g
炭水化物 87.6g
食塩相当量 1.7g

栄養成分 100gあたり

国内産の紫いもが入った
お米のせんべいです。

さくふわせんべい･紫いも味
サンコー

●容量：２１ｇ(１２枚)　●入数：15
●商品サイズ：180×290×50㎜
●商品重量：37.9g　●賞：120日

¥260（¥281）32766

甘藷でん粉（さつま芋（国産））、さつま芋パウダー（さつ
ま芋（国産））、さつま芋ペースト（さつま芋（国産））、食塩

エネルギー 67kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.2g
炭水化物 16.4g
   糖質 15.8g
   食物繊維 0.6g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（18g)あたり

砂糖を使用しておらず、さ
つまいもの甘味が感じら
れるサクサク食感のノンフ
ライのポンせんです。

さくさくポンせん　さつまいも
サンコー

●容量：１８ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×160×20㎜
●商品重量：32g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32796

含蜜糖（タイ・オーストラリア・沖縄県産等）、小麦たん白
（北海道産）、黒糖（沖縄県産）、小麦粉（北海道産）、膨
脹剤（重曹）

エネルギー 384kcal
たんぱく質 11.6g
脂質 1.2g
炭水化物 81.8g
ナトリウム 40.2mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と国内産小
麦たん白を使ったお麩を
軽く焼き上げ、沖縄産黒糖
を加えた蜜をかけた「麩の
お菓子」です。

ふ菓子
サンコー

●容量：７本　●入数：12
●商品サイズ：260×185×50㎜
●商品重量：45g　●賞：3ヵ月

¥220（¥238）33420
小麦

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳、ショートニン
グ、コーンスターチ（とうもろこし：遺伝子組換えでない）、
食塩、イースト／膨張剤（重曹・重炭酸アンモニウム） 

エネルギー 319kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 9.8g
炭水化物 52.7g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 1袋（70g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
牛乳で練った生地を、かわ
いい英字の形に焼き上げ
ました。じっくり発酵させた
サクサク食感のビスケット
です。

英字ビスケット
サンコー

●容量：７０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×140×20㎜
●商品重量：74g　●賞：6ヵ月

¥210（¥227）32903
乳 小麦

小麦粉（岐阜県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等、米油：日本産等）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油）、ブドウ糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 883kcal
たんぱく質 12g
脂質 46.4g
炭水化物 104.3g
ナトリウム 351mg

栄養成分 1袋あたり

国内産小麦粉を主原料に
焼き上げた生地を植物油
でカラッと揚げました。甘
辛味で香ばしいビスケット
です。

ミレービスケット
サンコー

●容量：１６５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：230×145×30㎜
●商品重量：170g　●賞：5ヵ月

¥290（¥313）32850
小麦

小麦粉(国内産１００％)、砂糖（三温糖）、ショートニング、
ぶどう糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 435kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 8.3g
炭水化物 82.6g
ナトリウム 207mg

栄養成分 100gあたり

原材料に卵・乳不使用。国
内産小麦粉が主原料の生
地を焼き上げた、ほんのり
甘いビスケットです。 

ミレービスケットノンフライ
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：140×230×30㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）32836
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、加糖れ
ん乳、小麦胚芽（北米産）、食塩、膨張剤、卵殻未焼成カ
ルシウム 

エネルギー 430kcal
たんぱく質 8g
脂質 10g
炭水化物 77.1g
ナトリウム 297mg

栄養成分 100gあたり

小麦胚芽を加え、食べやす
い円型に焼き上げたビス
ケットです。甘さを控えた
シンプルな味です。

胚芽ビスケット
サンコー

●容量：１９０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：250×160×40㎜
●商品重量：200g　●賞：210日

¥280（¥302）32774
乳 卵 小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産等）、馬鈴薯澱
粉、小麦胚芽（北米産）、ホエイパウダー（乳製品）、食塩、
膨張剤

エネルギー 477kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 18.5g
炭水化物 69.4g
ナトリウム 418mg

栄養成分 100gあたり

小麦胚芽を加え、ミニス
ティックに焼き上げた甘辛
味のビスケットです。

胚芽スティック
サンコー

●容量：１８０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：230×170×30㎜
●商品重量：185g　●賞：210日

¥280（¥302）32805
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、牛乳（北海道）、植物油脂（パーム油）、ショートニング
（パーム油）、バター、加糖脱脂れん乳、小麦胚芽、全粉
乳、食塩、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

エネルギー 529kcal
たんぱく質 7.5g
脂質 27.7g
炭水化物 62.3g
ナトリウム 269mg

栄養成分 １袋あたり

水を使わず牛乳だけで練
り上げたまろやかな甘さ
の食べやすいスティックタ
イプのビスケットです。

ミルクスティック
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：111g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33044
乳 小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア等）、砂糖（てん
さい糖）、乾燥野菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤
ピーマン：チリ産、ホウレンソウ：イタリア産、ニンジン：中
国産、キャベツ：中国産）、トマト粉末、食塩、麦芽エキス、
イースト、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重曹）

エネルギー 631kcal
たんぱく質 9.5g
脂質 33.8g
炭水化物 72.2g
ナトリウム 526mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を主原料に、
７種類の野菜を生地に入
れたスティックタイプのビ
スケットです。

野菜スティック
サンコー

●容量：１２０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：131g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33039
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等）、ショートニン
グ（パーム油）、加糖脱脂れん乳、昆布パウダー、食塩、ひ
じき（日本近海）、全粉乳、膨張剤（重炭酸アンモニウム、
重曹）

エネルギー 598kcal
たんぱく質 7.9g
脂質 30.8g
炭水化物 72.2g
ナトリウム 545mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉の生地にひ
じきを練り込み焼き上げ
たスティックタイプのビス
ケットです。

ひじきスティック
サンコー

●容量：１１５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：126g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33036
乳 小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（北海道産）、砂糖（てんさい糖：北海道産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等）、ショートニング（パーム
油）、ココア（東南アジア・西アフリカ産）、加糖脱脂れん
乳、バター、全粉乳、澱粉（タピオカ）、麦芽エキス、食塩、
卵殻未焼成カルシウム、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重
曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム

エネルギー 613kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 33.7g
炭水化物 69.1g
ナトリウム 350mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を主原料
に、カルシウム・鉄分をたっ
ぷり含んだココア味のス
ティックタイプビスケットで
す。

カル鉄スティック・ココア味
サンコー

●容量：１１５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：126g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33037
乳 卵 小麦

小麦全粒紛（国内産１００％）、カレンズ、植物油脂（ごま
油）、有機オートミール、アーモンドパウダー、有機メープ
ルシロップ、米飴、食塩

エネルギー 97kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 4.8g
炭水化物 11.8g
食塩相当量 0.02g
カルシウム 15.3mg
鉄 0.5mg
果糖 0.7g
ブドウ糖 0.7g
ショ糖 2.1g
麦芽糖 0.2g
乳糖 0g

栄養成分 １本（20g）あたり

卵・乳製品不使用。国内産小麦全粒紛を主原料に有機原料
(オートミール、メープルシロップ）やカレンズ(レーズン）を加
えて焼き上げた、噛み応えあるマクロビ流ビスケットです。

素材を味わう全粒粉バー
サンコー

●容量：２本　●入数：12
●商品サイズ：130×50×20㎜
●商品重量：47g　●賞：150日

¥250（¥270）32714
小麦

小麦粉(国内産１００％)、乳糖、ショートニング、砂糖(てん
菜糖)、小麦ふすま（国内産）、全粉乳、植物油脂(パーム
油)、オーツ麦、粗挽き焙煎発芽玄米（国内産）、麦芽エキ
ス、食塩、貝殻未焼成カルシウム、膨張剤（重炭酸アンモ
ニウム・重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム、乳化剤（大豆
由来）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 2.1g
糖質 6.2g
食物繊維 0.4g
ナトリウム 33mg
鉄 0.85mg
カルシウム 66mg

栄養成分 １枚あたり

食物繊維豊富な小麦ふすま(ブラ
ン)と粗挽き焙煎発芽玄米を練り込
んだ香ばしいビスケットで、ミルク
風味のクリームをサンドしました。

発芽玄米ブランのサンド
サンコー

●容量：９枚（1枚×9袋）　●入数：15
●商品サイズ：140×55×150㎜
●商品重量：92g　●賞：8ヵ月

¥260（¥281）33015
乳 小麦 大豆

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、乾燥野
菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤ピーマン：チリ産、
ニンジン：中国産、キャベツ：中国産）、食塩、イースト、膨
張剤（重曹）

エネルギー 685kcal
たんぱく質 13.0g
脂質 31.9g
炭水化物 86.5g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 135gあたり

国内産小麦粉を主原料に
５種類の野菜を加えたさっ
ぱり塩味のクラッカーで
す。

畑のクラッカー
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×150×25㎜
●商品重量：140g　●賞：8ヵ月

¥250（¥270）33011
小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、小麦全
粒粉（北海道産）、食塩、小麦胚芽、麦芽エキス、砂糖（て
ん菜糖）、イースト、膨張剤（重曹）

エネルギー 499kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 22.6g
炭水化物 64g
ナトリウム 539mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
小麦全粒粉を加え、プレー
ンタイプのクラッカーに焼
き上げました。さっぱり塩
味です。

全粒粉クラッカー
サンコー

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：245×175×35㎜
●商品重量：107g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）32854
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（てん菜糖：北海道産）、植物油脂
（パーム油：マレーシア産等）、ショートニング、粉末小豆
あん（北海道産）、加糖れん乳、食塩、麦芽エキス、膨張剤
（重炭酸アンモニウム・重曹）

エネルギー 660kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 29.9g
炭水化物 86.1g
ナトリウム 421mg

栄養成分 １袋（130g）あたり

国内産小麦粉主原料のク
ラッカーで北海道産小豆
使用のあんをサンドしま
した。サクサクおいしいク
ラッカーの食感とほのかに
香る小豆の風味をお楽し
み下さい。

あずきなクラッカー
サンコー

●容量：１３０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：215×160×25㎜
●商品重量：135g　●賞：8ヵ月

¥280（¥302）32749
乳 小麦

小麦粉（北海道産）､ショートニング（マレーシア産等）､乳
糖（アメリカ産）、砂糖（てん菜糖）、植物油脂（パーム油：
マレーシア産等）､小麦全粒粉、メープルシュガー（カナ
ダ産）、麦芽エキス、食塩、貝殻未焼成カルシウム、膨張剤
（重炭酸アンモニウム、重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウ
ム、乳化剤（大豆由来）

エネルギー 492kcal
たんぱく質 5.7g
脂質 22.4g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 419mg
鉄 12.8mg
カルシウム 654mg

栄養成分 100gあたり

歯応えの良いクラッカー
に、メープル風味のクリー
ムをサンドしました。

クリームサンドクラッカー メープル風味
サンコー

●容量：９５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：260×190×35㎜
●商品重量：102g　●賞：8ヵ月

¥340（¥367）32914
乳 小麦 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（北海道産））、マーガ
リン（卵・乳成分を含む）、鶏卵、加糖れん乳、かぼちゃ粉
末（かぼちゃ（北海道産））、食塩／貝殻未焼成カルシウ
ム、膨張剤（重曹）

エネルギー 458kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 17.6g
炭水化物 66.1g
食塩相当量 0.8g
カルシウム 609mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉に国内産か
ぼちゃ粉末やカルシウムを
加え、ワッフル風に焼き上
げました。

かぼちゃサブレ
サンコー

●容量：６枚（1枚×6袋）　●入数：15
●商品サイズ：210×160×30㎜
●商品重量：83g　●賞：5ヵ月

¥200（¥216）33028
乳 卵 小麦

大豆(国内産:遺伝子組換えでない）、米粉(国内産)、砂
糖(粗糖)、黒糖、おからパウダー(国内産大豆:遺伝子組
換えでない)、食塩

エネルギー 119kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 2.1g
炭水化物 20.6g
   糖質 18.2g
   食物繊維 2.4g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（30g）あたり

食物繊維豊富。大豆の生地
に黒糖風味をプラスし焼き
上げました。パリパリ食感と
大豆・黒糖の風味が広がり
ます。黒糖は沖縄県産、大
豆・米粉は国内産を使用。 

ぱりまる・黒糖風味
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：145×90×20㎜
●商品重量：38g　●賞：100日

¥250（¥270）33072
大豆

米粉(国内産)、有機オートミール、米飴、植物油脂(菜種：
遺伝子組換えでない)、砂糖(てん菜糖)、馬鈴薯澱粉、食
塩　添加物/膨脹剤(重曹)

エネルギー 445kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 12.6g
炭水化物 77.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

原材料に小麦粉不使用、
国内産米粉主原料の生
地に有機オートミールを加
え、スティック状に焼き上
げました。カリッと香ばしい
食感で歯ごたえのよさが
特徴のクッキーです。

米粉クッキー
サンコー

●容量：６本　●入数：15
●商品サイズ：125×85×30㎜
●商品重量：52g　●賞：3ヵ月

¥320（¥346）33063

米粉（米（秋田県産））、有機メープルシュガー、有機ショー
トニング、アーモンドパウダー、食塩（海水（国産））

エネルギー 564kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 35.6g
炭水化物 53.5g
食塩相当量 0.5g
飽和脂肪酸 11.7g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 １袋（100g)あたり

米粉を主原料に有機原料
(メープルシロップ、ショー
トニング）やアーモンドパ
ウダーを加えて焼き上げ
た、噛み応えあるマクロビ
流ビスケットです。

７大アレルゲン原料を使わない米粉のおやつ
サンコー

●容量：６個　●入数：15
●商品サイズ：140×90×45㎜
●商品重量：60g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32797

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、てん菜糖（北海道産）、鶏卵（岐阜県・愛知県・三重県
産）、牛乳、ショートニング（パーム油、ヤシ油）、バター、ね
り胡麻（ミャンマー・パラグアイ産等）、すりごま（ベトナム
産等）、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）、乳化剤（大
豆由来）

エネルギー 489kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 19.4g
炭水化物 72.7g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
仕上げた薄焼き生地に胡
麻風味いっぱいのクリーム
をサンドしました。

胡麻ゴーフレット
サンコー

●容量：８枚　●入数：12
●商品サイズ：250×140×45㎜
●商品重量：117g　●賞：5ヵ月

¥320（¥346）33385
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県産）、ショートニング（パーム油：マ
レーシア産等、ヤシ油：フィリピン産等）、砂糖（さとうき
び含蜜糖：鹿児島県産）、きな粉（愛知県・岐阜県・三重県
産）、澱粉、玄米粉、植物油脂（パーム油）、モルトエキス 

エネルギー 524kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 27.1g
炭水化物 61.6g
ナトリウム 16.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉が主原料の
生地に玄米を加えたシート
で、国内産大豆きな粉のク
リームをサンドしました。き
な粉の香りとほどよい歯
ざわりが楽しいウエハース
です。

きな粉ウエハース
サンコー

●容量：３０個　●入数：12
●商品サイズ：250×160×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32901
小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県産）、ショートニング（マレーシア
産等）、砂糖（さとうきび含蜜糖：鹿児島県産）、澱粉、小
麦胚芽、ホエイパウダー（乳製品）、脱脂粉乳、植物油脂
（パーム油）、全粉乳、卵殻未焼成カルシウム

エネルギー 495kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 30.2g
炭水化物 49.9g
ナトリウム 105mg
カルシウム 4.450mg

栄養成分 100gあたり

甘さひかえめ。１枚に３００ｍ
ｇのカルシウムが含まれ、
育ち盛りのお子様に最適。
国内産小麦粉使用。

カルシウムウエハース３００
サンコー

●容量：１２枚　●入数：15
●商品サイズ：230×150×45㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33050
乳 卵 小麦

大豆（国産、遺伝子組換えでない）、玄米粉（玄米(国
産)）、砂糖（粗糖）、植物油脂（菜種（国産、遺伝子組換え
でない））

エネルギー 152kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 6.6g
炭水化物 19.9g
   糖質 16.7g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １本（40g)あたり

大豆ペーストを主原料に
玄米粉や圧搾しぼり菜種
油・乾燥おからを加えた、
やわらかい食感の焼き菓
子です

やわらか仕立ての大豆＆玄米バー
サンコー

●容量：１本　●入数：12
●商品サイズ：160×60×20㎜
●商品重量：42g　●賞：150日

¥220（¥238）32765
大豆

黒砂糖（タイ産）、小麦粉（熊本県・佐賀県産）、水飴（甘
藷：鹿児島県産）、鶏卵（長崎県産）、膨張剤（重曹・重炭酸
アンモニウム） 

エネルギー 369kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 2.1g
炭水化物 83.9g
ナトリウム 101mg

栄養成分 100gあたり

今も昔も変わらぬ美味し
さを伝える九州名産の黒
棒。風味豊かな黒砂糖と
国内産小麦粉が生み出す
なつかしい日本の味をお
楽しみ下さい。

黒棒
冬季サンコー

●容量：８本　●入数：15
●商品サイズ：275×175×35㎜
●商品重量：147g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）33376
卵 小麦

馬鈴薯澱粉（北海道・ヨーロッパ産）、にんじんペースト
（北海道・愛知県産）、生にんじん（愛知県産）、砂糖(三
温糖)、食塩、植物油脂(パーム油)、乳化剤（大豆由来）

エネルギー 74kcal
たんぱく質 0.08g
脂質 0.2g
糖質 17.7g
食物繊維 0.36g
ナトリウム 147mg

栄養成分 １袋あたり

国内産馬鈴薯澱粉、にんじ
んが主原料の生地をふん
わり溶けるやさしい食感
に仕上げました。さっぱり
塩味のノンフライチップで
す。

ふわふわチップ にんじん味
サンコー

●容量：２０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：235×170×40㎜
●商品重量：30.5g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32747
大豆
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ゼンケン商品
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米
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（北海道産）、砂糖（てんさい糖：北海道産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等）、ショートニング（パーム
油）、ココア（東南アジア・西アフリカ産）、加糖脱脂れん
乳、バター、全粉乳、澱粉（タピオカ）、麦芽エキス、食塩、
卵殻未焼成カルシウム、膨張剤（重炭酸アンモニウム、重
曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム

エネルギー 613kcal
たんぱく質 8.2g
脂質 33.7g
炭水化物 69.1g
ナトリウム 350mg

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を主原料
に、カルシウム・鉄分をたっ
ぷり含んだココア味のス
ティックタイプビスケットで
す。

カル鉄スティック・ココア味
サンコー

●容量：１１５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×105×40㎜
●商品重量：126g　●賞：8ヵ月

¥270（¥292）33037
乳 卵 小麦

小麦全粒紛（国内産１００％）、カレンズ、植物油脂（ごま
油）、有機オートミール、アーモンドパウダー、有機メープ
ルシロップ、米飴、食塩

エネルギー 97kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 4.8g
炭水化物 11.8g
食塩相当量 0.02g
カルシウム 15.3mg
鉄 0.5mg
果糖 0.7g
ブドウ糖 0.7g
ショ糖 2.1g
麦芽糖 0.2g
乳糖 0g

栄養成分 １本（20g）あたり

卵・乳製品不使用。国内産小麦全粒紛を主原料に有機原料
(オートミール、メープルシロップ）やカレンズ(レーズン）を加
えて焼き上げた、噛み応えあるマクロビ流ビスケットです。

素材を味わう全粒粉バー
サンコー

●容量：２本　●入数：12
●商品サイズ：130×50×20㎜
●商品重量：47g　●賞：150日

¥250（¥270）32714
小麦

小麦粉(国内産１００％)、乳糖、ショートニング、砂糖(てん
菜糖)、小麦ふすま（国内産）、全粉乳、植物油脂(パーム
油)、オーツ麦、粗挽き焙煎発芽玄米（国内産）、麦芽エキ
ス、食塩、貝殻未焼成カルシウム、膨張剤（重炭酸アンモ
ニウム・重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウム、乳化剤（大豆
由来）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 2.1g
糖質 6.2g
食物繊維 0.4g
ナトリウム 33mg
鉄 0.85mg
カルシウム 66mg

栄養成分 １枚あたり

食物繊維豊富な小麦ふすま(ブラ
ン)と粗挽き焙煎発芽玄米を練り込
んだ香ばしいビスケットで、ミルク
風味のクリームをサンドしました。

発芽玄米ブランのサンド
サンコー

●容量：９枚（1枚×9袋）　●入数：15
●商品サイズ：140×55×150㎜
●商品重量：92g　●賞：8ヵ月

¥260（¥281）33015
乳 小麦 大豆

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、乾燥野
菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤ピーマン：チリ産、
ニンジン：中国産、キャベツ：中国産）、食塩、イースト、膨
張剤（重曹）

エネルギー 685kcal
たんぱく質 13.0g
脂質 31.9g
炭水化物 86.5g
食塩相当量 2.1g

栄養成分 135gあたり

国内産小麦粉を主原料に
５種類の野菜を加えたさっ
ぱり塩味のクラッカーで
す。

畑のクラッカー
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×150×25㎜
●商品重量：140g　●賞：8ヵ月

¥250（¥270）33011
小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、小麦全
粒粉（北海道産）、食塩、小麦胚芽、麦芽エキス、砂糖（て
ん菜糖）、イースト、膨張剤（重曹）

エネルギー 499kcal
たんぱく質 9.8g
脂質 22.6g
炭水化物 64g
ナトリウム 539mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
小麦全粒粉を加え、プレー
ンタイプのクラッカーに焼
き上げました。さっぱり塩
味です。

全粒粉クラッカー
サンコー

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：245×175×35㎜
●商品重量：107g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）32854
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（てん菜糖：北海道産）、植物油脂
（パーム油：マレーシア産等）、ショートニング、粉末小豆
あん（北海道産）、加糖れん乳、食塩、麦芽エキス、膨張剤
（重炭酸アンモニウム・重曹）

エネルギー 660kcal
たんぱく質 11.8g
脂質 29.9g
炭水化物 86.1g
ナトリウム 421mg

栄養成分 １袋（130g）あたり

国内産小麦粉主原料のク
ラッカーで北海道産小豆
使用のあんをサンドしま
した。サクサクおいしいク
ラッカーの食感とほのかに
香る小豆の風味をお楽し
み下さい。

あずきなクラッカー
サンコー

●容量：１３０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：215×160×25㎜
●商品重量：135g　●賞：8ヵ月

¥280（¥302）32749
乳 小麦

小麦粉（北海道産）､ショートニング（マレーシア産等）､乳
糖（アメリカ産）、砂糖（てん菜糖）、植物油脂（パーム油：
マレーシア産等）､小麦全粒粉、メープルシュガー（カナ
ダ産）、麦芽エキス、食塩、貝殻未焼成カルシウム、膨張剤
（重炭酸アンモニウム、重曹）、クエン酸第一鉄ナトリウ
ム、乳化剤（大豆由来）

エネルギー 492kcal
たんぱく質 5.7g
脂質 22.4g
炭水化物 6.7g
ナトリウム 419mg
鉄 12.8mg
カルシウム 654mg

栄養成分 100gあたり

歯応えの良いクラッカー
に、メープル風味のクリー
ムをサンドしました。

クリームサンドクラッカー メープル風味
サンコー

●容量：９５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：260×190×35㎜
●商品重量：102g　●賞：8ヵ月

¥340（¥367）32914
乳 小麦 大豆

小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（北海道産））、マーガ
リン（卵・乳成分を含む）、鶏卵、加糖れん乳、かぼちゃ粉
末（かぼちゃ（北海道産））、食塩／貝殻未焼成カルシウ
ム、膨張剤（重曹）

エネルギー 458kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 17.6g
炭水化物 66.1g
食塩相当量 0.8g
カルシウム 609mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉に国内産か
ぼちゃ粉末やカルシウムを
加え、ワッフル風に焼き上
げました。

かぼちゃサブレ
サンコー

●容量：６枚（1枚×6袋）　●入数：15
●商品サイズ：210×160×30㎜
●商品重量：83g　●賞：5ヵ月

¥200（¥216）33028
乳 卵 小麦

大豆(国内産:遺伝子組換えでない）、米粉(国内産)、砂
糖(粗糖)、黒糖、おからパウダー(国内産大豆:遺伝子組
換えでない)、食塩

エネルギー 119kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 2.1g
炭水化物 20.6g
   糖質 18.2g
   食物繊維 2.4g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（30g）あたり

食物繊維豊富。大豆の生地
に黒糖風味をプラスし焼き
上げました。パリパリ食感と
大豆・黒糖の風味が広がり
ます。黒糖は沖縄県産、大
豆・米粉は国内産を使用。 

ぱりまる・黒糖風味
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：145×90×20㎜
●商品重量：38g　●賞：100日

¥250（¥270）33072
大豆

米粉(国内産)、有機オートミール、米飴、植物油脂(菜種：
遺伝子組換えでない)、砂糖(てん菜糖)、馬鈴薯澱粉、食
塩　添加物/膨脹剤(重曹)

エネルギー 445kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 12.6g
炭水化物 77.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

原材料に小麦粉不使用、
国内産米粉主原料の生
地に有機オートミールを加
え、スティック状に焼き上
げました。カリッと香ばしい
食感で歯ごたえのよさが
特徴のクッキーです。

米粉クッキー
サンコー

●容量：６本　●入数：15
●商品サイズ：125×85×30㎜
●商品重量：52g　●賞：3ヵ月

¥320（¥346）33063

米粉（米（秋田県産））、有機メープルシュガー、有機ショー
トニング、アーモンドパウダー、食塩（海水（国産））

エネルギー 564kcal
たんぱく質 7.3g
脂質 35.6g
炭水化物 53.5g
食塩相当量 0.5g
飽和脂肪酸 11.7g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 １袋（100g)あたり

米粉を主原料に有機原料
(メープルシロップ、ショー
トニング）やアーモンドパ
ウダーを加えて焼き上げ
た、噛み応えあるマクロビ
流ビスケットです。

７大アレルゲン原料を使わない米粉のおやつ
サンコー

●容量：６個　●入数：15
●商品サイズ：140×90×45㎜
●商品重量：60g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32797

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、てん菜糖（北海道産）、鶏卵（岐阜県・愛知県・三重県
産）、牛乳、ショートニング（パーム油、ヤシ油）、バター、ね
り胡麻（ミャンマー・パラグアイ産等）、すりごま（ベトナム
産等）、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）、乳化剤（大
豆由来）

エネルギー 489kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 19.4g
炭水化物 72.7g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
仕上げた薄焼き生地に胡
麻風味いっぱいのクリーム
をサンドしました。

胡麻ゴーフレット
サンコー

●容量：８枚　●入数：12
●商品サイズ：250×140×45㎜
●商品重量：117g　●賞：5ヵ月

¥320（¥346）33385
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県産）、ショートニング（パーム油：マ
レーシア産等、ヤシ油：フィリピン産等）、砂糖（さとうき
び含蜜糖：鹿児島県産）、きな粉（愛知県・岐阜県・三重県
産）、澱粉、玄米粉、植物油脂（パーム油）、モルトエキス 

エネルギー 524kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 27.1g
炭水化物 61.6g
ナトリウム 16.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉が主原料の
生地に玄米を加えたシート
で、国内産大豆きな粉のク
リームをサンドしました。き
な粉の香りとほどよい歯
ざわりが楽しいウエハース
です。

きな粉ウエハース
サンコー

●容量：３０個　●入数：12
●商品サイズ：250×160×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32901
小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県産）、ショートニング（マレーシア
産等）、砂糖（さとうきび含蜜糖：鹿児島県産）、澱粉、小
麦胚芽、ホエイパウダー（乳製品）、脱脂粉乳、植物油脂
（パーム油）、全粉乳、卵殻未焼成カルシウム

エネルギー 495kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 30.2g
炭水化物 49.9g
ナトリウム 105mg
カルシウム 4.450mg

栄養成分 100gあたり

甘さひかえめ。１枚に３００ｍ
ｇのカルシウムが含まれ、
育ち盛りのお子様に最適。
国内産小麦粉使用。

カルシウムウエハース３００
サンコー

●容量：１２枚　●入数：15
●商品サイズ：230×150×45㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33050
乳 卵 小麦

大豆（国産、遺伝子組換えでない）、玄米粉（玄米(国
産)）、砂糖（粗糖）、植物油脂（菜種（国産、遺伝子組換え
でない））

エネルギー 152kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 6.6g
炭水化物 19.9g
   糖質 16.7g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １本（40g)あたり

大豆ペーストを主原料に
玄米粉や圧搾しぼり菜種
油・乾燥おからを加えた、
やわらかい食感の焼き菓
子です

やわらか仕立ての大豆＆玄米バー
サンコー

●容量：１本　●入数：12
●商品サイズ：160×60×20㎜
●商品重量：42g　●賞：150日

¥220（¥238）32765
大豆

黒砂糖（タイ産）、小麦粉（熊本県・佐賀県産）、水飴（甘
藷：鹿児島県産）、鶏卵（長崎県産）、膨張剤（重曹・重炭酸
アンモニウム） 

エネルギー 369kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 2.1g
炭水化物 83.9g
ナトリウム 101mg

栄養成分 100gあたり

今も昔も変わらぬ美味し
さを伝える九州名産の黒
棒。風味豊かな黒砂糖と
国内産小麦粉が生み出す
なつかしい日本の味をお
楽しみ下さい。

黒棒
冬季サンコー

●容量：８本　●入数：15
●商品サイズ：275×175×35㎜
●商品重量：147g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）33376
卵 小麦

馬鈴薯澱粉（北海道・ヨーロッパ産）、にんじんペースト
（北海道・愛知県産）、生にんじん（愛知県産）、砂糖(三
温糖)、食塩、植物油脂(パーム油)、乳化剤（大豆由来）

エネルギー 74kcal
たんぱく質 0.08g
脂質 0.2g
糖質 17.7g
食物繊維 0.36g
ナトリウム 147mg

栄養成分 １袋あたり

国内産馬鈴薯澱粉、にんじ
んが主原料の生地をふん
わり溶けるやさしい食感
に仕上げました。さっぱり
塩味のノンフライチップで
す。

ふわふわチップ にんじん味
サンコー

●容量：２０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：235×170×40㎜
●商品重量：30.5g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32747
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、乾燥ごぼう（九州産）、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白す
りごま・黒いりごま）、発酵調味料（小麦を含む）、鰹節粉
末、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

エネルギー 250kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 8g
糖質 43.6g
食物繊維 0.8g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に国内産ごぼうを
練り込んでサクッとフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

ごぼうスナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×40㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32752
小麦

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））､植物油脂（米油：日本産
等）､乾燥野菜（にんじん：中国産、キャベツ：中国産、玉ネ
ギ：アメリカ産、ネギ：中国産、ほうれん草：イタリア産、パ
セリ：ニュージーランド・アメリカ産）､胡麻（黒いりごま、白
すりごま）､砂糖（粗糖）､食塩､アオサ､酵母エキス

エネルギー 267kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 11.1g
炭水化物 41.4g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

さっぱり塩味、野菜風味の
サクサクスナックです。

野菜スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×180×35㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32756

馬鈴薯澱粉（北海道産）、さつまいも（鹿児島県産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本産等）、紫いも
（宮崎県産）、砂糖（三温糖）、食塩

エネルギー 248kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 11.4g
炭水化物 36.2g
ナトリウム 182mg

栄養成分 1袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉、さつ
まいも、紫いもが主原料の
生地を植物油でフライした
さっぱり味のスナック菓子
です。

紫いもチップ
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：280×190×55㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32779

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、植物油脂（パーム
油：マレーシア産等、米油：日本産等）、馬鈴薯澱粉（北海
道産）、甘藷澱粉（鹿児島県産）、カレー粉（インド・中国・
モロッコ・カナダ・イラン・トルコ産等）、かぼちゃパウダー
（北海道産）、ほうれん草パウダー（イタリア産）、にん
じんパウダー（北海道産）、酵母エキス、砂糖（てんさい
糖）、食塩、オニオンパウダー

エネルギー 513kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 25.8g
炭水化物 65.2g
ナトリウム 731mg

栄養成分 100gあたり

かぼちゃ、ほうれんそう、に
んじんが入った国内産小麦
が主原料の生地をカリッと
フライし、お子様が大好き
なカレーの味付をしました。

畑のスナック・カレー味
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×290×30㎜
●商品重量：63g　●賞：3ヵ月

¥230（¥248）32781
小麦

馬鈴薯（北海道・宮崎県・神奈川県・千葉県・茨城県産）、
植物油脂（米油：日本産等、パーム油：マレーシア産等）、
食塩

エネルギー 325kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 20.6g
炭水化物 31.6g
ナトリウム 110mg

栄養成分 １袋（58g）あたり

国内産のじゃがいもを植
物油でパリッとフライし、
さっぱりと塩で味付けしま
した。

ポテトチップス
サンコー

●容量：５８ｇ　●入数：16
●商品サイズ：235×180×65㎜
●商品重量：67g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33000

乾燥マッシュポテト（ドイツ製造）、植物油脂(米油）、小麦
粉（小麦（国産））、コーンスターチ、砂糖（三温糖）、食塩、
オニオンパウダー、鰹節エキス、昆布エキス、椎茸エキス
／貝殻未焼成カルシウム

エネルギー 233kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 9.2g
炭水化物 35.2g
食塩相当量 0.9g
カルシウム 241mg

栄養成分 1袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料に、かわいい魚の形に仕
上げたあっさり塩味のス
ナックです。

カリポテスナック
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×180×50㎜
●商品重量：57g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32819
小麦

うるち米(国産)、ウスターソース〔有機野菜・果物(たまね
ぎ、トマト、みかん、にんにく、にんじん)、醸造酢(米酢)、
糖類(砂糖、有機糖みつ)、食塩、香辛料〕、砂糖(てん菜
糖)、植物油脂(パーム油)、水飴

エネルギー 238kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 5.2g
炭水化物 44.9g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国産うるち米をかる～くパ
フに仕上げ、有機野菜・果
物使用のウスターソース
で味付けしたノンフライス
ナックです。

お米でつくったパフスナック･ソース味
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：160×240×30㎜
●商品重量：60g　●賞：180日

¥180（¥194）32764

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、甘藷澱粉（鹿児島
県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本
産等）、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 532kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 29.6g
炭水化物 62g
ナトリウム 686mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し
た生地を植物油でカラッ
と揚げました。ねじれたユ
ニークな形と軽い口当た
りはどなたにも喜ばれま
す。

ねじりん棒
サンコー

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：280×190×40㎜
●商品重量：107g　●賞：４ヵ月

¥200（¥216）33025
小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、甘藷澱粉（鹿児島
県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本
等）、カレー粉（インド・中国・モロッコ・カナダ・イラン・トル
コ産等）、砂糖（てん菜糖）、酵母エキス、食塩、オニオン
パウダー（たまねぎ・デキストリン）、膨張剤

エネルギー 519kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 26.3g
炭水化物 65.4g
ナトリウム 499mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用した
生地をユニークな形にして
植物油でカラッと揚げ、カ
レー味で仕上げました。

ねじりん棒・カレー味
サンコー

●容量：８５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×280×30㎜
●商品重量：92.2g　●賞：3ヵ月

¥230（¥248）32809
小麦

大豆(国内産：遺伝子組換えでない)、植物油脂(米油)、食
塩

エネルギー 189kcal
たんぱく質 23.6g
脂質 5.8g
炭水化物 15.0g
   糖質 6.2g
   食物繊維 8.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（50g）あたり

糖質カットのスナックの登
場です。さっぱり塩で味付
けしました。 

大豆チップスしお味
サンコー

●容量：50ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×175×35㎜
●商品重量：57g　●賞：1年

¥270（¥292）32837
大豆

大豆(国内産：遺伝子組換えでない)、植物油脂(米油)、食
塩、アオサ

エネルギー 207kcal
たんぱく質 23.5g
脂質 6.0g
炭水化物 15.0g
   糖質 6.2g
   食物繊維 8.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（50g）あたり

糖質カットのスナックの登
場です。青のりと塩で味付
けしました。 

大豆チップスのり塩
サンコー

●容量：50ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×175×35㎜
●商品重量：57g　●賞：1年

¥270（¥292）32838
大豆

馬鈴薯澱粉（北海道産）、醤油（北米・ブラジル産等）、片
口いわし粉末（瀬戸内）、みりん、えび、胡麻（黒いりごま、
白すりごま）、食塩、砂糖（粗糖）、アオサ、酵母エキス

エネルギー 230kcal
たんぱく質 2.0g
脂質 0.9g
炭水化物 53.4g
食塩相当量 1.1g
カルシウム 71mg

栄養成分 1袋（60g）あたり

小魚の香ばしい味わいの、
ノンフライせんべいです。

小魚せんべいノンフライ
サンコー

●容量：６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×160×30㎜
●商品重量：66g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32908
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉(馬鈴薯（国産））、えび、いか、オキアミ、砂
糖(粗糖)、醤油（小麦を含む）、水飴、食塩

エネルギー 148kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.2g
炭水化物 35.2g
食塩相当量 0.7g
カルシウム 113mg

栄養成分 1袋（40g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けました。生地はフライせ
ずに焼き上げ、醤油の香ば
しさとさっぱりと塩で味付
けしました。 

えびせんべいノンフライ
サンコー

●容量：４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×150×25㎜
●商品重量：54g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）32835
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：国内
産）、 えび（中国産）、オキアミ（岩手県産）、いか（青森県
産）、食塩、アオサ（中国・日本・韓国）、砂糖（粗糖）

エネルギー 243kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 10.2g
炭水化物 36.5g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けた小粒な生地をフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

えびまるせん
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×145×25㎜
●商品重量：54.5g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32792
えび

馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))、植物油脂(米油)、乾燥え
び、えび、砂糖(粗糖)、食塩、白すりごま/着色料(ベニコ
ウジ、パプリカ)

エネルギー 218kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 5.8g
炭水化物 38.8g
食塩相当量 1g
カルシウム 187mg

栄養成分 １袋（50g）あたり

国産馬鈴薯由来のでん粉
を主原料とした生地に、荒
挽きえび３０％（生換算）を
練り込んでフライし、さっ
ぱりと塩で味付けしまし
た。えびの旨味がお口の
中に広がります。

荒挽きえびせん
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：56g　●賞：5ヵ月

¥220（¥238）33096
えび

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、醤油（小麦を含む）、えび、みりん、小魚（カタクチイ
ワシ：広島県産）、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま・黒
いりごま）、アオサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

エネルギー 241kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 6.7g
炭水化物 44.2g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に小魚粉末(カタク
チイワシ)を練り込んでサ
クッとフライし、醤油ベー
スのタレでさっぱりと味付
けしたスナックです。

小魚スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：61.5g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32750
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、えび（バングラディシュ産等）、ワカメ（中国産）、ア
オサ（愛知県産）、砂糖（粗糖）、食塩、ひじき、ハトムギ粉
末、白すりごま、酵母エキス

エネルギー 255kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 8.6g
炭水化物 43.6g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に海草(ワカメ・アオ
サ・ひじき)を練り込んでサ
クッとフライし、さっぱりと
塩で味付けしました。

海藻スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32751
えび
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、乾燥ごぼう（九州産）、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白す
りごま・黒いりごま）、発酵調味料（小麦を含む）、鰹節粉
末、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

エネルギー 250kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 8g
糖質 43.6g
食物繊維 0.8g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に国内産ごぼうを
練り込んでサクッとフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

ごぼうスナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×40㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32752
小麦

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））､植物油脂（米油：日本産
等）､乾燥野菜（にんじん：中国産、キャベツ：中国産、玉ネ
ギ：アメリカ産、ネギ：中国産、ほうれん草：イタリア産、パ
セリ：ニュージーランド・アメリカ産）､胡麻（黒いりごま、白
すりごま）､砂糖（粗糖）､食塩､アオサ､酵母エキス

エネルギー 267kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 11.1g
炭水化物 41.4g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

さっぱり塩味、野菜風味の
サクサクスナックです。

野菜スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×180×35㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32756

馬鈴薯澱粉（北海道産）、さつまいも（鹿児島県産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本産等）、紫いも
（宮崎県産）、砂糖（三温糖）、食塩

エネルギー 248kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 11.4g
炭水化物 36.2g
ナトリウム 182mg

栄養成分 1袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉、さつ
まいも、紫いもが主原料の
生地を植物油でフライした
さっぱり味のスナック菓子
です。

紫いもチップ
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：280×190×55㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32779

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、植物油脂（パーム
油：マレーシア産等、米油：日本産等）、馬鈴薯澱粉（北海
道産）、甘藷澱粉（鹿児島県産）、カレー粉（インド・中国・
モロッコ・カナダ・イラン・トルコ産等）、かぼちゃパウダー
（北海道産）、ほうれん草パウダー（イタリア産）、にん
じんパウダー（北海道産）、酵母エキス、砂糖（てんさい
糖）、食塩、オニオンパウダー

エネルギー 513kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 25.8g
炭水化物 65.2g
ナトリウム 731mg

栄養成分 100gあたり

かぼちゃ、ほうれんそう、に
んじんが入った国内産小麦
が主原料の生地をカリッと
フライし、お子様が大好き
なカレーの味付をしました。

畑のスナック・カレー味
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×290×30㎜
●商品重量：63g　●賞：3ヵ月

¥230（¥248）32781
小麦

馬鈴薯（北海道・宮崎県・神奈川県・千葉県・茨城県産）、
植物油脂（米油：日本産等、パーム油：マレーシア産等）、
食塩

エネルギー 325kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 20.6g
炭水化物 31.6g
ナトリウム 110mg

栄養成分 １袋（58g）あたり

国内産のじゃがいもを植
物油でパリッとフライし、
さっぱりと塩で味付けしま
した。

ポテトチップス
サンコー

●容量：５８ｇ　●入数：16
●商品サイズ：235×180×65㎜
●商品重量：67g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33000

乾燥マッシュポテト（ドイツ製造）、植物油脂(米油）、小麦
粉（小麦（国産））、コーンスターチ、砂糖（三温糖）、食塩、
オニオンパウダー、鰹節エキス、昆布エキス、椎茸エキス
／貝殻未焼成カルシウム

エネルギー 233kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 9.2g
炭水化物 35.2g
食塩相当量 0.9g
カルシウム 241mg

栄養成分 1袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料に、かわいい魚の形に仕
上げたあっさり塩味のス
ナックです。

カリポテスナック
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×180×50㎜
●商品重量：57g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32819
小麦

うるち米(国産)、ウスターソース〔有機野菜・果物(たまね
ぎ、トマト、みかん、にんにく、にんじん)、醸造酢(米酢)、
糖類(砂糖、有機糖みつ)、食塩、香辛料〕、砂糖(てん菜
糖)、植物油脂(パーム油)、水飴

エネルギー 238kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 5.2g
炭水化物 44.9g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国産うるち米をかる～くパ
フに仕上げ、有機野菜・果
物使用のウスターソース
で味付けしたノンフライス
ナックです。

お米でつくったパフスナック･ソース味
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：160×240×30㎜
●商品重量：60g　●賞：180日

¥180（¥194）32764

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、甘藷澱粉（鹿児島
県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本
産等）、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 532kcal
たんぱく質 4.5g
脂質 29.6g
炭水化物 62g
ナトリウム 686mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し
た生地を植物油でカラッ
と揚げました。ねじれたユ
ニークな形と軽い口当た
りはどなたにも喜ばれま
す。

ねじりん棒
サンコー

●容量：１００ｇ　●入数：15
●商品サイズ：280×190×40㎜
●商品重量：107g　●賞：４ヵ月

¥200（¥216）33025
小麦

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、甘藷澱粉（鹿児島
県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産等、米油：日本
等）、カレー粉（インド・中国・モロッコ・カナダ・イラン・トル
コ産等）、砂糖（てん菜糖）、酵母エキス、食塩、オニオン
パウダー（たまねぎ・デキストリン）、膨張剤

エネルギー 519kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 26.3g
炭水化物 65.4g
ナトリウム 499mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用した
生地をユニークな形にして
植物油でカラッと揚げ、カ
レー味で仕上げました。

ねじりん棒・カレー味
サンコー

●容量：８５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：180×280×30㎜
●商品重量：92.2g　●賞：3ヵ月

¥230（¥248）32809
小麦

大豆(国内産：遺伝子組換えでない)、植物油脂(米油)、食
塩

エネルギー 189kcal
たんぱく質 23.6g
脂質 5.8g
炭水化物 15.0g
   糖質 6.2g
   食物繊維 8.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（50g）あたり

糖質カットのスナックの登
場です。さっぱり塩で味付
けしました。 

大豆チップスしお味
サンコー

●容量：50ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×175×35㎜
●商品重量：57g　●賞：1年

¥270（¥292）32837
大豆

大豆(国内産：遺伝子組換えでない)、植物油脂(米油)、食
塩、アオサ

エネルギー 207kcal
たんぱく質 23.5g
脂質 6.0g
炭水化物 15.0g
   糖質 6.2g
   食物繊維 8.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（50g）あたり

糖質カットのスナックの登
場です。青のりと塩で味付
けしました。 

大豆チップスのり塩
サンコー

●容量：50ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×175×35㎜
●商品重量：57g　●賞：1年

¥270（¥292）32838
大豆

馬鈴薯澱粉（北海道産）、醤油（北米・ブラジル産等）、片
口いわし粉末（瀬戸内）、みりん、えび、胡麻（黒いりごま、
白すりごま）、食塩、砂糖（粗糖）、アオサ、酵母エキス

エネルギー 230kcal
たんぱく質 2.0g
脂質 0.9g
炭水化物 53.4g
食塩相当量 1.1g
カルシウム 71mg

栄養成分 1袋（60g）あたり

小魚の香ばしい味わいの、
ノンフライせんべいです。

小魚せんべいノンフライ
サンコー

●容量：６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：210×160×30㎜
●商品重量：66g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32908
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉(馬鈴薯（国産））、えび、いか、オキアミ、砂
糖(粗糖)、醤油（小麦を含む）、水飴、食塩

エネルギー 148kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 0.2g
炭水化物 35.2g
食塩相当量 0.7g
カルシウム 113mg

栄養成分 1袋（40g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けました。生地はフライせ
ずに焼き上げ、醤油の香ば
しさとさっぱりと塩で味付
けしました。 

えびせんべいノンフライ
サンコー

●容量：４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×150×25㎜
●商品重量：54g　●賞：6ヵ月

¥250（¥270）32835
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：国内
産）、 えび（中国産）、オキアミ（岩手県産）、いか（青森県
産）、食塩、アオサ（中国・日本・韓国）、砂糖（粗糖）

エネルギー 243kcal
たんぱく質 1.5g
脂質 10.2g
炭水化物 36.5g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（50g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けた小粒な生地をフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

えびまるせん
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×145×25㎜
●商品重量：54.5g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32792
えび

馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))、植物油脂(米油)、乾燥え
び、えび、砂糖(粗糖)、食塩、白すりごま/着色料(ベニコ
ウジ、パプリカ)

エネルギー 218kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 5.8g
炭水化物 38.8g
食塩相当量 1g
カルシウム 187mg

栄養成分 １袋（50g）あたり

国産馬鈴薯由来のでん粉
を主原料とした生地に、荒
挽きえび３０％（生換算）を
練り込んでフライし、さっ
ぱりと塩で味付けしまし
た。えびの旨味がお口の
中に広がります。

荒挽きえびせん
サンコー

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：56g　●賞：5ヵ月

¥220（¥238）33096
えび

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、醤油（小麦を含む）、えび、みりん、小魚（カタクチイ
ワシ：広島県産）、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま・黒
いりごま）、アオサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

エネルギー 241kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 6.7g
炭水化物 44.2g
食塩相当量 1.1g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に小魚粉末(カタク
チイワシ)を練り込んでサ
クッとフライし、醤油ベー
スのタレでさっぱりと味付
けしたスナックです。

小魚スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：61.5g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32750
小麦 えび 大豆

馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油：日本産
等）、えび（バングラディシュ産等）、ワカメ（中国産）、ア
オサ（愛知県産）、砂糖（粗糖）、食塩、ひじき、ハトムギ粉
末、白すりごま、酵母エキス

エネルギー 255kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 8.6g
炭水化物 43.6g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（55g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料とし
た生地に海草(ワカメ・アオ
サ・ひじき)を練り込んでサ
クッとフライし、さっぱりと
塩で味付けしました。

海藻スナック
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×160×35㎜
●商品重量：62g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）32751
えび
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉(小麦（国産）)、甘藷澱粉、植物油脂(パーム油・米
油)、食塩／ベーキングパウダー

エネルギー 80kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 4.4g
炭水化物 9.3g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を使用した
生地を植物油でカラッとフ
ライし、食べきりサイズの
個装タイプに仕上げまし
た。ユニークな形と軽い口
当りはどなたにも喜ばれま
す。

ねじりん棒･ミニパック
サンコー

●容量：15ｇ　●入数：20【20】
●商品サイズ：160×140×40㎜
●商品重量：18g　●賞：4ヵ月

¥75（¥81）32834
小麦

さつまいも（鹿児島県産）、砂糖（粗糖：沖縄、鹿児島県
産）、植物油脂（米油：九州・四国・中国地方産）

エネルギー 446kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 22.0g
炭水化物 62.2g
   糖質 59g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋（90g）あたり

鹿児島県特有の黄金千貫
を細長くカットし、植物油
でカリッとフライした後に、
三温糖でさっぱりと味付け
しました。

芋けんぴ
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×150×25㎜
●商品重量：95g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32823

小麦粉(小麦（国産）)、砂糖(てん菜（国産）)、植物油脂
(パーム油)、おからパウダー(大豆（国産）)、食塩／膨張
剤(重曹) 

エネルギー 362kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 10.1g
炭水化物 61.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（60g）あたり

国内産小麦粉主原料の生
地に国内産大豆由来のお
からを練り込んだ、カリッと
固めな食感のかりんとう
です。

おから堅揚・しお
サンコー

●容量：80ｇ　●入数：12
●商品サイズ：170×150×50㎜
●商品重量：88g　●賞：5ヵ月

¥200（¥216）32827
小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、黒糖（タイ産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等）、砂糖（てん菜糖）、黒胡
麻、イースト

エネルギー 494kcal
たんぱく質 4.4g
脂質 22g
炭水化物 69.7g
ナトリウム 11.8mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
黒ごまをふんだんに入れ
た黒糖風味豊かな本格派
のかりん糖です。

黒ごまかりん糖
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×140×40㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥200（¥216）32737
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、そば粉（北海道・福井県・滋賀県・鹿児島県・徳島県
産等）、植物油脂（米油）、イースト

エネルギー 478kcal
たんぱく質 12.9g
脂質 17.9g
炭水化物 66.3g
糖質 63.4g
食物繊維 2.9g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

国内産そば粉で国内産小
麦粉をはさんだユニーク
なかたちのかりん糖です。

そばかりん糖
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×150×25㎜
●商品重量：100g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）32732
小麦 そば

小麦粉（長野県産）、牛乳（長野県産）、砂糖（三温糖：タ
イ・南アフリカ産等）、植物油脂（米油）、加糖れん乳、水
飴、イースト、食塩

エネルギー 498kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 22.7g
炭水化物 66.1g
ナトリウム 197mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を主原料に信
州の新鮮な牛乳だけで練
り上げたまろやかな風味
のかりん糖です。

牛乳かりんとう
サンコー

●容量：１２５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：225×145×35㎜
●商品重量：135g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）32733
乳 小麦

さつまいも（鹿児島県・兵庫県産）、紫いも（鹿児島県・兵
庫県産）、植物油脂（米油：国内産）、砂糖（粗糖（さとう
きび：鹿児島県産））、馬鈴薯（長崎県・兵庫県産）、にん
じん（長崎県・兵庫県産）、南瓜（長崎県・岡山県産）、水飴
（じゃがいもでん粉：北海道産、甘藷澱粉：鹿児島産）、食
塩（徳島県産）

エネルギー 221kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 11g
炭水化物 31g
糖質 27.4g
食物繊維 3.8g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（45g）あたり

国内産の野菜5種類(金時
いも･紫いも･馬鈴薯･南瓜
･人参)をカラッと揚げて、
軽く塩味に致しました。

国産野菜のチップス
サンコー

●容量：４５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：250×135×25㎜
●商品重量：78g　●賞：4ヵ月

¥450（¥486）33057

うるち米（国産）、植物油脂（米油）、食塩（海水（国産））、
アオサ

エネルギー 159kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 6.0g
炭水化物 24.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（35g)あたり

サクサクのひとくちサイズ
の口どけのよいお米のス
ナックです。まろやかな食
感とうす塩味がマッチして
います。

おこめのすなっく　しお味
サンコー

●容量：３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×180×30㎜
●商品重量：52g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）32793
小麦粉（小麦（国産））、小麦全粒粉（小麦（国産））、植物
油脂（菜種（国産））、玉ねぎ（国産）、食塩（海水（国産））、
有機乾燥パセリ（有機パセリ（国産））／ベーキングパウ
ダー

エネルギー 138kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 4.9g
炭水化物 20.2g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋（30g)あたり

国産たまねぎ、有機乾燥パ
セリを加えた、野菜の味を
感じられるパリポリ食感の
スティックタイプビスケット
です。

ベジポリ　玉ねぎ＆パセリ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×90×18㎜
●商品重量：36g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）32794
小麦

小麦粉（小麦（国産））、紫さつま芋ペースト（紫さつま芋
（国産））、さつま芋（国産）、小麦全粒粉（小麦（国産））、
植物油脂（菜種（国産））、有機メープルシロップ、食塩（海
水（国産））／ベーキングパウダー

エネルギー 115kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 3.8g
炭水化物 17.7g
糖質 16.5g
食物繊維 1.2g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋（25g)あたり

国産紫さつま芋とさつま
芋、有機メープルシロップ
を加えた、野菜の味を感じ
られるパリポリ食感のス
ティックタイプビスケットで
す。

ベジポリ　紫いも＆メープル
サンコー

●容量：２５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×90×15㎜
●商品重量：31g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）32795
小麦

水飴（アメリカ・フランス・日本等）、玄米（鳥取県産）、黒
砂糖（中国産）、麦芽糖、砂糖（てんさい含蜜糖）、はとむ
ぎ、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

エネルギー 391kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 2.1g
炭水化物 90.2g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

ポップさせたはとむぎと玄
米を黒糖風味の糖蜜で固
め、サクッとした歯ごたえ
のあるおこしに仕上げまし
た。

はとむぎおこし
サンコー

●容量：１０枚（1枚×10袋）　●入数：12
●商品サイズ：280×180×45㎜
●商品重量：105g　●賞：4ヵ月

¥280（¥302）32719

水飴（アメリカ・フランス・日本等）、玄米（鳥取県産）、黒
砂糖（中国産）、麦芽糖、砂糖（てんさい含蜜糖）、落花
生、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

エネルギー 410kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 6.1g
炭水化物 84.2g
ナトリウム 119mg

栄養成分 100gあたり

ポップさせた玄米を黒糖
風味の糖蜜で固め、サクッ
とした歯ごたえのあるおこ
しに仕上げました。

玄米おこし
サンコー

●容量：１０枚（1枚×10袋）　●入数：12
●商品サイズ：280×180×45㎜
●商品重量：105g　●賞：4ヵ月

¥280（¥302）32720
落花生

とうもろこし（アメリカ産、遺伝子組み換えでない）、砂
糖（てん菜（国産））、植物油脂（パーム油）、食塩/膨張剤
（重曹）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 4.0g
炭水化物 72.2g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 85gあたり

遺伝子組換えでないとう
もろこしをポップさせ、て
ん菜糖でちょっぴり甘く味
付けした素朴なお菓子で
す。

スイートポリコーン
サンコー

●容量：８５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×245×55㎜
●商品重量：93g　●賞：4ヵ月

¥180（¥194）32918

うるち米(愛知県・岐阜県産)、砂糖(てん菜糖：北海道
産)、かぼちゃペースト(国内産)、にんじんペースト(国内
産)、食塩

エネルギー 77kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 17.69g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 1袋（20g）あたり

手軽に食べれるサクサク
食感のおせんべいに仕上
げました。うるち米、かぼ
ちゃ、にんじんは１００％国
内産を使用しています。

おこめせん･にんじん&かぼちゃ味
サンコー

●容量：20g（１２枚）　●入数：15
●商品サイズ：280×170×30㎜
●商品重量：38g　●賞：6ヵ月

¥260（¥281）32409

もち米（三重県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア・イン
ドネシア産）、ひじき（長崎県産）、食塩（メキシコ・国内産）  

エネルギー 229kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 3.4g
炭水化物 45.8g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国内産水稲もち米を主原
料にひじきを加えてあられ
にしました。

ひじきあられ
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×140×25㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）33392

もち米(国内産)、醤油（小麦を含む）、砂糖(てん菜（国
産）)、昆布エキス粉末、根昆布粉末

エネルギー 210kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.4g
炭水化物 47.2g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国内産もち米の生地を焼
き上げ根昆布風味のタレ
で仕上げました。

根昆布あられ
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×20㎜
●商品重量：60g　●賞：150日

¥250（¥270）32721
小麦 大豆

もち米（北海道・佐賀県・岐阜県産等）、たまり醤油（小麦
を含む）、砂糖（てん菜：北海道産）、海苔（国内産）、馬鈴
薯でん粉（馬鈴薯（遺伝子組換えでない）：国内・オラン
ダ・ドイツ・デンマーク産）、水飴（国内産）、濃縮だし(昆
布：北海道産・鰹節：鹿児島県産・食塩：高知県産)

エネルギー 149kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 0.5g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1袋（40g）あたり

国内産のもち米を主原料
に、醤油ベースのタレで味
付けしました。香ばしい香
りと海苔の風味をお楽し
みください。

磯辺巻
サンコー

●容量：４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：250×150×30㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33369
小麦 大豆

柿種（もち米（秋田県産）、醤油（国内産）、砂糖（てん菜
糖：北海道産）、唐辛子（韓国産））、味付ピーナツ（落花生
（中国産）、植物油脂（パーム油：マレーシア・インドネシ
ア産）、食塩（国内産））

エネルギー 523kcal
たんぱく質 19.6g
脂質 24.3g
炭水化物 56.6g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（105g）あたり

国内産のもち米を醤油で
味付けしたあられと、香ば
しいピーナッツを程よく
ミックスしました。

柿ピー
サンコー

●容量：１０５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×140×20㎜
●商品重量：110g　●賞：4ヵ月

¥350（¥378）33058
小麦 落花生 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉(小麦（国産）)、甘藷澱粉、植物油脂(パーム油・米
油)、食塩／ベーキングパウダー

エネルギー 80kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 4.4g
炭水化物 9.3g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋あたり

国内産小麦粉を使用した
生地を植物油でカラッとフ
ライし、食べきりサイズの
個装タイプに仕上げまし
た。ユニークな形と軽い口
当りはどなたにも喜ばれま
す。

ねじりん棒･ミニパック
サンコー

●容量：15ｇ　●入数：20【20】
●商品サイズ：160×140×40㎜
●商品重量：18g　●賞：4ヵ月

¥75（¥81）32834
小麦

さつまいも（鹿児島県産）、砂糖（粗糖：沖縄、鹿児島県
産）、植物油脂（米油：九州・四国・中国地方産）

エネルギー 446kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 22.0g
炭水化物 62.2g
   糖質 59g
   食物繊維 3.2g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋（90g）あたり

鹿児島県特有の黄金千貫
を細長くカットし、植物油
でカリッとフライした後に、
三温糖でさっぱりと味付け
しました。

芋けんぴ
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×150×25㎜
●商品重量：95g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32823

小麦粉(小麦（国産）)、砂糖(てん菜（国産）)、植物油脂
(パーム油)、おからパウダー(大豆（国産）)、食塩／膨張
剤(重曹) 

エネルギー 362kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 10.1g
炭水化物 61.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 1袋（60g）あたり

国内産小麦粉主原料の生
地に国内産大豆由来のお
からを練り込んだ、カリッと
固めな食感のかりんとう
です。

おから堅揚・しお
サンコー

●容量：80ｇ　●入数：12
●商品サイズ：170×150×50㎜
●商品重量：88g　●賞：5ヵ月

¥200（¥216）32827
小麦 大豆

小麦粉（愛知県・岐阜県・北海道産）、黒糖（タイ産）、植物
油脂（パーム油：マレーシア産等）、砂糖（てん菜糖）、黒胡
麻、イースト

エネルギー 494kcal
たんぱく質 4.4g
脂質 22g
炭水化物 69.7g
ナトリウム 11.8mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
黒ごまをふんだんに入れ
た黒糖風味豊かな本格派
のかりん糖です。

黒ごまかりん糖
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：230×140×40㎜
●商品重量：140g　●賞：4ヵ月

¥200（¥216）32737
小麦

小麦粉（北海道産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産
等）、そば粉（北海道・福井県・滋賀県・鹿児島県・徳島県
産等）、植物油脂（米油）、イースト

エネルギー 478kcal
たんぱく質 12.9g
脂質 17.9g
炭水化物 66.3g
糖質 63.4g
食物繊維 2.9g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

国内産そば粉で国内産小
麦粉をはさんだユニーク
なかたちのかりん糖です。

そばかりん糖
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×150×25㎜
●商品重量：100g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）32732
小麦 そば

小麦粉（長野県産）、牛乳（長野県産）、砂糖（三温糖：タ
イ・南アフリカ産等）、植物油脂（米油）、加糖れん乳、水
飴、イースト、食塩

エネルギー 498kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 22.7g
炭水化物 66.1g
ナトリウム 197mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を主原料に信
州の新鮮な牛乳だけで練
り上げたまろやかな風味
のかりん糖です。

牛乳かりんとう
サンコー

●容量：１２５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：225×145×35㎜
●商品重量：135g　●賞：3ヵ月

¥250（¥270）32733
乳 小麦

さつまいも（鹿児島県・兵庫県産）、紫いも（鹿児島県・兵
庫県産）、植物油脂（米油：国内産）、砂糖（粗糖（さとう
きび：鹿児島県産））、馬鈴薯（長崎県・兵庫県産）、にん
じん（長崎県・兵庫県産）、南瓜（長崎県・岡山県産）、水飴
（じゃがいもでん粉：北海道産、甘藷澱粉：鹿児島産）、食
塩（徳島県産）

エネルギー 221kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 11g
炭水化物 31g
糖質 27.4g
食物繊維 3.8g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（45g）あたり

国内産の野菜5種類(金時
いも･紫いも･馬鈴薯･南瓜
･人参)をカラッと揚げて、
軽く塩味に致しました。

国産野菜のチップス
サンコー

●容量：４５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：250×135×25㎜
●商品重量：78g　●賞：4ヵ月

¥450（¥486）33057

うるち米（国産）、植物油脂（米油）、食塩（海水（国産））、
アオサ

エネルギー 159kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 6.0g
炭水化物 24.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（35g)あたり

サクサクのひとくちサイズ
の口どけのよいお米のス
ナックです。まろやかな食
感とうす塩味がマッチして
います。

おこめのすなっく　しお味
サンコー

●容量：３５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×180×30㎜
●商品重量：52g　●賞：6ヵ月

¥220（¥238）32793
小麦粉（小麦（国産））、小麦全粒粉（小麦（国産））、植物
油脂（菜種（国産））、玉ねぎ（国産）、食塩（海水（国産））、
有機乾燥パセリ（有機パセリ（国産））／ベーキングパウ
ダー

エネルギー 138kcal
たんぱく質 3.2g
脂質 4.9g
炭水化物 20.2g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋（30g)あたり

国産たまねぎ、有機乾燥パ
セリを加えた、野菜の味を
感じられるパリポリ食感の
スティックタイプビスケット
です。

ベジポリ　玉ねぎ＆パセリ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×90×18㎜
●商品重量：36g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）32794
小麦

小麦粉（小麦（国産））、紫さつま芋ペースト（紫さつま芋
（国産））、さつま芋（国産）、小麦全粒粉（小麦（国産））、
植物油脂（菜種（国産））、有機メープルシロップ、食塩（海
水（国産））／ベーキングパウダー

エネルギー 115kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 3.8g
炭水化物 17.7g
糖質 16.5g
食物繊維 1.2g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋（25g)あたり

国産紫さつま芋とさつま
芋、有機メープルシロップ
を加えた、野菜の味を感じ
られるパリポリ食感のス
ティックタイプビスケットで
す。

ベジポリ　紫いも＆メープル
サンコー

●容量：２５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×90×15㎜
●商品重量：31g　●賞：4ヵ月

¥330（¥356）32795
小麦

水飴（アメリカ・フランス・日本等）、玄米（鳥取県産）、黒
砂糖（中国産）、麦芽糖、砂糖（てんさい含蜜糖）、はとむ
ぎ、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

エネルギー 391kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 2.1g
炭水化物 90.2g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

ポップさせたはとむぎと玄
米を黒糖風味の糖蜜で固
め、サクッとした歯ごたえ
のあるおこしに仕上げまし
た。

はとむぎおこし
サンコー

●容量：１０枚（1枚×10袋）　●入数：12
●商品サイズ：280×180×45㎜
●商品重量：105g　●賞：4ヵ月

¥280（¥302）32719

水飴（アメリカ・フランス・日本等）、玄米（鳥取県産）、黒
砂糖（中国産）、麦芽糖、砂糖（てんさい含蜜糖）、落花
生、植物油脂（パーム油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

エネルギー 410kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 6.1g
炭水化物 84.2g
ナトリウム 119mg

栄養成分 100gあたり

ポップさせた玄米を黒糖
風味の糖蜜で固め、サクッ
とした歯ごたえのあるおこ
しに仕上げました。

玄米おこし
サンコー

●容量：１０枚（1枚×10袋）　●入数：12
●商品サイズ：280×180×45㎜
●商品重量：105g　●賞：4ヵ月

¥280（¥302）32720
落花生

とうもろこし（アメリカ産、遺伝子組み換えでない）、砂
糖（てん菜（国産））、植物油脂（パーム油）、食塩/膨張剤
（重曹）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 4.0g
炭水化物 72.2g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 85gあたり

遺伝子組換えでないとう
もろこしをポップさせ、て
ん菜糖でちょっぴり甘く味
付けした素朴なお菓子で
す。

スイートポリコーン
サンコー

●容量：８５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×245×55㎜
●商品重量：93g　●賞：4ヵ月

¥180（¥194）32918

うるち米(愛知県・岐阜県産)、砂糖(てん菜糖：北海道
産)、かぼちゃペースト(国内産)、にんじんペースト(国内
産)、食塩

エネルギー 77kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.2g
炭水化物 17.69g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 1袋（20g）あたり

手軽に食べれるサクサク
食感のおせんべいに仕上
げました。うるち米、かぼ
ちゃ、にんじんは１００％国
内産を使用しています。

おこめせん･にんじん&かぼちゃ味
サンコー

●容量：20g（１２枚）　●入数：15
●商品サイズ：280×170×30㎜
●商品重量：38g　●賞：6ヵ月

¥260（¥281）32409

もち米（三重県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア・イン
ドネシア産）、ひじき（長崎県産）、食塩（メキシコ・国内産）  

エネルギー 229kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 3.4g
炭水化物 45.8g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国内産水稲もち米を主原
料にひじきを加えてあられ
にしました。

ひじきあられ
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：240×140×25㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）33392

もち米(国内産)、醤油（小麦を含む）、砂糖(てん菜（国
産）)、昆布エキス粉末、根昆布粉末

エネルギー 210kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 0.4g
炭水化物 47.2g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋（55g)あたり

国内産もち米の生地を焼
き上げ根昆布風味のタレ
で仕上げました。

根昆布あられ
サンコー

●容量：５５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×160×20㎜
●商品重量：60g　●賞：150日

¥250（¥270）32721
小麦 大豆

もち米（北海道・佐賀県・岐阜県産等）、たまり醤油（小麦
を含む）、砂糖（てん菜：北海道産）、海苔（国内産）、馬鈴
薯でん粉（馬鈴薯（遺伝子組換えでない）：国内・オラン
ダ・ドイツ・デンマーク産）、水飴（国内産）、濃縮だし(昆
布：北海道産・鰹節：鹿児島県産・食塩：高知県産)

エネルギー 149kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 0.5g
炭水化物 31.8g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 1袋（40g）あたり

国内産のもち米を主原料
に、醤油ベースのタレで味
付けしました。香ばしい香
りと海苔の風味をお楽し
みください。

磯辺巻
サンコー

●容量：４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：250×150×30㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33369
小麦 大豆

柿種（もち米（秋田県産）、醤油（国内産）、砂糖（てん菜
糖：北海道産）、唐辛子（韓国産））、味付ピーナツ（落花生
（中国産）、植物油脂（パーム油：マレーシア・インドネシ
ア産）、食塩（国内産））

エネルギー 523kcal
たんぱく質 19.6g
脂質 24.3g
炭水化物 56.6g
食塩相当量 0.8g

栄養成分 １袋（105g）あたり

国内産のもち米を醤油で
味付けしたあられと、香ば
しいピーナッツを程よく
ミックスしました。

柿ピー
サンコー

●容量：１０５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×140×20㎜
●商品重量：110g　●賞：4ヵ月

¥350（¥378）33058
小麦 落花生 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

もち米（国内産）、植物油脂（米油）、たまねぎチップ（たま
ねぎ（国産））、食塩

エネルギー 176kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 4.2g
炭水化物 32g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g)あたり

国産もち米主体の生地に
国産たまねぎのチップを加
えて焼き上げました。たま
ねぎの味が楽しめる、さっ
ぱり塩味のあられです。

国産たまねぎのあられ
サンコー

●容量：40g　●入数：15
●商品サイズ：165×150×40㎜
●商品重量：48g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32916

もち米（佐賀県産）、とうもろこし粉末（とうもろこし（北
海道産））、とうもろこしペースト（とうもろこし（北海道
産））、植物油脂（ひまわり油）、食塩

エネルギー 133kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 3.2g
炭水化物 23.7g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（30g)あたり

佐賀県産ひよくもちでつ
くった生地を焼上げ、オレ
イン酸を多く含むひまわり
油をまとわせスーパース
イートコーンを使用し風味
豊かに味付けしました。

とうもろこしあられ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×100×20㎜
●商品重量：36g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33384

片口いわし（瀬戸内産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリ
ア産等）、水飴（アメリカ産）、ごま 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 0.9g
食塩相当量 0.1g
カルシウム 25mg

栄養成分 1袋（2.5g）あたり

瀬戸内産の上質いりこを
胡麻風味で味付けしたミ
ニパックタイプです。

ごま入り味付いりこ
サンコー

●容量：30g（2.5g×12袋）　●入数：12
●商品サイズ：270×170×20㎜
●商品重量：41g　●賞：5ヵ月

¥320（¥346）33048

乾燥納豆（国内製造）、片口いわし、植物油脂（パーム
油）、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

エネルギー 419kcal
たんぱく質 43.4g
脂質 13.1g
炭水化物 31.9g
食塩相当量 24g
カルシウム 723mg

栄養成分 100gあたり

さっぱりと味付けした小魚
とフライした納豆を程よく
混ぜ小袋に詰めました。

じゃこ納豆
サンコー

●容量：30g（3g×10袋）　●入数：15
●商品サイズ：240×160×15㎜
●商品重量：42g　●賞：4ヵ月

¥320（¥346）33387
大豆

こんぶ（北海道産）、醸造酢、かつおぶしエキス、濃縮レモ
ン果汁（イスラエル・アルゼンチン産）、みりん、酵母エキ
ス、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 71kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 1.7g
糖質 4.7g
食物繊維 11.0g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 １袋（30g）あたり

北海道道東産昆布をかつ
お味ベースで味付けし、レ
モン風味を加えて仕上げ
ました。

おしゃぶりこんぶ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×135×25㎜
●商品重量：34g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33340

こんにゃく、砂糖(てん菜糖)、醤油(小麦を含む)、水飴、唐
辛子

エネルギー 52kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 13.8g
   糖質 11.0g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（17g)あたり

食物繊維豊富。こんにゃく
を味付け(しょうゆ味)、乾
燥しソフトな食感に仕上げ
ました。飲み物と一緒にお
召し上がりいただくと小腹
が満たされます。

こんにゃくソフト･しょうゆ味
サンコー

●容量：１７ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×110×10㎜
●商品重量：22g　●賞：１年

¥250（¥270）33052
小麦 大豆

こんにゃく、砂糖(てん菜糖)、梅酢(梅・食塩)、水飴、乾燥
赤しそ／酸味料(クエン酸)

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 13.6g
   糖質 11.6g
   食物繊維 2.0g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（17g)あたり

食物繊維豊富。こんにゃく
を味付け(梅しそ味)、乾燥
しソフトな食感に仕上げま
した。飲み物と一緒にお召
し上がりいただくと小腹
が満たされます。

こんにゃくソフト･梅しそ味
サンコー

●容量：１７ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×110×10㎜
●商品重量：22g　●賞：１年

¥250（¥270）33053
砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ・沖縄県・北海道他）、水
飴、蜂蜜、カリンエキス（韓国産）、ケイヒエキス（中国産）、
カンゾウエキス（中国産）／香料（メントール：インド産）、
ビタミンＣ

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 98.1g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 100gあたり

カリン入りののど飴です。
携帯に便利なチャック付き
の小袋サイズです。

のど飴
サンコー

●容量：３４ｇ　●入数：20
●商品サイズ：130×90×15㎜
●商品重量：37g　●賞：1年

¥120（¥130）33353

砂糖（てん菜糖：北海道産）、水飴（アメリカ産等）、梅酢乾
燥物（梅：和歌山県産、食塩）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 95.5g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 100gあたり

梅酢からつくった梅塩を、
てん菜糖と水飴で炊き上
げた飴に入れました。

梅塩あめ
サンコー 夏季

●容量：８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：215×140×25㎜
●商品重量：88g　●賞：1年

¥200（¥216）32807

昆布（北海道産）、水飴（北海道・九州産）、砂糖（てんさい
糖）、小麦粉（小麦（国産））、米粉（うるち米（国産））、ハト
ムギ粉末、オブラート（馬鈴薯でん粉）／植物レシチン

エネルギー 342kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.2g
炭水化物 84.3g
   糖質 82.2g
   食物繊維 2.1g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

昆布の風味がお口に広が
るソフトタイプの昆布飴で
す。

ソフト昆布飴
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×130×15㎜
●商品重量：114g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32760
小麦 大豆

砂糖（粗糖：鹿児島県産）、黒糖（沖縄県産）、水飴

エネルギー 380kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 94.6g
ナトリウム 36.8mg

栄養成分 100gあたり

カリッと噛める飴の中に沖
縄県産の黒糖をいっぱい
詰めました。

包み黒糖飴
サンコー

●容量：９５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×130×30㎜
●商品重量：100g　●賞：1年

¥250（¥270）32911

水飴（北海道、鹿児島）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、黒糖
（沖縄県産）、黒酢（愛知県、岐阜県）、植物油脂（パーム
油）、酸味料（クエン酸）

エネルギー 394kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 97.9g
ナトリウム 2.9mg

栄養成分 100gあたり

岐阜県八百津の臨醐山黒
酢を使用した爽やかな酸
味とコクのある飴です。

黒酢の飴
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：200×125×30㎜
●商品重量：95g　●賞：1年

¥250（¥270）32886

水飴、砂糖(てん菜糖）、大豆粉末(国内産：遺伝子組換え
でない）、有機抹茶

エネルギー 386kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.9g
炭水化物 92.3g
   糖質 91.2g
   食物繊維 1.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

原材料はすべて国内産。
キャンディの中には、有機
抹茶ぺーストを入れ、大豆
粉を使用した飴で包み、カ
リカリとした食感に仕上げ
ました。

ソイラテキャンディ・抹茶
サンコー

●容量：60ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×200×20㎜
●商品重量：72g　●賞：300日

¥250（¥270）32730
大豆

水飴、砂糖(てん菜糖）、大豆粉末(国内産：遺伝子組換え
でない、有機ほうじ茶

エネルギー 382kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.9g
炭水化物 91.7g
   糖質 90g
   食物繊維 1.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

原材料はすべて国内産。
キャンディの中には、有機
ほうじ茶ペーストを入れ、
大豆粉末を使用した飴で
包み、カリカリとした食感
に仕上げました。

ソイラテキャンディ・ほうじ茶
サンコー

●容量：60ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×200×20㎜
●商品重量：72g　●賞：300日

¥250（¥270）32731
大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニ
ング、食塩／乳化剤

エネルギー 438kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 12.6g
炭水化物 78.8g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

三温糖を使用し、ミルク風
味のひとくちサイズのキャ
ラメルです。

ミルクキャラメル
サンコー

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×125×30㎜
●商品重量：190g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33338
乳 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖(三温糖)、ショートニ
ング、有機インスタントコーヒー（コロンビア産）、食塩／
乳化剤

エネルギー 443kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 13g
炭水化物 78.5g
ナトリウム 241mg

栄養成分 100gあたり

ミルク風味のキャラメル生
地に、薫り高い有機珈琲
を加えたひとくちサイズの
キャラメルです。

珈琲キャラメル
サンコー

●容量：１４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×135×30㎜
●商品重量：144g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33032
乳 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニ
ング、アーモンド（アメリカ産）、アーモンド粉末（アメリカ
産）、食塩／乳化剤

エネルギー 450kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 14.7g
炭水化物 76g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

香ばしいアーモンドチップ
がたっぷり入ったまろやか
なおいしさのひとくちサイ
ズのキャラメルです。

アーモンドキャラメル
サンコー

●容量：１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×135×30㎜
●商品重量：169.5g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33022
乳 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

もち米（国内産）、植物油脂（米油）、たまねぎチップ（たま
ねぎ（国産））、食塩

エネルギー 176kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 4.2g
炭水化物 32g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g)あたり

国産もち米主体の生地に
国産たまねぎのチップを加
えて焼き上げました。たま
ねぎの味が楽しめる、さっ
ぱり塩味のあられです。

国産たまねぎのあられ
サンコー

●容量：40g　●入数：15
●商品サイズ：165×150×40㎜
●商品重量：48g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32916

もち米（佐賀県産）、とうもろこし粉末（とうもろこし（北
海道産））、とうもろこしペースト（とうもろこし（北海道
産））、植物油脂（ひまわり油）、食塩

エネルギー 133kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 3.2g
炭水化物 23.7g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（30g)あたり

佐賀県産ひよくもちでつ
くった生地を焼上げ、オレ
イン酸を多く含むひまわり
油をまとわせスーパース
イートコーンを使用し風味
豊かに味付けしました。

とうもろこしあられ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×100×20㎜
●商品重量：36g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33384

片口いわし（瀬戸内産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリ
ア産等）、水飴（アメリカ産）、ごま 

エネルギー 9kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 0.9g
食塩相当量 0.1g
カルシウム 25mg

栄養成分 1袋（2.5g）あたり

瀬戸内産の上質いりこを
胡麻風味で味付けしたミ
ニパックタイプです。

ごま入り味付いりこ
サンコー

●容量：30g（2.5g×12袋）　●入数：12
●商品サイズ：270×170×20㎜
●商品重量：41g　●賞：5ヵ月

¥320（¥346）33048

乾燥納豆（国内製造）、片口いわし、植物油脂（パーム
油）、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

エネルギー 419kcal
たんぱく質 43.4g
脂質 13.1g
炭水化物 31.9g
食塩相当量 24g
カルシウム 723mg

栄養成分 100gあたり

さっぱりと味付けした小魚
とフライした納豆を程よく
混ぜ小袋に詰めました。

じゃこ納豆
サンコー

●容量：30g（3g×10袋）　●入数：15
●商品サイズ：240×160×15㎜
●商品重量：42g　●賞：4ヵ月

¥320（¥346）33387
大豆

こんぶ（北海道産）、醸造酢、かつおぶしエキス、濃縮レモ
ン果汁（イスラエル・アルゼンチン産）、みりん、酵母エキ
ス、食塩（伊豆大島産）

エネルギー 71kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 1.7g
糖質 4.7g
食物繊維 11.0g
食塩相当量 2.4g

栄養成分 １袋（30g）あたり

北海道道東産昆布をかつ
お味ベースで味付けし、レ
モン風味を加えて仕上げ
ました。

おしゃぶりこんぶ
サンコー

●容量：３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×135×25㎜
●商品重量：34g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33340

こんにゃく、砂糖(てん菜糖)、醤油(小麦を含む)、水飴、唐
辛子

エネルギー 52kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 0.1g
炭水化物 13.8g
   糖質 11.0g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（17g)あたり

食物繊維豊富。こんにゃく
を味付け(しょうゆ味)、乾
燥しソフトな食感に仕上げ
ました。飲み物と一緒にお
召し上がりいただくと小腹
が満たされます。

こんにゃくソフト･しょうゆ味
サンコー

●容量：１７ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×110×10㎜
●商品重量：22g　●賞：１年

¥250（¥270）33052
小麦 大豆

こんにゃく、砂糖(てん菜糖)、梅酢(梅・食塩)、水飴、乾燥
赤しそ／酸味料(クエン酸)

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 13.6g
   糖質 11.6g
   食物繊維 2.0g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 １袋（17g)あたり

食物繊維豊富。こんにゃく
を味付け(梅しそ味)、乾燥
しソフトな食感に仕上げま
した。飲み物と一緒にお召
し上がりいただくと小腹
が満たされます。

こんにゃくソフト･梅しそ味
サンコー

●容量：１７ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×110×10㎜
●商品重量：22g　●賞：１年

¥250（¥270）33053
砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ・沖縄県・北海道他）、水
飴、蜂蜜、カリンエキス（韓国産）、ケイヒエキス（中国産）、
カンゾウエキス（中国産）／香料（メントール：インド産）、
ビタミンＣ

エネルギー 392kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 98.1g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 100gあたり

カリン入りののど飴です。
携帯に便利なチャック付き
の小袋サイズです。

のど飴
サンコー

●容量：３４ｇ　●入数：20
●商品サイズ：130×90×15㎜
●商品重量：37g　●賞：1年

¥120（¥130）33353

砂糖（てん菜糖：北海道産）、水飴（アメリカ産等）、梅酢乾
燥物（梅：和歌山県産、食塩）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 95.5g
食塩相当量 2.6g

栄養成分 100gあたり

梅酢からつくった梅塩を、
てん菜糖と水飴で炊き上
げた飴に入れました。

梅塩あめ
サンコー 夏季

●容量：８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：215×140×25㎜
●商品重量：88g　●賞：1年

¥200（¥216）32807

昆布（北海道産）、水飴（北海道・九州産）、砂糖（てんさい
糖）、小麦粉（小麦（国産））、米粉（うるち米（国産））、ハト
ムギ粉末、オブラート（馬鈴薯でん粉）／植物レシチン

エネルギー 342kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 0.2g
炭水化物 84.3g
   糖質 82.2g
   食物繊維 2.1g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

昆布の風味がお口に広が
るソフトタイプの昆布飴で
す。

ソフト昆布飴
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×130×15㎜
●商品重量：114g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）32760
小麦 大豆

砂糖（粗糖：鹿児島県産）、黒糖（沖縄県産）、水飴

エネルギー 380kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 94.6g
ナトリウム 36.8mg

栄養成分 100gあたり

カリッと噛める飴の中に沖
縄県産の黒糖をいっぱい
詰めました。

包み黒糖飴
サンコー

●容量：９５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：210×130×30㎜
●商品重量：100g　●賞：1年

¥250（¥270）32911

水飴（北海道、鹿児島）、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、黒糖
（沖縄県産）、黒酢（愛知県、岐阜県）、植物油脂（パーム
油）、酸味料（クエン酸）

エネルギー 394kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 97.9g
ナトリウム 2.9mg

栄養成分 100gあたり

岐阜県八百津の臨醐山黒
酢を使用した爽やかな酸
味とコクのある飴です。

黒酢の飴
サンコー

●容量：９０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：200×125×30㎜
●商品重量：95g　●賞：1年

¥250（¥270）32886

水飴、砂糖(てん菜糖）、大豆粉末(国内産：遺伝子組換え
でない）、有機抹茶

エネルギー 386kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.9g
炭水化物 92.3g
   糖質 91.2g
   食物繊維 1.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

原材料はすべて国内産。
キャンディの中には、有機
抹茶ぺーストを入れ、大豆
粉を使用した飴で包み、カ
リカリとした食感に仕上げ
ました。

ソイラテキャンディ・抹茶
サンコー

●容量：60ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×200×20㎜
●商品重量：72g　●賞：300日

¥250（¥270）32730
大豆

水飴、砂糖(てん菜糖）、大豆粉末(国内産：遺伝子組換え
でない、有機ほうじ茶

エネルギー 382kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.9g
炭水化物 91.7g
   糖質 90g
   食物繊維 1.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

原材料はすべて国内産。
キャンディの中には、有機
ほうじ茶ペーストを入れ、
大豆粉末を使用した飴で
包み、カリカリとした食感
に仕上げました。

ソイラテキャンディ・ほうじ茶
サンコー

●容量：60ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×200×20㎜
●商品重量：72g　●賞：300日

¥250（¥270）32731
大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニ
ング、食塩／乳化剤

エネルギー 438kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 12.6g
炭水化物 78.8g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 100gあたり

三温糖を使用し、ミルク風
味のひとくちサイズのキャ
ラメルです。

ミルクキャラメル
サンコー

●容量：１８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：190×125×30㎜
●商品重量：190g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33338
乳 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖(三温糖)、ショートニ
ング、有機インスタントコーヒー（コロンビア産）、食塩／
乳化剤

エネルギー 443kcal
たんぱく質 2.9g
脂質 13g
炭水化物 78.5g
ナトリウム 241mg

栄養成分 100gあたり

ミルク風味のキャラメル生
地に、薫り高い有機珈琲
を加えたひとくちサイズの
キャラメルです。

珈琲キャラメル
サンコー

●容量：１４０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：205×135×30㎜
●商品重量：144g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33032
乳 大豆

水飴（国内製造）、加糖れん乳、砂糖（三温糖）、ショートニ
ング、アーモンド（アメリカ産）、アーモンド粉末（アメリカ
産）、食塩／乳化剤

エネルギー 450kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 14.7g
炭水化物 76g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 100gあたり

香ばしいアーモンドチップ
がたっぷり入ったまろやか
なおいしさのひとくちサイ
ズのキャラメルです。

アーモンドキャラメル
サンコー

●容量：１６５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×135×30㎜
●商品重量：169.5g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33022
乳 大豆
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醤油
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酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺
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ふりかけ・混ぜご飯
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煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

砂糖（国内製造）、水飴、コーンスターチ（アメリカ産他）
／ガムベース、香料

エネルギー 309kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 75.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

お口に広がるさわやかなペパーミントのミントガ
ムです。

ミントガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33016
砂糖（三温糖：オーストラリア・南アフリカ・タイ産等）、水
飴、ハーブエキス（ブルガリア・中国・ポーランド・エジプト
産他）、カリンエキス（中国産）、コーンスターチ（アメリカ
産他）、ガムベース、香料、酸味料

ハーブエキスとカリンエキスを入れ、柚子風味に
仕上げた小粒のガムです。

のどガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33357

砂糖（てん菜糖：北海道産）、水飴、濃縮りんご果汁（りん
ご：長野県産）、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、
ガムベース、酸味料（クエン酸）、香料

りんごの風味が広がる小粒のガムです。
りんごガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33041

砂糖（てん菜（国産）、玄米パフ（うるち玄米（国産））、カカ
オマス、ココアバター、全粉乳（乳成分を含む）／乳化剤

エネルギー 518kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 25.6g
炭水化物 65.3g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国産米を使用した焙煎パ
フとクーベルチュールチョ
コレートを合わせて仕上げ
ました。

玄米パフのクランチチョコ
冬季サンコー

●容量：１０個　●入数：15
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：49g　●賞：180日

¥260（¥281）32917
乳 大豆

鶏卵（愛知県・岐阜県・三重県産等）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、小麦粉（岐阜県産）、マーガリン、コーンスター
チ（遺伝子組換えでない）、植物油脂、水飴、クリーム（乳
製品）、食塩、乳化剤（大豆由来）、膨張剤（重曹）

エネルギー 421kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 21.3g
炭水化物 51.3g
ナトリウム 152mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し、
ふっくらしっとりと焼き上
げました。食べやすいサイ
ズの甘さ控えめなバウム
クーヘンです。

ミニバウムクーヘン
サンコー

●容量：６個　●入数：12
●商品サイズ：300×200×30㎜
●商品重量：126g　●賞：2ヵ月

¥360（¥389）33379
乳 卵 小麦 大豆

鶏卵（愛知県等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産）、
小麦粉（愛知県・岐阜県、三重県）、マーガリン（乳成分を
含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、水
飴、食塩／乳化剤、膨張剤

エネルギー 410kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 20.1g
炭水化物 51g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使って甘
さ控えめにしっとりと焼き
上げたホームサイズのバ
ウムクーヘンです。

バウムクーヘン
サンコー

●容量：１個　●入数：8
●商品サイズ：220×150×55㎜
●商品重量：350g　●賞：2ヵ月

¥520（¥562）33366
乳 卵 小麦 大豆

鶏卵（愛知県等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産）、
小麦粉（愛知県・岐阜県・三重県）、マーガリン（乳成分を
含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、
水飴、インスタントコーヒー（エクアドル産）、食塩／乳化
剤、膨張剤

エネルギー 412kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 19.6g
炭水化物 52.6g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使ってしっ
とりと焼き上げたほのか
なコーヒー風味のバウム
クーヘンです。

コーヒーバウムクーヘン
サンコー

●容量：１個　●入数：8
●商品サイズ：220×150×55㎜
●商品重量：360g　●賞：2ヵ月

¥520（¥562）33363
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（三重県産）、鶏卵（三重県産）、砂糖（三温糖：タ
イ・南アフリカ産）、マーガリン（乳成分を含む）、米飴／膨
張剤（重曹）

エネルギー 441kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 22.6g
炭水化物 53.3g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
しっとりと焼き上げた、ほ
どよい甘さのカップケーキ
です。

カップケーキ
サンコー

●容量：８個　●入数：12
●商品サイズ：280×150×45㎜
●商品重量：170g　●賞：2ヵ月

¥320（¥346）33334
乳 卵 小麦

小麦粉（三重県・群馬県等）、砂糖（てんさい糖：北海道
産）、豆乳（愛知県・佐賀県産）、植物油脂（パーム油）、脱
脂粉乳、水飴、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 346kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 19.6g
炭水化物 38.6g
ナトリウム 163mg

栄養成分 １袋（72g）あたり

国内産小麦粉が主原料の
生地に、国内産大豆から
作った豆乳を加えて植物
油で揚げたドーナッツで
す。

豆乳どーなっつ
サンコー

●容量：７２ｇ　●入数：12
●商品サイズ：205×145×40㎜
●商品重量：85g　●賞：2ヵ月

¥180（¥194）32869
乳 小麦 大豆

小麦粉（三重県産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア
産）、鶏卵（三重県産）、植物油脂（パーム油）、米飴、膨脹
剤（重曹）

エネルギー 454kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 25g
炭水化物 51.7g
ナトリウム 232mg

栄養成分 100gあたり

野菜・果物・魚介類といろ
いろな形の見た目も楽し
いカステラです。

おやつカステラ
サンコー

●容量：１３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：235×155×30㎜
●商品重量：137g　●賞：2ヵ月

¥260（¥281）33367
卵 小麦

砂糖（てん菜（国産））、小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（長野
県産）、小豆（北海道産）、水飴、植物油脂（米油）、米飴／
膨張剤（重曹）

エネルギー 309kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 4.0g
炭水化物 62.4g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉を主原料
に焼き上げた皮で、北海
道産小豆で作った餡をは
さみ込みました。

ミニどら焼
冬季サンコー

●容量：６個　●入数：15
●商品サイズ：240×170×40㎜
●商品重量：135g　●賞：70日

¥300（¥324）33061
卵 小麦

鶏卵（国産）、砂糖（てん菜（国産））、有機ショートニング、
小麦粉（小麦（国産））、水飴、豆乳（大豆（国産））、食塩／
膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 474kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 28.3g
炭水化物 48.8g
食塩相当量 0.4g
飽和脂肪酸 12.2g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 96mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉が主原料の
生地を国内産大豆使用の
無調整豆乳で練って、焼き
上げました。ふんわりとし
た食感をお楽しみいただ
けます。

豆乳マドレーヌ
サンコー

●容量：４個　●入数：12
●商品サイズ：200×240×45㎜
●商品重量：137g　●賞：90日

¥330（¥356）33088
卵 小麦 大豆

小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てん菜糖(国産))、焙煎発芽
玄米粉(うるち玄米(国産))、有機ショートニング、イース
ト、食塩/膨脹剤(ベーキングパウダー)

エネルギー 200kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 3.5g
炭水化物 36.8g
食塩相当量 0.5g
飽和脂肪酸 1.3g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 １個（約70g)あたり

国内産小麦粉・国内産焙
煎発芽玄米粉使用した生
地を丸めて、蒸して仕上げ
ました。もっちり食感です。

玄米粉入り蒸しパン
サンコー

●容量：３個　●入数：15
●商品サイズ：250×170×60㎜
●商品重量：219g　●賞：60日

¥380（¥410）33380
小麦

砂糖（てん菜糖：北海道産）、生餡（北海道産）、小豆（北海
道産）、水飴、寒天

エネルギー 162kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.2g
炭水化物 37.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 1個（58g）あたり

北海道産の小豆とてん菜
糖を使用した羊羹です。

小倉ようかん
サンコー

●容量：５８ｇ　●入数：40【10】
●商品サイズ：78×38×23㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥130（¥140）33030

白餡（国内製造）、砂糖（てん菜（国産））、水飴（甘藷（国
産））

エネルギー 302kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 0.7g
炭水化物 67.5g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

北海道産手亡豆を使用
し、丹精込めて練り上げ熟
成した餡を栗のような形に
してじっくりと焼き上げま
した。 

栗しぐれ
冬季サンコー

●容量：１２０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：160×250×30㎜
●商品重量：126g　●賞：90日

¥320（¥346）33407

砂糖（てん菜糖）、水飴、餅粉（国内産）、くるみ（国内産）、
粉末オブラート（澱粉）、コーンスターチ（遺伝子組換えで
ない）、醤油、食塩＜原材料の一部に小麦を含む＞

エネルギー 312kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 1.8g
炭水化物 71.9g
ナトリウム 151mg

栄養成分 100gあたり

国内産のくるみを餅に練り
込みました。くるみの食感
がほどよい甘さと共に口
の中に広がります。 

くるみ餅
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：195×150×20㎜
●商品重量：110g　●賞：3ヵ月

¥300（¥324）33064
小麦 大豆

米粉（愛知県産)、砂糖（てん菜糖：北海道産）、食塩、小麦
粉（愛知県・岐阜県産）、有機インスタントコーヒー（コー
ヒー豆：コロンビア産）、紫芋粉末（紫芋：鹿児島県産他）、
抹茶粉末（愛知県産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 78.4g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋（110g）あたり

食感がもっちもちで柔らか
く、米粉と砂糖を湯で練っ
た一口サイズの食べやす
い和菓子です。冷やして
も、温めても、そのままでも
美味しくお召し上がりいた
だけます。

ふところ餅
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：123g　●賞：3ヵ月

¥320（¥346）33410
小麦

水飴（アメリカ・北海道・鹿児島県産等）、砂糖（てんさい
含蜜糖：北海道産）、寒天、有機インスタントコーヒー（コ
ロンビア産）、オブラート（澱粉）、レシチン（大豆由来）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 82.8g
ナトリウム 10.8mg

栄養成分 100gあたり

有機コーヒーの旨みと苦
味を寒天でぎゅっととじこ
めたゼリーです。

寒天ゼリー・コーヒー味
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×150×35㎜
●商品重量：150g　●賞：6ヵ月

¥270（¥292）32744
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

砂糖（国内製造）、水飴、コーンスターチ（アメリカ産他）
／ガムベース、香料

エネルギー 309kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 75.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

お口に広がるさわやかなペパーミントのミントガ
ムです。

ミントガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33016
砂糖（三温糖：オーストラリア・南アフリカ・タイ産等）、水
飴、ハーブエキス（ブルガリア・中国・ポーランド・エジプト
産他）、カリンエキス（中国産）、コーンスターチ（アメリカ
産他）、ガムベース、香料、酸味料

ハーブエキスとカリンエキスを入れ、柚子風味に
仕上げた小粒のガムです。

のどガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33357

砂糖（てん菜糖：北海道産）、水飴、濃縮りんご果汁（りん
ご：長野県産）、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、
ガムベース、酸味料（クエン酸）、香料

りんごの風味が広がる小粒のガムです。
りんごガム
サンコー

●容量：１０粒　●入数：15【15】
●商品サイズ：101×36×10㎜
●商品重量：36g

¥150（¥162）33041

砂糖（てん菜（国産）、玄米パフ（うるち玄米（国産））、カカ
オマス、ココアバター、全粉乳（乳成分を含む）／乳化剤

エネルギー 518kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 25.6g
炭水化物 65.3g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国産米を使用した焙煎パ
フとクーベルチュールチョ
コレートを合わせて仕上げ
ました。

玄米パフのクランチチョコ
冬季サンコー

●容量：１０個　●入数：15
●商品サイズ：190×140×40㎜
●商品重量：49g　●賞：180日

¥260（¥281）32917
乳 大豆

鶏卵（愛知県・岐阜県・三重県産等）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、小麦粉（岐阜県産）、マーガリン、コーンスター
チ（遺伝子組換えでない）、植物油脂、水飴、クリーム（乳
製品）、食塩、乳化剤（大豆由来）、膨張剤（重曹）

エネルギー 421kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 21.3g
炭水化物 51.3g
ナトリウム 152mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使用し、
ふっくらしっとりと焼き上
げました。食べやすいサイ
ズの甘さ控えめなバウム
クーヘンです。

ミニバウムクーヘン
サンコー

●容量：６個　●入数：12
●商品サイズ：300×200×30㎜
●商品重量：126g　●賞：2ヵ月

¥360（¥389）33379
乳 卵 小麦 大豆

鶏卵（愛知県等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産）、
小麦粉（愛知県・岐阜県、三重県）、マーガリン（乳成分を
含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、水
飴、食塩／乳化剤、膨張剤

エネルギー 410kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 20.1g
炭水化物 51g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使って甘
さ控えめにしっとりと焼き
上げたホームサイズのバ
ウムクーヘンです。

バウムクーヘン
サンコー

●容量：１個　●入数：8
●商品サイズ：220×150×55㎜
●商品重量：350g　●賞：2ヵ月

¥520（¥562）33366
乳 卵 小麦 大豆

鶏卵（愛知県等）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア産）、
小麦粉（愛知県・岐阜県・三重県）、マーガリン（乳成分を
含む）、植物油脂、コーンスターチ、蜂蜜、加糖れん乳、
水飴、インスタントコーヒー（エクアドル産）、食塩／乳化
剤、膨張剤

エネルギー 412kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 19.6g
炭水化物 52.6g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を使ってしっ
とりと焼き上げたほのか
なコーヒー風味のバウム
クーヘンです。

コーヒーバウムクーヘン
サンコー

●容量：１個　●入数：8
●商品サイズ：220×150×55㎜
●商品重量：360g　●賞：2ヵ月

¥520（¥562）33363
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（三重県産）、鶏卵（三重県産）、砂糖（三温糖：タ
イ・南アフリカ産）、マーガリン（乳成分を含む）、米飴／膨
張剤（重曹）

エネルギー 441kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 22.6g
炭水化物 53.3g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料に
しっとりと焼き上げた、ほ
どよい甘さのカップケーキ
です。

カップケーキ
サンコー

●容量：８個　●入数：12
●商品サイズ：280×150×45㎜
●商品重量：170g　●賞：2ヵ月

¥320（¥346）33334
乳 卵 小麦

小麦粉（三重県・群馬県等）、砂糖（てんさい糖：北海道
産）、豆乳（愛知県・佐賀県産）、植物油脂（パーム油）、脱
脂粉乳、水飴、食塩、膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 346kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 19.6g
炭水化物 38.6g
ナトリウム 163mg

栄養成分 １袋（72g）あたり

国内産小麦粉が主原料の
生地に、国内産大豆から
作った豆乳を加えて植物
油で揚げたドーナッツで
す。

豆乳どーなっつ
サンコー

●容量：７２ｇ　●入数：12
●商品サイズ：205×145×40㎜
●商品重量：85g　●賞：2ヵ月

¥180（¥194）32869
乳 小麦 大豆

小麦粉（三重県産）、砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア
産）、鶏卵（三重県産）、植物油脂（パーム油）、米飴、膨脹
剤（重曹）

エネルギー 454kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 25g
炭水化物 51.7g
ナトリウム 232mg

栄養成分 100gあたり

野菜・果物・魚介類といろ
いろな形の見た目も楽し
いカステラです。

おやつカステラ
サンコー

●容量：１３０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：235×155×30㎜
●商品重量：137g　●賞：2ヵ月

¥260（¥281）33367
卵 小麦

砂糖（てん菜（国産））、小麦粉（小麦（国産））、鶏卵（長野
県産）、小豆（北海道産）、水飴、植物油脂（米油）、米飴／
膨張剤（重曹）

エネルギー 309kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 4.0g
炭水化物 62.4g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

国内産の小麦粉を主原料
に焼き上げた皮で、北海
道産小豆で作った餡をは
さみ込みました。

ミニどら焼
冬季サンコー

●容量：６個　●入数：15
●商品サイズ：240×170×40㎜
●商品重量：135g　●賞：70日

¥300（¥324）33061
卵 小麦

鶏卵（国産）、砂糖（てん菜（国産））、有機ショートニング、
小麦粉（小麦（国産））、水飴、豆乳（大豆（国産））、食塩／
膨張剤（ベーキングパウダー）

エネルギー 474kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 28.3g
炭水化物 48.8g
食塩相当量 0.4g
飽和脂肪酸 12.2g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 96mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉が主原料の
生地を国内産大豆使用の
無調整豆乳で練って、焼き
上げました。ふんわりとし
た食感をお楽しみいただ
けます。

豆乳マドレーヌ
サンコー

●容量：４個　●入数：12
●商品サイズ：200×240×45㎜
●商品重量：137g　●賞：90日

¥330（¥356）33088
卵 小麦 大豆

小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てん菜糖(国産))、焙煎発芽
玄米粉(うるち玄米(国産))、有機ショートニング、イース
ト、食塩/膨脹剤(ベーキングパウダー)

エネルギー 200kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 3.5g
炭水化物 36.8g
食塩相当量 0.5g
飽和脂肪酸 1.3g
トランス脂肪酸 0g
コレステロール 0mg

栄養成分 １個（約70g)あたり

国内産小麦粉・国内産焙
煎発芽玄米粉使用した生
地を丸めて、蒸して仕上げ
ました。もっちり食感です。

玄米粉入り蒸しパン
サンコー

●容量：３個　●入数：15
●商品サイズ：250×170×60㎜
●商品重量：219g　●賞：60日

¥380（¥410）33380
小麦

砂糖（てん菜糖：北海道産）、生餡（北海道産）、小豆（北海
道産）、水飴、寒天

エネルギー 162kcal
たんぱく質 2.4g
脂質 0.2g
炭水化物 37.7g
食塩相当量 0g

栄養成分 1個（58g）あたり

北海道産の小豆とてん菜
糖を使用した羊羹です。

小倉ようかん
サンコー

●容量：５８ｇ　●入数：40【10】
●商品サイズ：78×38×23㎜
●商品重量：64g　●賞：1年

¥130（¥140）33030

白餡（国内製造）、砂糖（てん菜（国産））、水飴（甘藷（国
産））

エネルギー 302kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 0.7g
炭水化物 67.5g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

北海道産手亡豆を使用
し、丹精込めて練り上げ熟
成した餡を栗のような形に
してじっくりと焼き上げま
した。 

栗しぐれ
冬季サンコー

●容量：１２０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：160×250×30㎜
●商品重量：126g　●賞：90日

¥320（¥346）33407

砂糖（てん菜糖）、水飴、餅粉（国内産）、くるみ（国内産）、
粉末オブラート（澱粉）、コーンスターチ（遺伝子組換えで
ない）、醤油、食塩＜原材料の一部に小麦を含む＞

エネルギー 312kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 1.8g
炭水化物 71.9g
ナトリウム 151mg

栄養成分 100gあたり

国内産のくるみを餅に練り
込みました。くるみの食感
がほどよい甘さと共に口
の中に広がります。 

くるみ餅
サンコー

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：195×150×20㎜
●商品重量：110g　●賞：3ヵ月

¥300（¥324）33064
小麦 大豆

米粉（愛知県産)、砂糖（てん菜糖：北海道産）、食塩、小麦
粉（愛知県・岐阜県産）、有機インスタントコーヒー（コー
ヒー豆：コロンビア産）、紫芋粉末（紫芋：鹿児島県産他）、
抹茶粉末（愛知県産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.6g
炭水化物 78.4g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 １袋（110g）あたり

食感がもっちもちで柔らか
く、米粉と砂糖を湯で練っ
た一口サイズの食べやす
い和菓子です。冷やして
も、温めても、そのままでも
美味しくお召し上がりいた
だけます。

ふところ餅
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：123g　●賞：3ヵ月

¥320（¥346）33410
小麦

水飴（アメリカ・北海道・鹿児島県産等）、砂糖（てんさい
含蜜糖：北海道産）、寒天、有機インスタントコーヒー（コ
ロンビア産）、オブラート（澱粉）、レシチン（大豆由来）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.1g
炭水化物 82.8g
ナトリウム 10.8mg

栄養成分 100gあたり

有機コーヒーの旨みと苦
味を寒天でぎゅっととじこ
めたゼリーです。

寒天ゼリー・コーヒー味
サンコー

●容量：１３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×150×35㎜
●商品重量：150g　●賞：6ヵ月

¥270（¥292）32744
大豆
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酢
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食塩
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食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
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こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
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コーヒー・
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お茶・紅茶

野菜系飲料
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むそう商事のお菓子
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その他のお菓子
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植物性健康食品
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ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品
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シャボン玉石けん
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鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水飴（アメリカ・北海道・鹿児島県産等）、砂糖（てん菜含
蜜糖：北海道産）、干し柿（長野県産市田柿）、寒天、オブ
ラート（澱粉）、レシチン（大豆由来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
   糖質 82g
   食物繊維 1.3g
ナトリウム 5.2mg

栄養成分 100gあたり

食物繊維が多いといわれ
る干し柿を練り込んだ、や
わらかな食感の寒天です。

干し柿寒天
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：115g　●賞：5ヵ月

¥290（¥313）32808
大豆

砂糖(てん菜（国産））、濃縮果汁（ぶどう、みかん、りん
ご）、濃縮野菜汁（にんじん）／ゲル化剤(増粘多糖類)、
酸味料(クエン酸Na、クエン酸)

エネルギー 
  ぶどう 17kcal
  みかん 18kcal
たんぱく質 
  ぶどう 0.03g
  みかん 0.05g
脂質 0g
炭水化物 
  ぶどう 4.2g
  みかん 4.5g
食塩相当量 
  ぶどう 0.02g
  みかん 0.03g

栄養成分 １本（16g)あたり

国内産濃縮果汁・濃縮野菜汁を使用したスティックタイプのゼ
リーです。２種類（ぶどう味・みかん味）の味をお楽しみ下さい。

くだものと野菜のスティックゼリー
サンコー

●容量：１９２ｇ(１６ｇ×１２)　●入数：16
●商品サイズ：220×130×40㎜
●商品重量：206g　●賞：180日

¥300（¥324）32767

濃縮りんご果汁（りんご：長野県産）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）／ゲル化剤（増粘多糖類）

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.02g
脂質 0g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 1個（22g）あたり

香料を使用せず、国産り
んご果汁を100％入れた、
とってもジューシーなゼ
リーです。

国産果汁のりんごゼリー
サンコー 夏季

●容量：２２ｇ×７　●入数：12
●商品サイズ：140×110×70㎜
●商品重量：167g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32802

濃縮みかん果汁（みかん：和歌山県産）、砂糖(てん菜糖：
北海道産）／ゲル化剤(増粘多糖類)

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1個（22g）あたり

香料を使用せず、国産み
かん果汁を１００％入れた、
とってもジューシーなゼ
リーです。

国産果汁のみかんゼリー
サンコー 夏季

●容量：２２ｇ×６　●入数：12
●商品サイズ：140×110×70㎜
●商品重量：144g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32825

水飴、砂糖（三温糖）、濃縮果汁（りんご・いちご・ぶどう・
みかん）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料（クエン酸）、
ｐH調整剤（クエン酸Na）、香料

エネルギー 16kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 4g
ナトリウム 11.0mg

栄養成分 １個あたり

りんご、いちご、みかん、ぶ
どうの果汁をそれぞれ加
えたミニカップゼリーで
す。国内産濃縮果汁使用。

フレッシュゼリー
サンコー

●容量：１６ｇ×１２　●入数：16
●商品サイズ：180×150×35㎜
●商品重量：210g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32769

砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア・南アフリカ産等）、生
あん（北海道・タイ・ベトナム・ミャンマー・アメリカ・カナ
ダ・中国産等）、水飴、寒天、食塩

エネルギー 26kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.03g
炭水化物 6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1個（16g）あたり

どなたにも食べやすい一
口タイプの水ようかんで
す。

小粒水ようかん
サンコー 夏季

●容量：１６ｇ×１２　●入数：12
●商品サイズ：210×155×30㎜
●商品重量：220g　●賞：5ヵ月

¥270（¥292）33051

りんご濃縮果汁（りんご：長野県産他）、砂糖（てん菜：北
海道産）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピ
オカ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 56kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 14g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産り
んご果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

りんごのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33422

砂糖（てん菜：北海道産）、ぶどう濃縮果汁（ぶどう：長野
県産）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピオ
カ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 53kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 13.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産ぶ
どう果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

ぶどうのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33423

砂糖（てん菜：北海道産）、みかん濃縮果汁（和歌山県産
他近郊）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピ
オカ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 52kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 13.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産み
かん果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

みかんのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：495g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33417

砂糖（てん菜（国産））、濃縮もも果汁（もも（国産））／酸
味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピオカ：タイ・ベ
トナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 12.8g
食塩相当量 0.09g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産も
も果汁を使用し濃すぎず
甘すぎない程よい味に仕
上げました。

もものドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33383

砂糖(てん菜糖：北海道産）、コーンスターチ（アメリカ産
等）、馬鈴薯澱粉（北海道産）、濃縮果汁（オレンジ：ブラ
ジル産、いちご：ヨーロッパ産等）、デキストリン／酸味料
（クエン酸）、ブドウ色素、ベニバナ黃色素

エネルギー 59kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0.0g
炭水化物 14.7g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 1袋（15g）あたり

いちごとオレンジの果汁を
それぞれいれた、さっぱり
味のラムネです。

フルーツラムネ
サンコー

●容量：１５ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：600×70×20㎜
●商品重量：80g　●賞：11ヵ月

¥200（¥216）33081

砂糖（てん菜（国産））、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉
(馬鈴薯（国産））、濃縮レモン果汁、レモンペースト、シー
クヮーサー果汁パウダー

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋（13g)あたり

酸味料の代わりに濃縮レ
モン果汁、レモンペースト、
シークヮーサー果汁を使用
した、やさしい酸味の小粒
なラムネです。

やさしいラムネ
サンコー

●容量：１３ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：580×60×20㎜
●商品重量：70g　●賞：330日

¥230（¥248）33080
小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、植物
油脂（パーム油・米油）、加糖れん乳、脱脂粉乳、かぼちゃ
パウダー、にんじんパウダー、ほうれん草ペースト／卵
殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨張剤（重曹）、ベニコウ
ジ色素

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 1.2g
炭水化物 7.7g
食塩相当量 0.06g
カルシウム 75mg

栄養成分 1袋（10g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
野菜とカルシウムを加え、
サクサクと焼き上げた小
粒のクッキーです。

野菜プチクッキー
サンコー

●容量：１０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：620×80×10㎜
●商品重量：56g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32853
乳 卵 小麦

小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産）、砂糖(てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、豆乳
粉末(大豆（国産））、植物油脂（パーム油・米油）、脱脂粉
乳／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨脹剤(重曹)

エネルギー 39kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 1g
炭水化物 6.6g
食塩相当量 0.04g
カルシウム 51mg

栄養成分 1袋（9g）あたり

国内産小麦粉を主原料
に国内産大豆の豆乳とカ
ルシウムを加え、サクサク
と焼き上げた小粒のクッ
キーです。

豆乳プチクッキー
サンコー

●容量：９ｇ×５　●入数：16
●商品サイズ：590×80×15㎜
●商品重量：51g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32787
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産)、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、植
物油脂（パーム油・米油）、加糖れん乳、有機ココアパウ
ダー、脱脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨脹
剤（重曹）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 1.1g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 0.06g
カルシウム 67mg

栄養成分 1袋（9g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
有機ココアパウダーとカ
ルシウムを加え、サクサク
と焼き上げた小粒のクッ
キーです。

ココアプチクッキー
サンコー

●容量：９ｇ×５　●入数：16
●商品サイズ：590×80×20㎜
●商品重量：51g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32806
乳 卵 小麦 大豆

馬鈴薯澱粉（北海道産）、砂糖（てん菜（国産））、水飴（鹿
児島県産）、鶏卵、脱脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム（卵
由来）、ピロリン酸鉄

エネルギー 61kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.06g
炭水化物 14.9g
食塩相当量 0.008g
カルシウム 63mg
鉄 0.04mg

栄養成分 １袋（１６g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料に、カ
ルシウム・鉄分を加えた口
溶けの良いボーロです。

タマゴボーロ
サンコー

●容量：１６ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：645×75×15㎜
●商品重量：87g　●賞：5ヵ月

¥250（¥270）32833
乳 卵

小麦粉（岐阜県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等、米油：日本産等）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油）、ブドウ糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 123kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 6.5g
炭水化物 14.5g
ナトリウム 49mg

栄養成分 1袋（23g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
焼き上げた生地を植物油
でカラッと揚げました。甘
辛味で香ばしいビスケット
です。

ミニミレービスケット
サンコー

●容量：２３ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：650×90×20㎜
●商品重量：123g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32820
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水飴（アメリカ・北海道・鹿児島県産等）、砂糖（てん菜含
蜜糖：北海道産）、干し柿（長野県産市田柿）、寒天、オブ
ラート（澱粉）、レシチン（大豆由来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.2g
   糖質 82g
   食物繊維 1.3g
ナトリウム 5.2mg

栄養成分 100gあたり

食物繊維が多いといわれ
る干し柿を練り込んだ、や
わらかな食感の寒天です。

干し柿寒天
サンコー

●容量：１１０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：115g　●賞：5ヵ月

¥290（¥313）32808
大豆

砂糖(てん菜（国産））、濃縮果汁（ぶどう、みかん、りん
ご）、濃縮野菜汁（にんじん）／ゲル化剤(増粘多糖類)、
酸味料(クエン酸Na、クエン酸)

エネルギー 
  ぶどう 17kcal
  みかん 18kcal
たんぱく質 
  ぶどう 0.03g
  みかん 0.05g
脂質 0g
炭水化物 
  ぶどう 4.2g
  みかん 4.5g
食塩相当量 
  ぶどう 0.02g
  みかん 0.03g

栄養成分 １本（16g)あたり

国内産濃縮果汁・濃縮野菜汁を使用したスティックタイプのゼ
リーです。２種類（ぶどう味・みかん味）の味をお楽しみ下さい。

くだものと野菜のスティックゼリー
サンコー

●容量：１９２ｇ(１６ｇ×１２)　●入数：16
●商品サイズ：220×130×40㎜
●商品重量：206g　●賞：180日

¥300（¥324）32767

濃縮りんご果汁（りんご：長野県産）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）／ゲル化剤（増粘多糖類）

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.02g
脂質 0g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 1個（22g）あたり

香料を使用せず、国産り
んご果汁を100％入れた、
とってもジューシーなゼ
リーです。

国産果汁のりんごゼリー
サンコー 夏季

●容量：２２ｇ×７　●入数：12
●商品サイズ：140×110×70㎜
●商品重量：167g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32802

濃縮みかん果汁（みかん：和歌山県産）、砂糖(てん菜糖：
北海道産）／ゲル化剤(増粘多糖類)

エネルギー 23kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 5.7g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1個（22g）あたり

香料を使用せず、国産み
かん果汁を１００％入れた、
とってもジューシーなゼ
リーです。

国産果汁のみかんゼリー
サンコー 夏季

●容量：２２ｇ×６　●入数：12
●商品サイズ：140×110×70㎜
●商品重量：144g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32825

水飴、砂糖（三温糖）、濃縮果汁（りんご・いちご・ぶどう・
みかん）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料（クエン酸）、
ｐH調整剤（クエン酸Na）、香料

エネルギー 16kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 4g
ナトリウム 11.0mg

栄養成分 １個あたり

りんご、いちご、みかん、ぶ
どうの果汁をそれぞれ加
えたミニカップゼリーで
す。国内産濃縮果汁使用。

フレッシュゼリー
サンコー

●容量：１６ｇ×１２　●入数：16
●商品サイズ：180×150×35㎜
●商品重量：210g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32769

砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア・南アフリカ産等）、生
あん（北海道・タイ・ベトナム・ミャンマー・アメリカ・カナ
ダ・中国産等）、水飴、寒天、食塩

エネルギー 26kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.03g
炭水化物 6g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1個（16g）あたり

どなたにも食べやすい一
口タイプの水ようかんで
す。

小粒水ようかん
サンコー 夏季

●容量：１６ｇ×１２　●入数：12
●商品サイズ：210×155×30㎜
●商品重量：220g　●賞：5ヵ月

¥270（¥292）33051

りんご濃縮果汁（りんご：長野県産他）、砂糖（てん菜：北
海道産）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピ
オカ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 56kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 14g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産り
んご果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

りんごのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33422

砂糖（てん菜：北海道産）、ぶどう濃縮果汁（ぶどう：長野
県産）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピオ
カ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 53kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 13.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産ぶ
どう果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

ぶどうのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33423

砂糖（てん菜：北海道産）、みかん濃縮果汁（和歌山県産
他近郊）／酸味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピ
オカ：タイ・ベトナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 52kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0g
炭水化物 13.1g
食塩相当量 0g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産み
かん果汁を使用し濃すぎ
ず甘すぎない程よい味に
仕上げました。

みかんのドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：495g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33417

砂糖（てん菜（国産））、濃縮もも果汁（もも（国産））／酸
味料〔クエン酸（かんしょ：国内・中国産、タピオカ：タイ・ベ
トナム産、米：国内産、とうもろこし：中国産）〕

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 12.8g
食塩相当量 0.09g

栄養成分 １本（90ｍｌ)あたり

無香料・無着色、国内産も
も果汁を使用し濃すぎず
甘すぎない程よい味に仕
上げました。

もものドリンク
サンコー 夏季

●容量：９０ｍｌ×５　●入数：15
●商品サイズ：120×290×25㎜
●商品重量：498g　●賞：6ヵ月

¥300（¥324）33383

砂糖(てん菜糖：北海道産）、コーンスターチ（アメリカ産
等）、馬鈴薯澱粉（北海道産）、濃縮果汁（オレンジ：ブラ
ジル産、いちご：ヨーロッパ産等）、デキストリン／酸味料
（クエン酸）、ブドウ色素、ベニバナ黃色素

エネルギー 59kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0.0g
炭水化物 14.7g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 1袋（15g）あたり

いちごとオレンジの果汁を
それぞれいれた、さっぱり
味のラムネです。

フルーツラムネ
サンコー

●容量：１５ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：600×70×20㎜
●商品重量：80g　●賞：11ヵ月

¥200（¥216）33081

砂糖（てん菜（国産））、コーンスターチ、馬鈴薯でん粉
(馬鈴薯（国産））、濃縮レモン果汁、レモンペースト、シー
クヮーサー果汁パウダー

エネルギー 51kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0g
炭水化物 12.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 １袋（13g)あたり

酸味料の代わりに濃縮レ
モン果汁、レモンペースト、
シークヮーサー果汁を使用
した、やさしい酸味の小粒
なラムネです。

やさしいラムネ
サンコー

●容量：１３ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：580×60×20㎜
●商品重量：70g　●賞：330日

¥230（¥248）33080
小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産）、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、植物
油脂（パーム油・米油）、加糖れん乳、脱脂粉乳、かぼちゃ
パウダー、にんじんパウダー、ほうれん草ペースト／卵
殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨張剤（重曹）、ベニコウ
ジ色素

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 1.2g
炭水化物 7.7g
食塩相当量 0.06g
カルシウム 75mg

栄養成分 1袋（10g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
野菜とカルシウムを加え、
サクサクと焼き上げた小
粒のクッキーです。

野菜プチクッキー
サンコー

●容量：１０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：620×80×10㎜
●商品重量：56g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32853
乳 卵 小麦

小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産）、砂糖(てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、豆乳
粉末(大豆（国産））、植物油脂（パーム油・米油）、脱脂粉
乳／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨脹剤(重曹)

エネルギー 39kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 1g
炭水化物 6.6g
食塩相当量 0.04g
カルシウム 51mg

栄養成分 1袋（9g）あたり

国内産小麦粉を主原料
に国内産大豆の豆乳とカ
ルシウムを加え、サクサク
と焼き上げた小粒のクッ
キーです。

豆乳プチクッキー
サンコー

●容量：９ｇ×５　●入数：16
●商品サイズ：590×80×15㎜
●商品重量：51g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32787
乳 卵 小麦 大豆

小麦粉（北海道・愛知県・岐阜県産)、砂糖（てん菜糖：北
海道産）、鶏卵（愛知、岐阜、三重、静岡、香川県産）、植
物油脂（パーム油・米油）、加糖れん乳、有機ココアパウ
ダー、脱脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、膨脹
剤（重曹）

エネルギー 40kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 1.1g
炭水化物 6.8g
食塩相当量 0.06g
カルシウム 67mg

栄養成分 1袋（9g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
有機ココアパウダーとカ
ルシウムを加え、サクサク
と焼き上げた小粒のクッ
キーです。

ココアプチクッキー
サンコー

●容量：９ｇ×５　●入数：16
●商品サイズ：590×80×20㎜
●商品重量：51g　●賞：5ヵ月

¥210（¥227）32806
乳 卵 小麦 大豆

馬鈴薯澱粉（北海道産）、砂糖（てん菜（国産））、水飴（鹿
児島県産）、鶏卵、脱脂粉乳／卵殻未焼成カルシウム（卵
由来）、ピロリン酸鉄

エネルギー 61kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.06g
炭水化物 14.9g
食塩相当量 0.008g
カルシウム 63mg
鉄 0.04mg

栄養成分 １袋（１６g）あたり

馬鈴薯澱粉を主原料に、カ
ルシウム・鉄分を加えた口
溶けの良いボーロです。

タマゴボーロ
サンコー

●容量：１６ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：645×75×15㎜
●商品重量：87g　●賞：5ヵ月

¥250（¥270）32833
乳 卵

小麦粉（岐阜県産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等、米油：日本産等）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油）、ブドウ糖、食塩、膨脹剤

エネルギー 123kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 6.5g
炭水化物 14.5g
ナトリウム 49mg

栄養成分 1袋（23g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
焼き上げた生地を植物油
でカラッと揚げました。甘
辛味で香ばしいビスケット
です。

ミニミレービスケット
サンコー

●容量：２３ｇ×５　●入数：20
●商品サイズ：650×90×20㎜
●商品重量：123g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32820
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（埼玉県産）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、小麦胚
芽、食塩、膨張剤（重曹）

エネルギー 88kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 2.3g
炭水化物 15.0g
ナトリウム 82mg

栄養成分 １袋（２０g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
かわいい動物の形をした
ビスケットをハンディータ
イプの小袋に入れました。

ミニどうぶつビスケット
サンコー

●容量：２０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：650×90×30㎜
●商品重量：107g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32872
小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（マレーシア産等）、砂糖（てん菜糖）、
乾燥野菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤ピーマン：
チリ産、ホウレンソウ：イタリア産、ニンジン：中国産、キャ
ベツ：中国産）、トマト粉末（ヨーロッパ産）、食塩、麦芽エ
キス、イースト、膨脹剤（重炭酸アンモニウム・重曹）

エネルギー 502kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 24g
炭水化物 62.9g
ナトリウム 500mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料
に、７種類（玉ネギ・ネギ・赤
ピーマン・ホウレンソウ・ニ
ンジン・キャベツ・トマト）の
野菜を生地に入れた、ミニ
タイプのビスケットです。

ミニ野菜スティック
サンコー

●容量：１０.５ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：625×70×20㎜
●商品重量：59g　●賞：8ヵ月

¥260（¥281）32743
小麦

小麦粉（北海道産)、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング、メープルシロップ（カナダ産）、さつ
ま芋粉末（宮崎県・鹿児島県産）、バター、鶏卵、全粉乳
（乳成分を含む）、食塩／膨張剤（重炭酸アンモニウム、
重曹）

エネルギー 57kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 2.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 0.07g

栄養成分 １袋（１２g）あたり

国内産小麦粉を主原料にさ
つま芋とメープルシロップを
加えた生地をかわいいクマ
の形に焼き上げました。さつ
まいもの甘みがほんのりた
だようビスケットです。

こぐまのビスケット
サンコー

●容量：１２ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：600×70×20㎜
●商品重量：65g　●賞：5ヵ月

¥330（¥356）32846
乳 卵 小麦

馬鈴薯澱粉（北海道産）、えび（中国産）、食塩、砂糖（粗
糖）、アオサ／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、ベニコウ
ジ色素

エネルギー 394kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 2.3g
炭水化物 91.1g
食塩相当量 2.0g
カルシウム 302mg

栄養成分 100gあたり

馬鈴薯澱粉を主原料にえ
びを加え、パリッと焼き上
げたせんべいです。

えび小判
サンコー

●容量：３枚×５　●入数：20
●商品サイズ：660×100×10㎜
●商品重量：46g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32859
卵 えび

コーンスターチ（アメリカ産等）、小麦粉（愛知県・北海道・
岐阜県産）、植物油脂（米油：日本産等）、えび（瀬戸内・
三河湾・ベトナム産等）、乾燥マッシュポテト、砂糖(三温
糖）、食塩、昆布エキス、椎茸エキス、オニオンパウダー

エネルギー 45kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 1.4g
炭水化物 7.4g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 22mg

栄養成分 １袋（10g）あたり

生地にえびを練り込み、植
物油でフライしました。カリ
カリ食感とえび風味をお
楽しみください。

えびスナック
サンコー

●容量：１０ｇ×４　●入数：16
●商品サイズ：630×110×25㎜
●商品重量：50g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）33337
小麦 えび

馬鈴薯澱粉（北海道産）、植物油脂（米油：国内産）、えび
（中国産）、オキアミ（岩手県産）、いか（青森県産）、食
塩、アオサ（中国・日本・韓国産）、砂糖（粗糖）

エネルギー 49kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 2g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 1袋（10g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けた小粒な生地をフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

ミニえびまるせん
サンコー

●容量：１０ｇ×４　●入数：16
●商品サイズ：595×70×10㎜
●商品重量：55g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）33086
えび

馬鈴薯澱粉（北海道産）､植物油脂（パーム油：マレーシア
産等､米油：日本産等）､砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア
産等）､水飴､小魚（魚介類：四国・九州沿岸産）､醤油､え
び､ごま､食塩､酵母エキス､あおさ､昆布エキス､みりん､
小麦胚芽､ハトムギ粉末

エネルギー 448kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 14.7g
炭水化物 73.4g
ナトリウム 925mg
カルシウム 143mg

栄養成分 100gあたり

小魚の粉末をえびせんべ
いの生地に練り込み、植物
油でサクッとフライし、甘
辛いタレで味付けました。

ミニ小魚スナック
サンコー

●容量：１０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：710×100×20㎜
●商品重量：63g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32740
小麦 えび 大豆

小麦粉(長野県産等）、植物油脂（米油：日本産等）、菜種
油：オーストラリア産）、砂糖（粗糖、てん菜糖）、水飴、野
菜粉末（にんじん：北海道産、ほうれん草：熊本県産、玉ネ
ギ：北海道産、ごぼう：熊本県産）、食塩、イースト、白ごま

エネルギー 96kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 4.1g
炭水化物 13.8g
糖質 13.1g
食物繊維 0.7g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産小麦粉の生地をフ
ライした後に、4種類の国
産野菜を加えた糖蜜をか
けた、食べきりサイズのか
りんとうです。

国産野菜のかりんとう
サンコー

●容量：２０ｇ×４　●入数：15
●商品サイズ：590×100×20㎜
●商品重量：92g　●賞：3ヵ月

¥270（¥292）33029
小麦

もち米（熊本県・北海道産）、植物油脂（米油：日本産等、
パーム油：マレーシア産等）、醤油（小麦を含む）、乾燥お
から（大豆（国産））、砂糖（三温糖、粗糖）、みりん、濃縮だ
し（鰹節、昆布、椎茸）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.8g
炭水化物 4.6g
食塩相当量 0.08g

栄養成分 1袋（7g）あたり

国内産もち米が主原料
の生地に国内産大豆から
作ったおからを加えてカ
ラッと揚げました。

おから入り揚げあられ
サンコー

●容量：７ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：570×70×20㎜
●商品重量：43g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33336
小麦 大豆

柿種（もち米（国産）、醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜
（国産））、唐辛子）（国内製造）、味付ピーナツ（落花生、
植物油脂（パーム油）、食塩）

エネルギー 55kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 2.7g
炭水化物 5.8g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（11g）あたり

国内産のもち米を醤油で
味付けしたあられと、香ば
しいピーナッツを程よく
ミックスしました。

ミニ柿ピー
サンコー

●容量：１１ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：510×65×15㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）33006
小麦 落花生 大豆

縦割り焙煎アーモンド（国内製造）、片口いわし（国内
産）、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

エネルギー 35kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 2.1g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 49mg

栄養成分 １袋（7g）あたり

カルシウム豊富な新鮮な
じゃことアーモンドをミック
スした食べやすい小袋タ
イプです。

アーモンドじゃこ
サンコー

●容量：７ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：550×70×10㎜
●商品重量：41g　●賞：4ヵ月

¥270（¥292）32880

片口いわし（香川県・愛媛県・広島県・山口県産他）、食塩
（兵庫県・香川県産）

エネルギー 12kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 0g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 114mg

栄養成分 １袋（4g）あたり

日本近海で獲れた片口い
わしを新鮮なまま釡茹で
し、さっぱりとした味付け
にしました。カルシウム豊
富なじゃこはお酒のおつま
み、お子様のおやつに最適
です。

まるごと小魚
サンコー

●容量：４ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：510×65×15㎜
●商品重量：26g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32863

水飴（甘藷（国産））、砂糖（てん菜（国産））、濃縮りんご果
汁（長野県産）、ゼラチン、粉末オブラート（馬鈴薯でん
粉）／酸味料（クエン酸）、ゲル化剤（ペクチン）、光沢剤、
植物レシチン

エネルギー 65kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0g
炭水化物 15.2g
食塩相当量 0.004g

栄養成分 １袋（20g)あたり

とってもジューシーなアッ
プルグミキャンディーで
す。香料を使わず、果汁
１００％の小粒で食べやす
いグミキャンディーです。

アップルグミ
サンコー

●容量：２０ｇ×４　●入数：15
●商品サイズ：435×80×10㎜
●商品重量：86g　●賞：10ヵ月

¥320（¥346）33333

カシューナッツ（インド・ケニヤ産他）、甜菜糖（北海道
産）、鶏卵（国内産）、豆乳（北海道産）、膨張剤（重曹）

エネルギー 505kcal
たんぱく質 11.2g
脂質 23.6g
炭水化物 62g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

カシューナッツ・国内産甜
菜糖・鶏卵・国産豆乳を使
用した、一口サイズのサク
サクした口どけのよいヨー
ロッパ風のお菓子です。

カシューナッツコロン
大興

●容量：８５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×150×30㎜
●商品重量：110g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33567
卵 大豆

カシューナッツ、甜菜糖、鶏卵、有機インスタントコーヒー
／膨張剤（重曹）

エネルギー 504kcal
たんぱく質 10g
脂質 23.6g
炭水化物 63g
食塩相当量 1.06g

栄養成分 100gあたり

カシューナッツをベースに
して、有機コーヒー・てんさ
い糖・卵を原料に、サクッと
かわいいひとくちサイズに
焼き上げました。

有機コーヒーのカシューナッツコロン
大興

●容量：80ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×150×30㎜
●商品重量：85g　●賞：120日

¥260（¥280）33724
卵

鶏卵（埼玉県産他）、砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、
黒糖（沖縄産）、蜂蜜（中国産） 

エネルギー 311kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 3.2g
炭水化物 64.8g
ナトリウム 61mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を１００％使用し、沖縄県産黒糖を
使った黒蜜を程よく配合し､膨張剤を使用せずに
ふっくらと焼き上げた6枚入カステラです。

黒蜜カステラ
大興

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：95×200×65㎜
●商品重量：187g　●賞：45日

¥334（¥360）33555
乳 小麦

鶏卵（埼玉県産他）、砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、
蜂蜜（中国産）

エネルギー 311kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 2.7g
炭水化物 65.3g
ナトリウム 54mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を１００％使用し、膨張剤を使用せず
ふっくらと焼き上げたやさしい甘さとはちみつ風
味のカステラです。 

はちみつカステラ
大興

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：95×200×65㎜
●商品重量：187g　●賞：45日

¥334（¥360）33563
卵 小麦

砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、鶏卵（埼玉県産他）、
小豆（北海道産）、蜂蜜（中国産）、みりん（甘藷澱粉、醸造
アルコール、もち米、米麹）、寒天、食塩、ベーキングパウ
ダー（アルミ不使用）

エネルギー 273kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 1.5g
炭水化物 59.4g
ナトリウム 59mg

栄養成分 100gあたり

生地はふんわり、あんはしっとり、こだわりの美味
しさの「どら焼」です。国産小麦粉、北海道産小
豆、三温糖など、厳選原料を使用。 

どら焼
大興

●容量：１個　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×130×25㎜
●商品重量：60g　●賞：45日

¥100（¥108）33284
卵 小麦

page 091-100.indd   97-98 2019/09/13   14:51



97 98

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

小麦粉（埼玉県産）、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング（パーム油：マレーシア産等）、小麦胚
芽、食塩、膨張剤（重曹）

エネルギー 88kcal
たんぱく質 1.7g
脂質 2.3g
炭水化物 15.0g
ナトリウム 82mg

栄養成分 １袋（２０g）あたり

国内産小麦粉を主原料に
かわいい動物の形をした
ビスケットをハンディータ
イプの小袋に入れました。

ミニどうぶつビスケット
サンコー

●容量：２０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：650×90×30㎜
●商品重量：107g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）32872
小麦

小麦粉（北海道産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、ショートニング（マレーシア産等）、砂糖（てん菜糖）、
乾燥野菜（玉ネギ：アメリカ産、ネギ：中国産、赤ピーマン：
チリ産、ホウレンソウ：イタリア産、ニンジン：中国産、キャ
ベツ：中国産）、トマト粉末（ヨーロッパ産）、食塩、麦芽エ
キス、イースト、膨脹剤（重炭酸アンモニウム・重曹）

エネルギー 502kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 24g
炭水化物 62.9g
ナトリウム 500mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を主原料
に、７種類（玉ネギ・ネギ・赤
ピーマン・ホウレンソウ・ニ
ンジン・キャベツ・トマト）の
野菜を生地に入れた、ミニ
タイプのビスケットです。

ミニ野菜スティック
サンコー

●容量：１０.５ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：625×70×20㎜
●商品重量：59g　●賞：8ヵ月

¥260（¥281）32743
小麦

小麦粉（北海道産)、砂糖（三温糖：タイ・南アフリカ産
等）、ショートニング、メープルシロップ（カナダ産）、さつ
ま芋粉末（宮崎県・鹿児島県産）、バター、鶏卵、全粉乳
（乳成分を含む）、食塩／膨張剤（重炭酸アンモニウム、
重曹）

エネルギー 57kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 2.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 0.07g

栄養成分 １袋（１２g）あたり

国内産小麦粉を主原料にさ
つま芋とメープルシロップを
加えた生地をかわいいクマ
の形に焼き上げました。さつ
まいもの甘みがほんのりた
だようビスケットです。

こぐまのビスケット
サンコー

●容量：１２ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：600×70×20㎜
●商品重量：65g　●賞：5ヵ月

¥330（¥356）32846
乳 卵 小麦

馬鈴薯澱粉（北海道産）、えび（中国産）、食塩、砂糖（粗
糖）、アオサ／卵殻未焼成カルシウム（卵由来）、ベニコウ
ジ色素

エネルギー 394kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 2.3g
炭水化物 91.1g
食塩相当量 2.0g
カルシウム 302mg

栄養成分 100gあたり

馬鈴薯澱粉を主原料にえ
びを加え、パリッと焼き上
げたせんべいです。

えび小判
サンコー

●容量：３枚×５　●入数：20
●商品サイズ：660×100×10㎜
●商品重量：46g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）32859
卵 えび

コーンスターチ（アメリカ産等）、小麦粉（愛知県・北海道・
岐阜県産）、植物油脂（米油：日本産等）、えび（瀬戸内・
三河湾・ベトナム産等）、乾燥マッシュポテト、砂糖(三温
糖）、食塩、昆布エキス、椎茸エキス、オニオンパウダー

エネルギー 45kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 1.4g
炭水化物 7.4g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 22mg

栄養成分 １袋（10g）あたり

生地にえびを練り込み、植
物油でフライしました。カリ
カリ食感とえび風味をお
楽しみください。

えびスナック
サンコー

●容量：１０ｇ×４　●入数：16
●商品サイズ：630×110×25㎜
●商品重量：50g　●賞：4ヵ月

¥220（¥238）33337
小麦 えび

馬鈴薯澱粉（北海道産）、植物油脂（米油：国内産）、えび
（中国産）、オキアミ（岩手県産）、いか（青森県産）、食
塩、アオサ（中国・日本・韓国産）、砂糖（粗糖）

エネルギー 49kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 2g
炭水化物 7.3g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 1袋（10g）あたり

国内産馬鈴薯澱粉を主原
料にえび・いかを練り込み、
オキアミ・アオサを振り掛
けた小粒な生地をフライ
し、さっぱりと塩で味付け
しました。

ミニえびまるせん
サンコー

●容量：１０ｇ×４　●入数：16
●商品サイズ：595×70×10㎜
●商品重量：55g　●賞：4ヵ月

¥240（¥259）33086
えび

馬鈴薯澱粉（北海道産）､植物油脂（パーム油：マレーシア
産等､米油：日本産等）､砂糖（三温糖：タイ・オーストラリア
産等）､水飴､小魚（魚介類：四国・九州沿岸産）､醤油､え
び､ごま､食塩､酵母エキス､あおさ､昆布エキス､みりん､
小麦胚芽､ハトムギ粉末

エネルギー 448kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 14.7g
炭水化物 73.4g
ナトリウム 925mg
カルシウム 143mg

栄養成分 100gあたり

小魚の粉末をえびせんべ
いの生地に練り込み、植物
油でサクッとフライし、甘
辛いタレで味付けました。

ミニ小魚スナック
サンコー

●容量：１０ｇ×５　●入数：12
●商品サイズ：710×100×20㎜
●商品重量：63g　●賞：5ヵ月

¥280（¥302）32740
小麦 えび 大豆

小麦粉(長野県産等）、植物油脂（米油：日本産等）、菜種
油：オーストラリア産）、砂糖（粗糖、てん菜糖）、水飴、野
菜粉末（にんじん：北海道産、ほうれん草：熊本県産、玉ネ
ギ：北海道産、ごぼう：熊本県産）、食塩、イースト、白ごま

エネルギー 96kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 4.1g
炭水化物 13.8g
糖質 13.1g
食物繊維 0.7g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 １袋（20g）あたり

国内産小麦粉の生地をフ
ライした後に、4種類の国
産野菜を加えた糖蜜をか
けた、食べきりサイズのか
りんとうです。

国産野菜のかりんとう
サンコー

●容量：２０ｇ×４　●入数：15
●商品サイズ：590×100×20㎜
●商品重量：92g　●賞：3ヵ月

¥270（¥292）33029
小麦

もち米（熊本県・北海道産）、植物油脂（米油：日本産等、
パーム油：マレーシア産等）、醤油（小麦を含む）、乾燥お
から（大豆（国産））、砂糖（三温糖、粗糖）、みりん、濃縮だ
し（鰹節、昆布、椎茸）、食塩

エネルギー 36kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 1.8g
炭水化物 4.6g
食塩相当量 0.08g

栄養成分 1袋（7g）あたり

国内産もち米が主原料
の生地に国内産大豆から
作ったおからを加えてカ
ラッと揚げました。

おから入り揚げあられ
サンコー

●容量：７ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：570×70×20㎜
●商品重量：43g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33336
小麦 大豆

柿種（もち米（国産）、醤油（小麦を含む）、砂糖（てん菜
（国産））、唐辛子）（国内製造）、味付ピーナツ（落花生、
植物油脂（パーム油）、食塩）

エネルギー 55kcal
たんぱく質 1.8g
脂質 2.7g
炭水化物 5.8g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 １袋（11g）あたり

国内産のもち米を醤油で
味付けしたあられと、香ば
しいピーナッツを程よく
ミックスしました。

ミニ柿ピー
サンコー

●容量：１１ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：510×65×15㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）33006
小麦 落花生 大豆

縦割り焙煎アーモンド（国内製造）、片口いわし（国内
産）、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

エネルギー 35kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 2.1g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 49mg

栄養成分 １袋（7g）あたり

カルシウム豊富な新鮮な
じゃことアーモンドをミック
スした食べやすい小袋タ
イプです。

アーモンドじゃこ
サンコー

●容量：７ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：550×70×10㎜
●商品重量：41g　●賞：4ヵ月

¥270（¥292）32880

片口いわし（香川県・愛媛県・広島県・山口県産他）、食塩
（兵庫県・香川県産）

エネルギー 12kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 0.2g
炭水化物 0g
食塩相当量 0.2g
カルシウム 114mg

栄養成分 １袋（4g）あたり

日本近海で獲れた片口い
わしを新鮮なまま釡茹で
し、さっぱりとした味付け
にしました。カルシウム豊
富なじゃこはお酒のおつま
み、お子様のおやつに最適
です。

まるごと小魚
サンコー

●容量：４ｇ×５　●入数：15
●商品サイズ：510×65×15㎜
●商品重量：26g　●賞：4ヵ月

¥230（¥248）32863

水飴（甘藷（国産））、砂糖（てん菜（国産））、濃縮りんご果
汁（長野県産）、ゼラチン、粉末オブラート（馬鈴薯でん
粉）／酸味料（クエン酸）、ゲル化剤（ペクチン）、光沢剤、
植物レシチン

エネルギー 65kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0g
炭水化物 15.2g
食塩相当量 0.004g

栄養成分 １袋（20g)あたり

とってもジューシーなアッ
プルグミキャンディーで
す。香料を使わず、果汁
１００％の小粒で食べやす
いグミキャンディーです。

アップルグミ
サンコー

●容量：２０ｇ×４　●入数：15
●商品サイズ：435×80×10㎜
●商品重量：86g　●賞：10ヵ月

¥320（¥346）33333

カシューナッツ（インド・ケニヤ産他）、甜菜糖（北海道
産）、鶏卵（国内産）、豆乳（北海道産）、膨張剤（重曹）

エネルギー 505kcal
たんぱく質 11.2g
脂質 23.6g
炭水化物 62g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

カシューナッツ・国内産甜
菜糖・鶏卵・国産豆乳を使
用した、一口サイズのサク
サクした口どけのよいヨー
ロッパ風のお菓子です。

カシューナッツコロン
大興

●容量：８５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：240×150×30㎜
●商品重量：110g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33567
卵 大豆

カシューナッツ、甜菜糖、鶏卵、有機インスタントコーヒー
／膨張剤（重曹）

エネルギー 504kcal
たんぱく質 10g
脂質 23.6g
炭水化物 63g
食塩相当量 1.06g

栄養成分 100gあたり

カシューナッツをベースに
して、有機コーヒー・てんさ
い糖・卵を原料に、サクッと
かわいいひとくちサイズに
焼き上げました。

有機コーヒーのカシューナッツコロン
大興

●容量：80ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×150×30㎜
●商品重量：85g　●賞：120日

¥260（¥280）33724
卵

鶏卵（埼玉県産他）、砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、
黒糖（沖縄産）、蜂蜜（中国産） 

エネルギー 311kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 3.2g
炭水化物 64.8g
ナトリウム 61mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉を１００％使用し、沖縄県産黒糖を
使った黒蜜を程よく配合し､膨張剤を使用せずに
ふっくらと焼き上げた6枚入カステラです。

黒蜜カステラ
大興

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：95×200×65㎜
●商品重量：187g　●賞：45日

¥334（¥360）33555
乳 小麦

鶏卵（埼玉県産他）、砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、
蜂蜜（中国産）

エネルギー 311kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 2.7g
炭水化物 65.3g
ナトリウム 54mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を１００％使用し、膨張剤を使用せず
ふっくらと焼き上げたやさしい甘さとはちみつ風
味のカステラです。 

はちみつカステラ
大興

●容量：６枚　●入数：12
●商品サイズ：95×200×65㎜
●商品重量：187g　●賞：45日

¥334（¥360）33563
卵 小麦

砂糖（三温糖）、小麦粉（北海道産）、鶏卵（埼玉県産他）、
小豆（北海道産）、蜂蜜（中国産）、みりん（甘藷澱粉、醸造
アルコール、もち米、米麹）、寒天、食塩、ベーキングパウ
ダー（アルミ不使用）

エネルギー 273kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 1.5g
炭水化物 59.4g
ナトリウム 59mg

栄養成分 100gあたり

生地はふんわり、あんはしっとり、こだわりの美味
しさの「どら焼」です。国産小麦粉、北海道産小
豆、三温糖など、厳選原料を使用。 

どら焼
大興

●容量：１個　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×130×25㎜
●商品重量：60g　●賞：45日

¥100（¥108）33284
卵 小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

砂糖（三温糖）、鶏卵（埼玉県産他）、小麦粉（北海道産）、
小豆（北海道産）、黒糖（沖縄産）、含蜜糖（国内産）、みり
ん（甘藷澱粉、醸造アルコール、もち米、米麹）、蜂蜜、寒
天、食塩、重曹

エネルギー 286kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 2.3g
炭水化物 61g
ナトリウム 138mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉と黒蜜仕立ての生地と北海道産小
豆あんのしっとりした美味しさの「どら焼」です。

黒蜜どら焼
大興

●容量：１個　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×130×425㎜
●商品重量：60g　●賞：45日

¥110（¥118）33576
卵 小麦

砂糖、小麦粉（埼玉県産他）、小豆（北海道産）、植物油
（なたね油：オーストラリア産他）、鶏卵（国内産）、植物油
脂（菜種油、パーム油、米油）、脱脂粉乳、膨張剤（重曹）

エネルギー 401kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 17g
炭水化物 56.6g
ナトリウム 81mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を１００％使用
し、あんは北海道産小豆を
使用して揚げ、砂糖をまぶ
さない、甘さをおさえたソ
フトあんドーナツです。 

ソフトあんドーナツ
冬季大興

●容量：８個　●入数：12
●商品サイズ：35×100×240㎜
●商品重量：178g　●賞：40日

¥330（¥356）33236
乳 卵 小麦

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、米油
（国内産）、ゴマ油（ごま：アフリカ産他）、塩（伊豆大島
産）

エネルギー 124.5kcal
たんぱく質 2.28g
脂質 2.31g
炭水化物 24.15g
ナトリウム 97.2mg
食塩相当量 0.25g

栄養成分 １袋あたり

米油と胡麻油を使用して
うすい塩味に仕上げたお
せんべい。１袋で、およそ茶
わん半分の玄米ごはんの
量です。

有機玄米セラピー・うす塩味
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×20㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33119

有機玄米（国内産）、有機たまり醤油（大豆：中国産）、有
機黒ゴマ（ボリビア産等）、米油（国内産）、ゴマ油（ごま：
アフリカ産他）

エネルギー 111.9kcal
たんぱく質 2.82g
脂質 0.99g
炭水化物 23.43g
ナトリウム 318mg
食塩相当量 0.81g

栄養成分 １袋あたり

有機たまり醤油でコクの
ある味に仕上げたおせん
べい。１袋で、およそ茶わん
半分の玄米ごはんの量で
す。

有機玄米セラピー・たまり醤油味
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33120
大豆

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、塩（伊
豆大島産）

エネルギー 120.9kcal
たんぱく質 2.37g
脂質 1.38g
炭水化物 25.26g
ナトリウム 1.35mg
食塩相当量 0.003g

栄養成分 １袋あたり

玄米・ごま・塩のみで仕上
げた素焼きせんべい。マク
ロビオティックの入門とし
て、またカロリーコントロー
ルにご活用ください。

有機玄米セラピー・素焼き
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33121

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、有機た
まり醤油（大豆：中国産）

エネルギー 131.7kcal
たんぱく質 4.32g
脂質 4.89g
炭水化物 18.51g
ナトリウム 177.6mg
食塩相当量 0.45g

栄養成分 １袋あたり

有機玄米１００％の生地に
黒胡麻をたっぷり練り込み
ました。

有機玄米セラピー・黒胡麻
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥140（¥151）33107
大豆

有機玄米（国内産）、有機白ゴマ（エチオピア産等）、有機
たまり醤油（大豆：中国産）

エネルギー 128.1kcal
たんぱく質 3.63g
脂質 3.99g
炭水化物 20.25g
ナトリウム 174mg
食塩相当量 0.44g

栄養成分 １袋あたり

有機玄米１００％の生地に
白胡麻をたっぷり練り込み
ました。

有機玄米セラピー・白胡麻
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥140（¥151）33108
大豆

有機玄米(国内産)、有機黒胡麻、有機たまり醤油(大豆
を含む) 

エネルギー 175.6kcal
たんぱく質 5.76g
脂質 6.52g
炭水化物 24.68g
糖質 22.2g
食物繊維 2.48g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいい黒胡麻をプラスしま
した。 

有機玄米プラス･黒胡麻
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33345
大豆

有機玄米(国内産)、有機たまり醤油(大豆を含む)、有機
黒胡麻、有機キヌア、有機チアシード 

エネルギー 152kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1.44g
炭水化物 32.44g
糖質 30.28g
食物繊維 2.16g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいいキヌアとチアシード
をプラスしました。 

有機玄米プラス･キヌア＆チアシード
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33346
大豆

有機玄米(国内産)、有機たまり醤油(大豆を含む)、有機
黒胡麻、めかぶ 

エネルギー 151.2kcal
たんぱく質 3.36g
脂質 1.32g
炭水化物 32.36g
糖質 30.6g
食物繊維 1.76g
食塩相当量 0.68g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいいめかぶをプラスしま
した。 

有機玄米プラス･めかぶ
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33347
大豆

有機玄米(国内産）

エネルギー 320kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 3.0g
炭水化物 69.2g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。有機玄米のみでシンプ
ルに焼き上げました。

玄米このは・プレーン
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33266

有機玄米(国内産）、黒ゴマ（ミャンマー産等）、米油（米：
国内産）、ゴマ油（ゴマ：アフリカ産）、塩（伊豆大島産） 

エネルギー 337.6kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 7.4g
炭水化物 63.8g
食塩相当量 0.51g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。焼きたてに米油とゴ
マ油をスプレーし、海の精
（塩）でうす塩に仕上げま
した。

玄米このは・うす塩味
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33264

有機玄米(国内産）、しょうゆ（小麦：北海道・香川県産、
大豆：福岡県産、塩：オーストラリア産等）、黒ゴマ（ミャン
マー産等）、米油（米：国内産）、ゴマ油（ゴマ：アフリカ産
等） 

エネルギー 306.4kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 3.7g
炭水化物 63.6g
食塩相当量 1.62g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。本醸造醤油で味付け
した、このは形のかわいい
おせんべいです。

玄米このは・しょうゆ味
アリモト

●容量：80ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33265
小麦 大豆

うるち米（国内産）、米油（国内産）、塩（伊豆大島産）、昆布
（北海道産）、鰹節（国内産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。「海
の精」の焼塩を使用した焼
塩煎餅です。

召しませ日本・焼塩煎餅
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×45×250㎜
●商品重量：89g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33109

もち玄米（岡山県産）、塩（伊豆大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。もち
玄米１００％、塩は「海の精」
を使用した素朴な玄米塩
おかきです。

召しませ日本・玄米塩おかき
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×200㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33112

もち玄米（岡山県産）、醤油（大豆：国内産、小麦：国内
産）、砂糖（甜菜：北海道）、昆布（北海道産）、削り節（いわ
し節：国内産、うるめ節：国内産）、発酵調味料、塩（伊豆
大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。もち
玄米１００％のおかきを本
醸造醤油で味付けした玄
米醤油おかきです。

召しませ日本・玄米醤油おかき
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×200㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33113
小麦 大豆

うるち玄米（鳥取県産）、うるち白米（鳥取県産）、塩（伊
豆大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。ご飯
代わりにも食べられるよう
「海の精」でうっすらとし
た塩味に仕上げた玄米ぽ
ん煎餅です。

召しませ日本・玄米ぽん煎餅
アリモト

●容量：７枚　●入数：12
●商品サイズ：140×70×380㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥265（¥286）33115

小麦粉（国内産）、砂糖、卵、黒豆（丹波産）、膨張剤

国産の原料にこだわった
黒豆の香ばしさがきいた
お煎餅です。

召しませ日本・丹波黒豆玉子煎餅
アリモト

●容量：75g　●入数：15
●商品サイズ：150×45×250㎜
●商品重量：85g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33116
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

砂糖（三温糖）、鶏卵（埼玉県産他）、小麦粉（北海道産）、
小豆（北海道産）、黒糖（沖縄産）、含蜜糖（国内産）、みり
ん（甘藷澱粉、醸造アルコール、もち米、米麹）、蜂蜜、寒
天、食塩、重曹

エネルギー 286kcal
たんぱく質 5.4g
脂質 2.3g
炭水化物 61g
ナトリウム 138mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉と黒蜜仕立ての生地と北海道産小
豆あんのしっとりした美味しさの「どら焼」です。

黒蜜どら焼
大興

●容量：１個　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×130×425㎜
●商品重量：60g　●賞：45日

¥110（¥118）33576
卵 小麦

砂糖、小麦粉（埼玉県産他）、小豆（北海道産）、植物油
（なたね油：オーストラリア産他）、鶏卵（国内産）、植物油
脂（菜種油、パーム油、米油）、脱脂粉乳、膨張剤（重曹）

エネルギー 401kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 17g
炭水化物 56.6g
ナトリウム 81mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉を１００％使用
し、あんは北海道産小豆を
使用して揚げ、砂糖をまぶ
さない、甘さをおさえたソ
フトあんドーナツです。 

ソフトあんドーナツ
冬季大興

●容量：８個　●入数：12
●商品サイズ：35×100×240㎜
●商品重量：178g　●賞：40日

¥330（¥356）33236
乳 卵 小麦

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、米油
（国内産）、ゴマ油（ごま：アフリカ産他）、塩（伊豆大島
産）

エネルギー 124.5kcal
たんぱく質 2.28g
脂質 2.31g
炭水化物 24.15g
ナトリウム 97.2mg
食塩相当量 0.25g

栄養成分 １袋あたり

米油と胡麻油を使用して
うすい塩味に仕上げたお
せんべい。１袋で、およそ茶
わん半分の玄米ごはんの
量です。

有機玄米セラピー・うす塩味
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：170×140×20㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33119

有機玄米（国内産）、有機たまり醤油（大豆：中国産）、有
機黒ゴマ（ボリビア産等）、米油（国内産）、ゴマ油（ごま：
アフリカ産他）

エネルギー 111.9kcal
たんぱく質 2.82g
脂質 0.99g
炭水化物 23.43g
ナトリウム 318mg
食塩相当量 0.81g

栄養成分 １袋あたり

有機たまり醤油でコクの
ある味に仕上げたおせん
べい。１袋で、およそ茶わん
半分の玄米ごはんの量で
す。

有機玄米セラピー・たまり醤油味
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33120
大豆

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、塩（伊
豆大島産）

エネルギー 120.9kcal
たんぱく質 2.37g
脂質 1.38g
炭水化物 25.26g
ナトリウム 1.35mg
食塩相当量 0.003g

栄養成分 １袋あたり

玄米・ごま・塩のみで仕上
げた素焼きせんべい。マク
ロビオティックの入門とし
て、またカロリーコントロー
ルにご活用ください。

有機玄米セラピー・素焼き
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥120（¥129）33121

有機玄米（国内産）、有機黒ゴマ（ボリビア産等）、有機た
まり醤油（大豆：中国産）

エネルギー 131.7kcal
たんぱく質 4.32g
脂質 4.89g
炭水化物 18.51g
ナトリウム 177.6mg
食塩相当量 0.45g

栄養成分 １袋あたり

有機玄米１００％の生地に
黒胡麻をたっぷり練り込み
ました。

有機玄米セラピー・黒胡麻
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥140（¥151）33107
大豆

有機玄米（国内産）、有機白ゴマ（エチオピア産等）、有機
たまり醤油（大豆：中国産）

エネルギー 128.1kcal
たんぱく質 3.63g
脂質 3.99g
炭水化物 20.25g
ナトリウム 174mg
食塩相当量 0.44g

栄養成分 １袋あたり

有機玄米１００％の生地に
白胡麻をたっぷり練り込み
ました。

有機玄米セラピー・白胡麻
アリモト

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×20×170㎜
●商品重量：34g　●賞：4ヵ月

¥140（¥151）33108
大豆

有機玄米(国内産)、有機黒胡麻、有機たまり醤油(大豆
を含む) 

エネルギー 175.6kcal
たんぱく質 5.76g
脂質 6.52g
炭水化物 24.68g
糖質 22.2g
食物繊維 2.48g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいい黒胡麻をプラスしま
した。 

有機玄米プラス･黒胡麻
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33345
大豆

有機玄米(国内産)、有機たまり醤油(大豆を含む)、有機
黒胡麻、有機キヌア、有機チアシード 

エネルギー 152kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 1.44g
炭水化物 32.44g
糖質 30.28g
食物繊維 2.16g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいいキヌアとチアシード
をプラスしました。 

有機玄米プラス･キヌア＆チアシード
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33346
大豆

有機玄米(国内産)、有機たまり醤油(大豆を含む)、有機
黒胡麻、めかぶ 

エネルギー 151.2kcal
たんぱく質 3.36g
脂質 1.32g
炭水化物 32.36g
糖質 30.6g
食物繊維 1.76g
食塩相当量 0.68g

栄養成分 １袋あたり

カラダにうれしい有機玄
米のおせんべいに、カラダ
にいいめかぶをプラスしま
した。 

有機玄米プラス･めかぶ
アリモト

●容量：40ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×215×20㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥200（¥216）33347
大豆

有機玄米(国内産）

エネルギー 320kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 3.0g
炭水化物 69.2g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。有機玄米のみでシンプ
ルに焼き上げました。

玄米このは・プレーン
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33266

有機玄米(国内産）、黒ゴマ（ミャンマー産等）、米油（米：
国内産）、ゴマ油（ゴマ：アフリカ産）、塩（伊豆大島産） 

エネルギー 337.6kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 7.4g
炭水化物 63.8g
食塩相当量 0.51g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。焼きたてに米油とゴ
マ油をスプレーし、海の精
（塩）でうす塩に仕上げま
した。

玄米このは・うす塩味
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33264

有機玄米(国内産）、しょうゆ（小麦：北海道・香川県産、
大豆：福岡県産、塩：オーストラリア産等）、黒ゴマ（ミャン
マー産等）、米油（米：国内産）、ゴマ油（ゴマ：アフリカ産
等） 

エネルギー 306.4kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 3.7g
炭水化物 63.6g
食塩相当量 1.62g

栄養成分 １袋（80g）あたり

国産有機玄米100％使
用。本醸造醤油で味付け
した、このは形のかわいい
おせんべいです。

玄米このは・しょうゆ味
アリモト

●容量：80ｇ　●入数：20
●商品サイズ：180×250×40㎜
●商品重量：90g　●賞：4ヵ月

¥260（¥280）33265
小麦 大豆

うるち米（国内産）、米油（国内産）、塩（伊豆大島産）、昆布
（北海道産）、鰹節（国内産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。「海
の精」の焼塩を使用した焼
塩煎餅です。

召しませ日本・焼塩煎餅
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×45×250㎜
●商品重量：89g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33109

もち玄米（岡山県産）、塩（伊豆大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。もち
玄米１００％、塩は「海の精」
を使用した素朴な玄米塩
おかきです。

召しませ日本・玄米塩おかき
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×200㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33112

もち玄米（岡山県産）、醤油（大豆：国内産、小麦：国内
産）、砂糖（甜菜：北海道）、昆布（北海道産）、削り節（いわ
し節：国内産、うるめ節：国内産）、発酵調味料、塩（伊豆
大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。もち
玄米１００％のおかきを本
醸造醤油で味付けした玄
米醤油おかきです。

召しませ日本・玄米醤油おかき
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×200㎜
●商品重量：58g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33113
小麦 大豆

うるち玄米（鳥取県産）、うるち白米（鳥取県産）、塩（伊
豆大島産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。ご飯
代わりにも食べられるよう
「海の精」でうっすらとし
た塩味に仕上げた玄米ぽ
ん煎餅です。

召しませ日本・玄米ぽん煎餅
アリモト

●容量：７枚　●入数：12
●商品サイズ：140×70×380㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥265（¥286）33115

小麦粉（国内産）、砂糖、卵、黒豆（丹波産）、膨張剤

国産の原料にこだわった
黒豆の香ばしさがきいた
お煎餅です。

召しませ日本・丹波黒豆玉子煎餅
アリモト

●容量：75g　●入数：15
●商品サイズ：150×45×250㎜
●商品重量：85g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33116
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料
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ハラール関連商品

米（兵庫県但馬産50％、国内産50％）、醤油（大豆：福岡
県産、小麦：北海道、香川県産、塩：オーストラリア産等）、
砂糖（甜菜：北海道産）、水あめ（北海道・カナダ産）、昆布
（北海道産）、鰹節（鹿児島県産）、寒天（国内産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。素朴
でこだわりの醤油であっさ
り味つけした一口サイズ
のお煎餅です。 

召しませ日本・島醤油煎餅
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×40×225㎜
●商品重量：89g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33102
小麦 大豆

うるち米（国産山田錦）、米油、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」
を１００％使用し、添加物を
使わず体にやさしいお煎
餅に仕上げました。袋入り
のお徳用サイズです。

無添加・山田錦せんべい袋入・塩
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：330×210×100㎜
●商品重量：140g　●賞：120日

¥500（¥540）33106 魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂糖
（甜菜：北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤
（イワシ：国内産、食塩）、昆布だし（昆布：北海道産）、か
つおだし（かつお：国内産）

エネルギー 236kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 16.3g
炭水化物 18.6g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・プレーン
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33667

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂
糖（甜菜：北海道産）、あおさ（粉末）（国内産）、食塩、魚粉
（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国内産、食塩）、昆布
だし（昆布：北海道産）、かつおだし（かつお：国内産）

エネルギー 217kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 12.8g
炭水化物 21.2g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・あおさ
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33668

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、甘え
び（頭・殻粉末：国内産）、砂糖（甜菜：北海道産）、食塩、魚
粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国内産、食塩）、昆
布だし（昆布：北海道産）、かつおだし（かつお：国内産）

エネルギー 235kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 16.3g
炭水化物 17.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・甘えび
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33669
えび

魚肉すり身（タラ：国内産、のどぐろ（アカムツ）：国内産、
砂糖（甜菜：北海道産））、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：北海道
産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂糖（甜菜：
北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワ
シ：国内産、食塩）、昆布だし（昆布：北海道産）、かつおだし
（かつお：国内産）

エネルギー 215kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 11.9g
炭水化物 22.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の「のどぐろ」を使用。魚のうま味
が詰まったチップスです。魚肉を主原
料に自社製造したお魚のチップスで
す。酸化防止剤、保存料、リン酸塩、う
ま味調味料、香料は使用しておりま
せん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・のどぐろ入り
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×35㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥270（¥292）33758

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、かぼ
ちゃペースト（北海道産等）、米粉（島根県産）、砂糖（甜
菜：北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イ
ワシ：国内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし
（国内産）

エネルギー 202kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 9.9g
炭水化物 23.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風
味と魚のうま味！魚肉は国内産
100%。島根県産「きぬむすめ」米
粉入り。酸化防止剤、リン酸塩、う
ま味調味料、香料無添加。国内産
かぼちゃのペーストを使用。

米粉入りお魚チップスかぼちゃ
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33664

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、米粉
（島根県産）、オニオンソテー（国内産）、砂糖（甜菜：北海
道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国
内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし（国内産）

エネルギー 212kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 11.6g
炭水化物 22.2g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風味と
魚のうま味！魚肉は国内産100%。島
根県産「きぬむすめ」米粉入り。酸化
防止剤、リン酸塩、うま味調味料、香
料無添加。国内産玉ねぎを30%まで
ソテーしたオニオンソテーを使用。

米粉入りお魚チップスオニオン
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33665

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、ほう
れん草ペースト（国内産）、米粉（島根県産）、砂糖（甜菜：
北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワ
シ：国内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし（国
内産）

エネルギー 198kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 9.1g
炭水化物 23.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風
味と魚のうま味！魚肉は国内産
100%。島根県産「きぬむすめ」米
粉入り。酸化防止剤、リン酸塩、う
ま味調味料、香料無添加。国内産
のほうれん草ペーストを使用。

米粉入りお魚チップスほうれん草
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33666

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（北海道製造）

エネルギー 336kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 22.7g
炭水化物 31.6g
   糖質 28.2g
   食物繊維 3.4g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 60gあたり

原材料の産地にこだわり、
「国産じゃがいも」、「北海
道産オホーツクの塩」、「国
産米油」だけでしあげたポ
テトチップスです。 

純国産ポテトチップス・うすしお味
ノースカラーズ

●容量：６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：70g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33558

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、黒ごま（国産）、食塩（国内製造）

エネルギー 280kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 18.7g
炭水化物 26.4g
   糖質 23.6g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 50gあたり

貴重な国産黒ごまを使用
した、他にはない贅沢なポ
テトチップスです。黒ごま
の香りと風味、後味にこだ
わって仕上げました。ごま
好きの方にはたまらない
逸品です。

純国産ポテトチップス・黒ごま
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33482

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（国内製造）、柚子粉末（柚子（国産））、昆
布（日高産）、鰹節（かつお（国産））

エネルギー 284kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 17.7g
炭水化物 30.2g
   糖質 27.4g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 53gあたり

原材料の産地にこだわっ
たポテトチップスに「国産
柚子粉末」をまぶし、昆布
と鰹節で和風に仕上げま
した。 

純国産ポテトチップス・柚子
ノースカラーズ

●容量：５３ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：63g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33478

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（国内製造）、焼のり（のり（国産））

エネルギー 319kcal
たんぱく質 2.5g
脂質 23.2g
炭水化物 26.5g
   糖質 23.4g
   食物繊維 3.1g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 55gあたり

国産のじゃがいもをこめ油
でパリッと揚げ、塩と焼の
りでシンプルに味付けしま
した。焼のりの良い風味と
こめ油の上品な香りが口
の中に広がります。

純国産ポテトチップスのり塩
ノースカラーズ

●容量：55ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×65×195㎜
●商品重量：63g　●賞：１２０日

¥170（¥184）33491

とうもろこし(北海道産・遺伝子組換えでない）、こめ油
（米(国産））、食塩(北海道製造）

エネルギー 266kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 14.5g
炭水化物 29.7g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 50gあたり

国産原料にこだわったポッ
プコーン。国産「米油」、北
海道産「オホーツクの塩」
を使用し、あっさりうす塩
味に仕上げました。

純国産北海道ポップコーン
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×70×230㎜
●商品重量：55g　●賞：１２０日

¥200（¥216）33727

うるち米（北海道産）、米粉（米（国産））、醤油（大豆（北海
道産）、小麦（北海道産）、食塩（国内製造））、てん菜糖（て
ん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））

エネルギー 57kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.1g
炭水化物 13.2g
   糖質 13.1g
   食物繊維 0.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 15gあたり

北海道産のうるち米など、国産原
料のみを使用した純国産のソフト
せんべい。味付けは大豆も小麦
も北海道産のものを使用した国
産醤油と北海道産の砂糖大根糖
で、やさしい味に仕上げました。

北海道米の甘だれ醤油せんべい
ノースカラーズ

●容量：１５ｇ×５袋　●入数：12
●商品サイズ：190×35×300㎜
●商品重量：85g　●賞：１２０日

¥250（¥270）33688
小麦 大豆

うるち米（北海道産）、米粉（米（国産））、にんじん、（北
海道産）、かぼちゃ（北海道産）、こめ油（米（国産））、食塩
（北海道製造）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 1.0g
炭水化物 12.5g
   糖質 12.3g
   食物繊維 0.2g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 15gあたり

北海道産のうるち米など、国産原料の
みを使用した純国産のソフトせんべい。
野菜嫌いのお子さまでも食べられるよ
う、北海道産のにんじんとかぼちゃを
練りこみ、油酔いのしにくい米油を使用
し、サクッと軽い食感に仕上げました。

北海道米の野菜せんべい
ノースカラーズ

●容量：１５ｇ×５袋　●入数：12
●商品サイズ：190×35×300㎜
●商品重量：85g　●賞：１２０日

¥250（¥270）33689

もち米（北海道産）、こめ油（米（北海道産））、とうもろこ
し粉末（とうもろこし（北海道産・遺伝子組み換えでな
い））、食塩（北海道製造） 

エネルギー 289kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 19.0g
炭水化物 26.4g
   糖質 26.4g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（50g）あたり

北海道産のとうもろこしの
甘みを凝縮させた無添加
のおかきです。北海道のも
ち米ととうもろこし、米油
を使用している為、上品な
味わいに仕上がっていま
す。

純国産北海道おかき とうもろこし
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：194×124×25㎜
●商品重量：56g　●賞：１２０日

¥230（¥248）33756

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））

エネルギー 506kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 26.2g
炭水化物 68.3g
   糖質 64.8g
   食物繊維 3.5g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のさつまいもの量
を可能な限り増やし、糖蜜
の割合を減らすことで、硬
すぎず柔らかすぎずのちょ
うどいい食感に仕上げて
います。

純国産芋けんぴ
ノースカラーズ

●容量：１７０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×148×35㎜
●商品重量：176g　●賞：120日

¥220（¥237）33676

page 101-110.indd   101-102 2019/09/12   18:32



101 102

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米（兵庫県但馬産50％、国内産50％）、醤油（大豆：福岡
県産、小麦：北海道、香川県産、塩：オーストラリア産等）、
砂糖（甜菜：北海道産）、水あめ（北海道・カナダ産）、昆布
（北海道産）、鰹節（鹿児島県産）、寒天（国内産）

国内産の原料で作った「召
しませ日本」シリーズ。素朴
でこだわりの醤油であっさ
り味つけした一口サイズ
のお煎餅です。 

召しませ日本・島醤油煎餅
アリモト

●容量：８０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：180×40×225㎜
●商品重量：89g　●賞：4ヵ月

¥265（¥286）33102
小麦 大豆

うるち米（国産山田錦）、米油、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」
を１００％使用し、添加物を
使わず体にやさしいお煎
餅に仕上げました。袋入り
のお徳用サイズです。

無添加・山田錦せんべい袋入・塩
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：330×210×100㎜
●商品重量：140g　●賞：120日

¥500（¥540）33106 魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂糖
（甜菜：北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤
（イワシ：国内産、食塩）、昆布だし（昆布：北海道産）、か
つおだし（かつお：国内産）

エネルギー 236kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 16.3g
炭水化物 18.6g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・プレーン
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33667

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂
糖（甜菜：北海道産）、あおさ（粉末）（国内産）、食塩、魚粉
（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国内産、食塩）、昆布
だし（昆布：北海道産）、かつおだし（かつお：国内産）

エネルギー 217kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 12.8g
炭水化物 21.2g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・あおさ
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33668

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、甘え
び（頭・殻粉末：国内産）、砂糖（甜菜：北海道産）、食塩、魚
粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国内産、食塩）、昆
布だし（昆布：北海道産）、かつおだし（かつお：国内産）

エネルギー 235kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 16.3g
炭水化物 17.8g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の魚を使用、魚のうま味が詰
まったチップスです。魚肉を主原料に
自社製造したお魚のチップスです。
酸化防止剤、保存料、リン酸塩、うま
味調味料、香料は使用しておりませ
ん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・甘えび
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥250（¥270）33669
えび

魚肉すり身（タラ：国内産、のどぐろ（アカムツ）：国内産、
砂糖（甜菜：北海道産））、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：北海道
産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、砂糖（甜菜：
北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワ
シ：国内産、食塩）、昆布だし（昆布：北海道産）、かつおだし
（かつお：国内産）

エネルギー 215kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 11.9g
炭水化物 22.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

国産の「のどぐろ」を使用。魚のうま味
が詰まったチップスです。魚肉を主原
料に自社製造したお魚のチップスで
す。酸化防止剤、保存料、リン酸塩、う
ま味調味料、香料は使用しておりま
せん。小麦粉不使用のチップスです。

お魚チップス・のどぐろ入り
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×35㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥270（¥292）33758

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、かぼ
ちゃペースト（北海道産等）、米粉（島根県産）、砂糖（甜
菜：北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イ
ワシ：国内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし
（国内産）

エネルギー 202kcal
たんぱく質 4.9g
脂質 9.9g
炭水化物 23.4g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風
味と魚のうま味！魚肉は国内産
100%。島根県産「きぬむすめ」米
粉入り。酸化防止剤、リン酸塩、う
ま味調味料、香料無添加。国内産
かぼちゃのペーストを使用。

米粉入りお魚チップスかぼちゃ
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33664

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、米粉
（島根県産）、オニオンソテー（国内産）、砂糖（甜菜：北海
道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワシ：国
内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし（国内産）

エネルギー 212kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 11.6g
炭水化物 22.2g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風味と
魚のうま味！魚肉は国内産100%。島
根県産「きぬむすめ」米粉入り。酸化
防止剤、リン酸塩、うま味調味料、香
料無添加。国内産玉ねぎを30%まで
ソテーしたオニオンソテーを使用。

米粉入りお魚チップスオニオン
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33665

魚肉すり身（魚肉：国内産、砂糖）、馬鈴薯澱粉（馬鈴薯：
北海道産）、食用なたね油（菜種：オーストラリア産）、ほう
れん草ペースト（国内産）、米粉（島根県産）、砂糖（甜菜：
北海道産）、食塩、魚粉（アジ：国内産、食塩）、魚醤（イワ
シ：国内産、食塩）、昆布だし（北海道産）、かつおだし（国
内産）

エネルギー 198kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 9.1g
炭水化物 23.7g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 １袋（40g）あたり

パリッと米粉の新食感！野菜の風
味と魚のうま味！魚肉は国内産
100%。島根県産「きぬむすめ」米
粉入り。酸化防止剤、リン酸塩、う
ま味調味料、香料無添加。国内産
のほうれん草ペーストを使用。

米粉入りお魚チップスほうれん草
別所蒲鉾

●容量：４０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×160×65㎜
●商品重量：45g　●賞：4ヵ月

¥260（¥281）33666

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（北海道製造）

エネルギー 336kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 22.7g
炭水化物 31.6g
   糖質 28.2g
   食物繊維 3.4g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 60gあたり

原材料の産地にこだわり、
「国産じゃがいも」、「北海
道産オホーツクの塩」、「国
産米油」だけでしあげたポ
テトチップスです。 

純国産ポテトチップス・うすしお味
ノースカラーズ

●容量：６０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：70g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33558

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、黒ごま（国産）、食塩（国内製造）

エネルギー 280kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 18.7g
炭水化物 26.4g
   糖質 23.6g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 50gあたり

貴重な国産黒ごまを使用
した、他にはない贅沢なポ
テトチップスです。黒ごま
の香りと風味、後味にこだ
わって仕上げました。ごま
好きの方にはたまらない
逸品です。

純国産ポテトチップス・黒ごま
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：60g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33482

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（国内製造）、柚子粉末（柚子（国産））、昆
布（日高産）、鰹節（かつお（国産））

エネルギー 284kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 17.7g
炭水化物 30.2g
   糖質 27.4g
   食物繊維 2.8g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 53gあたり

原材料の産地にこだわっ
たポテトチップスに「国産
柚子粉末」をまぶし、昆布
と鰹節で和風に仕上げま
した。 

純国産ポテトチップス・柚子
ノースカラーズ

●容量：５３ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×195×65㎜
●商品重量：63g　●賞：4ヵ月

¥170（¥184）33478

じゃがいも（国産・遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、食塩（国内製造）、焼のり（のり（国産））

エネルギー 319kcal
たんぱく質 2.5g
脂質 23.2g
炭水化物 26.5g
   糖質 23.4g
   食物繊維 3.1g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 55gあたり

国産のじゃがいもをこめ油
でパリッと揚げ、塩と焼の
りでシンプルに味付けしま
した。焼のりの良い風味と
こめ油の上品な香りが口
の中に広がります。

純国産ポテトチップスのり塩
ノースカラーズ

●容量：55ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×65×195㎜
●商品重量：63g　●賞：１２０日

¥170（¥184）33491

とうもろこし(北海道産・遺伝子組換えでない）、こめ油
（米(国産））、食塩(北海道製造）

エネルギー 266kcal
たんぱく質 4.2g
脂質 14.5g
炭水化物 29.7g
食塩相当量 0.7g

栄養成分 50gあたり

国産原料にこだわったポッ
プコーン。国産「米油」、北
海道産「オホーツクの塩」
を使用し、あっさりうす塩
味に仕上げました。

純国産北海道ポップコーン
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×70×230㎜
●商品重量：55g　●賞：１２０日

¥200（¥216）33727

うるち米（北海道産）、米粉（米（国産））、醤油（大豆（北海
道産）、小麦（北海道産）、食塩（国内製造））、てん菜糖（て
ん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））

エネルギー 57kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.1g
炭水化物 13.2g
   糖質 13.1g
   食物繊維 0.1g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 15gあたり

北海道産のうるち米など、国産原
料のみを使用した純国産のソフト
せんべい。味付けは大豆も小麦
も北海道産のものを使用した国
産醤油と北海道産の砂糖大根糖
で、やさしい味に仕上げました。

北海道米の甘だれ醤油せんべい
ノースカラーズ

●容量：１５ｇ×５袋　●入数：12
●商品サイズ：190×35×300㎜
●商品重量：85g　●賞：１２０日

¥250（¥270）33688
小麦 大豆

うるち米（北海道産）、米粉（米（国産））、にんじん、（北
海道産）、かぼちゃ（北海道産）、こめ油（米（国産））、食塩
（北海道製造）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 1.0g
炭水化物 12.5g
   糖質 12.3g
   食物繊維 0.2g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 15gあたり

北海道産のうるち米など、国産原料の
みを使用した純国産のソフトせんべい。
野菜嫌いのお子さまでも食べられるよ
う、北海道産のにんじんとかぼちゃを
練りこみ、油酔いのしにくい米油を使用
し、サクッと軽い食感に仕上げました。

北海道米の野菜せんべい
ノースカラーズ

●容量：１５ｇ×５袋　●入数：12
●商品サイズ：190×35×300㎜
●商品重量：85g　●賞：１２０日

¥250（¥270）33689

もち米（北海道産）、こめ油（米（北海道産））、とうもろこ
し粉末（とうもろこし（北海道産・遺伝子組み換えでな
い））、食塩（北海道製造） 

エネルギー 289kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 19.0g
炭水化物 26.4g
   糖質 26.4g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 １袋（50g）あたり

北海道産のとうもろこしの
甘みを凝縮させた無添加
のおかきです。北海道のも
ち米ととうもろこし、米油
を使用している為、上品な
味わいに仕上がっていま
す。

純国産北海道おかき とうもろこし
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：194×124×25㎜
●商品重量：56g　●賞：１２０日

¥230（¥248）33756

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））

エネルギー 506kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 26.2g
炭水化物 68.3g
   糖質 64.8g
   食物繊維 3.5g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 100gあたり

国内産のさつまいもの量
を可能な限り増やし、糖蜜
の割合を減らすことで、硬
すぎず柔らかすぎずのちょ
うどいい食感に仕上げて
います。

純国産芋けんぴ
ノースカラーズ

●容量：１７０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：248×148×35㎜
●商品重量：176g　●賞：120日

¥220（¥237）33676
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない）） 

エネルギー 429kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 11.3g
炭水化物 81.1g
   糖質 72.5g
   食物繊維 8.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産にこだわった純国
産シリーズです。薄くスラ
イスした九州産さつま芋
を、パリッとした食感に仕
上げました。

純国産さつま芋ちっぷ
ノースカラーズ

●容量：150ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×194×40㎜
●商品重量：155g　●賞：１２０日

¥220（¥237）33753

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、食塩（北海道製
造）

エネルギー 494kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 23.8g
炭水化物 69.6g
   糖質 66.3g
   食物繊維 3.3g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産「オホーツクの塩」を
100％使用しています。甘い芋
けんぴに高品質の食塩をまぶす
事で、より上品に甘さを引き立て
ました。他にはない甘じょっぱさ
が絶妙な仕上がりになりました。

純国産塩けんぴ
ノースカラーズ

●容量：１２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：255×165×30㎜
●商品重量：130g　●賞：90日

¥220（¥237）33768
小麦粉（小麦（北海道産））、黒糖（さとうきび（沖縄県
産））、こめ油（米（国産））、水あめ（国内製造）、てん菜糖
（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、全粉乳
（生乳（北海道産））、酵母（国内製造）、食塩（北海道製
造）

エネルギー 445kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 18.9g
炭水化物 61.8g
   糖質 60.5g
   食物繊維 1.3g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100gあたり

北海道産小麦粉と沖縄県産黒糖を
合わせた、他にはない無添加のかり
んとうです。沖縄県産黒糖ならでは
の独特な甘みを引き立たせるため
に試行錯誤して出来た逸品です。

純国産北海道かりんとう
ノースカラーズ

●容量：130ｇ　●入数：12
●商品サイズ：271×170×30㎜
●商品重量：135g　●賞：90日

¥220（¥237）33772
乳 小麦

てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、
小麦粉（小麦（北海道産））、こめ油（米（国産））、きな粉
（大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない））、水あめ（国
内製造）、大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない）、酵母
（国内製造） 

エネルギー 499kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 24.4g
炭水化物 63.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

生地に北海道産ひき割り
大豆、蜜に北海道産きなこ
を混ぜた“大豆を感じる”か
りんとうです。五度揚げ製
法で程よい食感。 

純国産北海道きなこかりんとう
ノースカラーズ

●容量：115ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×155×40㎜
●商品重量：122g　●賞：90日

¥220（¥237）33754
小麦 大豆

小麦粉（小麦（北海道産））、てん菜糖（てん菜（北海道産・
遺伝子組み換えでない））、米油（米（国産））、水あめ（国
内製造）、食塩（北海道製造）、あおさ（国産）、酵母（国内
製造） 

エネルギー 491kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 23.5g
炭水化物 61.3g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の食塩「オホーツ
クの塩」と国産の「あおさ」
を使用した、サクサク食感
のパイ生地かりんとうで
す。あおさの香ばしさと口
当たりの良い甘さに仕上
げました。

純国産北海道のりかりんとう
ノースカラーズ

●容量：１０５g　●入数：12
●商品サイズ：250×150×30㎜
●商品重量：115g　●賞：90日

¥220（¥237）33777
小麦

きな粉（大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない））、水あ
め（国内製造）、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み
換えでない））、もち米（国産）、食塩（北海道製造）、こめ油
（米（国産））

エネルギー 390kcal
たんぱく質 18.2g
脂質 12.9g
炭水化物 56.7g
   糖質 48.1g
   食物繊維 8.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産大豆のきなこを
水あめで練り上げ、オホー
ツク海の塩で味付けしま
した。懐かしいけど新しい、
くせになる味です。 

純国産北海道きなこねじり
ノースカラーズ

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×135×25㎜
●商品重量：120g　●賞：90日

¥230（¥248）33776
大豆

大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない）、黒大豆（北海
道産・遺伝子組み換えでない）、昆布（北海道産）

エネルギー 286kcal
たんぱく質 24.2g
脂質 13.2g
炭水化物 20.4g
   糖質 7.9g
   食物繊維 12.5g
食塩相当量 0.2g
イソフラボン 94.5mg

栄養成分 １袋（70g）あたり

香ばしくローストした北海道産の
２色の大豆を、北の海の旨さが
凝縮された北海道産の焼き昆布
と合わせました。油・食塩・添加物
不使用です。素材の味とサクサ
ク食感をお楽しみください。

純国産北海道２色の煎り大豆
ノースカラーズ

●容量：７０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：225×135×20㎜
●商品重量：80g　●賞：210日

¥220（¥237）33680
大豆

大豆（光黒大豆（北海道十勝産・遺伝子組み換えでな
い））、てん菜糖（北海道産・遺伝子組み換えでない）

エネルギー 340kcal
たんぱく質 12.6g
脂質 7.2g
炭水化物 58.7g
   糖質 53.6g
   食物繊維 5.1g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋（95g）あたり

北海道産黒大豆の風味にこ
だわった無添加の甘納豆で
す。あえて薄い砂糖蜜に漬
け込み、温風乾燥機でじっく
りと手間をかけて乾燥を行
うことで、豆の風味を最大
限に引き立たせています。

純国産北海道黒豆の甘納豆
ノースカラーズ

●容量：95ｇ　●入数：10
●商品サイズ：230×140×30㎜
●商品重量：105g　●賞：90日

¥310（¥334）33771
大豆

小麦粉（小麦（北海道産））、バター（生乳（北海道産））、て
ん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、卵
（北海道産）、食塩（北海道製造）

エネルギー 483kcal
たんぱく質 6.5g
脂質 19.4g
炭水化物 70.5g
   糖質 68.9g
   食物繊維 1.6g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

バターを全重量のうち20.8%と
たっぷり使用した、バターが香る
バタークッキーです。北海道産に
こだわったシンプルな材料がクッ
キーの風味を引き立てます。マー
ガリン・ショートニング不使用。

純国産北海道バタークッキー
ノースカラーズ

●容量：２枚×５包　●入数：20
●商品サイズ：210×25×165㎜
●商品重量：70g　●賞：180日

¥280（¥302）33687
乳 卵 小麦

ばれいしょでん粉（ばれいしょ（北海道産・遺伝子組み換
えでない））、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換
えでない））、水あめ（国内製造）、卵（北海道産）、脱脂粉
乳（生乳（北海道産））、全粉乳（生乳（北海道産））、かぼ
ちゃ粉末（かぼちゃ（北海道産））、ほうれん草粉末（ほう
れん草（北海道産））

エネルギー 371kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.7g
炭水化物 80.1g
   糖質 80.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

子供が楽しく食べられる３色
ボーロ。かぼちゃ、ホウレンソウ、
ミルクの３色タイプで、見た目に
も楽しい商品です。水あめ以外
は全て北海道産原料を使用。

純国産北海道ぼーろ
ノースカラーズ

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×228㎜
●商品重量：105g　●賞：１８０日

¥210（¥226）33673
乳 卵

てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、
水あめ（国内製造）、はちみつ（北海道産）、ハッカオイル
（ハッカ（北海道産）） 

エネルギー 297kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 73.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 1袋（75g）あたり

北海道産のはちみつとミン
トを使用したのど飴です。
無添加で国産原料のみを
使用しております。ほんの
り甘いはちみつとすっきり
としたミントの味わいが絶
妙です。

純国産北海道はちみつミントのど飴
ノースカラーズ

●容量：７５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：145×30×205㎜
●商品重量：80g　●賞：365日

¥220（¥237）33757

水あめ（国内製造）、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子
組み換えでない））、食塩（北海道製造） 

エネルギー 292kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 72.8g
食塩相当量 0.75g
マグネシウム 25.2mg
カルシウム 8.4mg

栄養成分 1袋（75g）あたり

北海道産てんさい糖の優
しい甘みと、日本最北端宗
谷海峡の宗谷の塩が合わ
さり、まろやかな優しい塩
あめに仕上がりました。

純国産塩あめ
ノースカラーズ

●容量：７５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×143×25㎜
●商品重量：80g　●賞：365日

¥220（¥237）33770

ほたて貝ひも(北海道産)、てん菜糖(てん菜（北海道産・
遺伝子組換えでない）)、食塩(国内製造)、昆布だし（昆
布(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし
（しいたけ(国産)）、さんま魚醤（さんま(北海道産)、食塩
（国内製造）、米麹（米（国産)）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 39.9g
脂質 0.9g
炭水化物 37.6g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 100gあたり

国産天然だしで上品に味
付けをした、無添加のホタ
テ貝ひもです。しっかりと
天然だしがしみ込んでいる
為、噛めば噛むほど素材の
味を感じる事が出来ます。

純国産北海道ホタテ貝ひも
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×178×15㎜
●商品重量：60g　●賞：120日

¥540（¥583）33781

いか(北海道産)、てん菜糖（(北海道産・遺伝子組換え
でない)）、食塩(国内製造)、さんま魚醤（さんま(北海道
産)、食塩（国内製造）、米麹（米（国産））、昆布だし（昆布
(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし
（しいたけ(国産)）

エネルギー 264kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 2.5g
炭水化物 14.0g
食塩相当量 3.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産のいかをボイル
する事でより一層の柔ら
かさを生み出し、味を染み
込ませるために１５０時間
寝かせているこだわりの
逸品です。

純国産北海道皮付さきいか
ノースカラーズ

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：252×165×10㎜
●商品重量：50g　●賞：120日

¥540（¥583）33782

鮭(北海道産)、てん菜糖（てん菜(北海道産・遺伝子組み
換えでない)）、食塩(国内製造)、昆布だし（昆布(北海道
産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし（しいた
け(国産)）、さんま魚醤（さんま(北海道産)、食塩（国内製
造）、米麹（米（国産））、米黒酢（玄米(国産)）

エネルギー 291kcal
たんぱく質 51.8g
脂質 4.3g
炭水化物 11.3g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

北海道産の鮭を添加物を
使用せずに天然だしだけ
で味付けしました。柔らか
い食感と上品な旨みが特
徴です。

純国産北海道鮭とば
ノースカラーズ

●容量：４２ｇ　●入数：12
●商品サイズ：255×165×20㎜
●商品重量：62g　●賞：１２０日

¥520（¥561）33685

昆布(北海道産)、てん菜糖（てん菜(北海道産・遺伝子組
み換えでない)）、米黒酢（玄米(国産)）、さんま魚醤（さん
ま(北海道産)、食塩（国内製造）、米麹（米（国産））、昆布
だし（昆布(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しい
たけだし（しいたけ(国産)）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 0.1g
炭水化物 82.7g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 100gあたり

北海道棹前産の昆布を、
天然だしで味付けした、贅
沢な逸品です。パリパリ食
感が特徴的なスナック感
覚で楽しめる昆布です。

純国産北海道パリポリ昆布
ノースカラーズ

●容量：３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：275×180×20㎜
●商品重量：45g　●賞：１２０日

¥520（¥561）33677

さつまいも（北海道産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.8g
炭水化物 83.5g
   糖質 75.9g
   食物繊維 7.6g
ナトリウム 17mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

糖度13度以上の北海道
産ほしいも使用。特殊技術
によりさつまいもの黄金色
がきれいに残っています。

北海道のほしいも
ノースカラーズ

●容量：１００ｇ　●入数：96
●商品サイズ：258×150×20㎜
●商品重量：114g　●賞：180日

¥550（¥594）33470
水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、有機抹茶、
緑茶抽出物（カテキン）、こんにゃく粉、レシチン（大豆由
来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 83.1g
ナトリウム 4.5mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培茶を使用した、風
味豊かなひとくちサイズの
ゼリーです。コクと風味豊
かな濃茶味 に仕上げまし
た。

抹茶ゼリー・濃茶の旨み
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33143
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない）） 

エネルギー 429kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 11.3g
炭水化物 81.1g
   糖質 72.5g
   食物繊維 8.6g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国内産にこだわった純国
産シリーズです。薄くスラ
イスした九州産さつま芋
を、パリッとした食感に仕
上げました。

純国産さつま芋ちっぷ
ノースカラーズ

●容量：150ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×194×40㎜
●商品重量：155g　●賞：１２０日

¥220（¥237）33753

さつまいも（九州産）、こめ油（米（国産））、てん菜糖（てん
菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、食塩（北海道製
造）

エネルギー 494kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 23.8g
炭水化物 69.6g
   糖質 66.3g
   食物繊維 3.3g
食塩相当量 0.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産「オホーツクの塩」を
100％使用しています。甘い芋
けんぴに高品質の食塩をまぶす
事で、より上品に甘さを引き立て
ました。他にはない甘じょっぱさ
が絶妙な仕上がりになりました。

純国産塩けんぴ
ノースカラーズ

●容量：１２５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：255×165×30㎜
●商品重量：130g　●賞：90日

¥220（¥237）33768
小麦粉（小麦（北海道産））、黒糖（さとうきび（沖縄県
産））、こめ油（米（国産））、水あめ（国内製造）、てん菜糖
（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、全粉乳
（生乳（北海道産））、酵母（国内製造）、食塩（北海道製
造）

エネルギー 445kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 18.9g
炭水化物 61.8g
   糖質 60.5g
   食物繊維 1.3g
食塩相当量 0.2g

栄養成分 100gあたり

北海道産小麦粉と沖縄県産黒糖を
合わせた、他にはない無添加のかり
んとうです。沖縄県産黒糖ならでは
の独特な甘みを引き立たせるため
に試行錯誤して出来た逸品です。

純国産北海道かりんとう
ノースカラーズ

●容量：130ｇ　●入数：12
●商品サイズ：271×170×30㎜
●商品重量：135g　●賞：90日

¥220（¥237）33772
乳 小麦

てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、
小麦粉（小麦（北海道産））、こめ油（米（国産））、きな粉
（大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない））、水あめ（国
内製造）、大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない）、酵母
（国内製造） 

エネルギー 499kcal
たんぱく質 5.8g
脂質 24.4g
炭水化物 63.5g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

生地に北海道産ひき割り
大豆、蜜に北海道産きなこ
を混ぜた“大豆を感じる”か
りんとうです。五度揚げ製
法で程よい食感。 

純国産北海道きなこかりんとう
ノースカラーズ

●容量：115ｇ　●入数：12
●商品サイズ：250×155×40㎜
●商品重量：122g　●賞：90日

¥220（¥237）33754
小麦 大豆

小麦粉（小麦（北海道産））、てん菜糖（てん菜（北海道産・
遺伝子組み換えでない））、米油（米（国産））、水あめ（国
内製造）、食塩（北海道製造）、あおさ（国産）、酵母（国内
製造） 

エネルギー 491kcal
たんぱく質 6.2g
脂質 23.5g
炭水化物 61.3g
食塩相当量 1.0g

栄養成分 100gあたり

北海道産の食塩「オホーツ
クの塩」と国産の「あおさ」
を使用した、サクサク食感
のパイ生地かりんとうで
す。あおさの香ばしさと口
当たりの良い甘さに仕上
げました。

純国産北海道のりかりんとう
ノースカラーズ

●容量：１０５g　●入数：12
●商品サイズ：250×150×30㎜
●商品重量：115g　●賞：90日

¥220（¥237）33777
小麦

きな粉（大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない））、水あ
め（国内製造）、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み
換えでない））、もち米（国産）、食塩（北海道製造）、こめ油
（米（国産））

エネルギー 390kcal
たんぱく質 18.2g
脂質 12.9g
炭水化物 56.7g
   糖質 48.1g
   食物繊維 8.6g
食塩相当量 1.5g

栄養成分 100gあたり

北海道産大豆のきなこを
水あめで練り上げ、オホー
ツク海の塩で味付けしま
した。懐かしいけど新しい、
くせになる味です。 

純国産北海道きなこねじり
ノースカラーズ

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：220×135×25㎜
●商品重量：120g　●賞：90日

¥230（¥248）33776
大豆

大豆（北海道産・遺伝子組み換えでない）、黒大豆（北海
道産・遺伝子組み換えでない）、昆布（北海道産）

エネルギー 286kcal
たんぱく質 24.2g
脂質 13.2g
炭水化物 20.4g
   糖質 7.9g
   食物繊維 12.5g
食塩相当量 0.2g
イソフラボン 94.5mg

栄養成分 １袋（70g）あたり

香ばしくローストした北海道産の
２色の大豆を、北の海の旨さが
凝縮された北海道産の焼き昆布
と合わせました。油・食塩・添加物
不使用です。素材の味とサクサ
ク食感をお楽しみください。

純国産北海道２色の煎り大豆
ノースカラーズ

●容量：７０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：225×135×20㎜
●商品重量：80g　●賞：210日

¥220（¥237）33680
大豆

大豆（光黒大豆（北海道十勝産・遺伝子組み換えでな
い））、てん菜糖（北海道産・遺伝子組み換えでない）

エネルギー 340kcal
たんぱく質 12.6g
脂質 7.2g
炭水化物 58.7g
   糖質 53.6g
   食物繊維 5.1g
食塩相当量 0.6g

栄養成分 １袋（95g）あたり

北海道産黒大豆の風味にこ
だわった無添加の甘納豆で
す。あえて薄い砂糖蜜に漬
け込み、温風乾燥機でじっく
りと手間をかけて乾燥を行
うことで、豆の風味を最大
限に引き立たせています。

純国産北海道黒豆の甘納豆
ノースカラーズ

●容量：95ｇ　●入数：10
●商品サイズ：230×140×30㎜
●商品重量：105g　●賞：90日

¥310（¥334）33771
大豆

小麦粉（小麦（北海道産））、バター（生乳（北海道産））、て
ん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、卵
（北海道産）、食塩（北海道製造）

エネルギー 483kcal
たんぱく質 6.5g
脂質 19.4g
炭水化物 70.5g
   糖質 68.9g
   食物繊維 1.6g
食塩相当量 0.4g

栄養成分 100gあたり

バターを全重量のうち20.8%と
たっぷり使用した、バターが香る
バタークッキーです。北海道産に
こだわったシンプルな材料がクッ
キーの風味を引き立てます。マー
ガリン・ショートニング不使用。

純国産北海道バタークッキー
ノースカラーズ

●容量：２枚×５包　●入数：20
●商品サイズ：210×25×165㎜
●商品重量：70g　●賞：180日

¥280（¥302）33687
乳 卵 小麦

ばれいしょでん粉（ばれいしょ（北海道産・遺伝子組み換
えでない））、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換
えでない））、水あめ（国内製造）、卵（北海道産）、脱脂粉
乳（生乳（北海道産））、全粉乳（生乳（北海道産））、かぼ
ちゃ粉末（かぼちゃ（北海道産））、ほうれん草粉末（ほう
れん草（北海道産））

エネルギー 371kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 0.7g
炭水化物 80.1g
   糖質 80.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

子供が楽しく食べられる３色
ボーロ。かぼちゃ、ホウレンソウ、
ミルクの３色タイプで、見た目に
も楽しい商品です。水あめ以外
は全て北海道産原料を使用。

純国産北海道ぼーろ
ノースカラーズ

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×30×228㎜
●商品重量：105g　●賞：１８０日

¥210（¥226）33673
乳 卵

てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み換えでない））、
水あめ（国内製造）、はちみつ（北海道産）、ハッカオイル
（ハッカ（北海道産）） 

エネルギー 297kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 73.9g
食塩相当量 0g

栄養成分 1袋（75g）あたり

北海道産のはちみつとミン
トを使用したのど飴です。
無添加で国産原料のみを
使用しております。ほんの
り甘いはちみつとすっきり
としたミントの味わいが絶
妙です。

純国産北海道はちみつミントのど飴
ノースカラーズ

●容量：７５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：145×30×205㎜
●商品重量：80g　●賞：365日

¥220（¥237）33757

水あめ（国内製造）、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子
組み換えでない））、食塩（北海道製造） 

エネルギー 292kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 72.8g
食塩相当量 0.75g
マグネシウム 25.2mg
カルシウム 8.4mg

栄養成分 1袋（75g）あたり

北海道産てんさい糖の優
しい甘みと、日本最北端宗
谷海峡の宗谷の塩が合わ
さり、まろやかな優しい塩
あめに仕上がりました。

純国産塩あめ
ノースカラーズ

●容量：７５ｇ　●入数：15
●商品サイズ：200×143×25㎜
●商品重量：80g　●賞：365日

¥220（¥237）33770

ほたて貝ひも(北海道産)、てん菜糖(てん菜（北海道産・
遺伝子組換えでない）)、食塩(国内製造)、昆布だし（昆
布(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし
（しいたけ(国産)）、さんま魚醤（さんま(北海道産)、食塩
（国内製造）、米麹（米（国産)）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 39.9g
脂質 0.9g
炭水化物 37.6g
食塩相当量 4.3g

栄養成分 100gあたり

国産天然だしで上品に味
付けをした、無添加のホタ
テ貝ひもです。しっかりと
天然だしがしみ込んでいる
為、噛めば噛むほど素材の
味を感じる事が出来ます。

純国産北海道ホタテ貝ひも
ノースカラーズ

●容量：５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：270×178×15㎜
●商品重量：60g　●賞：120日

¥540（¥583）33781

いか(北海道産)、てん菜糖（(北海道産・遺伝子組換え
でない)）、食塩(国内製造)、さんま魚醤（さんま(北海道
産)、食塩（国内製造）、米麹（米（国産））、昆布だし（昆布
(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし
（しいたけ(国産)）

エネルギー 264kcal
たんぱく質 46.4g
脂質 2.5g
炭水化物 14.0g
食塩相当量 3.6g

栄養成分 100gあたり

北海道産のいかをボイル
する事でより一層の柔ら
かさを生み出し、味を染み
込ませるために１５０時間
寝かせているこだわりの
逸品です。

純国産北海道皮付さきいか
ノースカラーズ

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：252×165×10㎜
●商品重量：50g　●賞：120日

¥540（¥583）33782

鮭(北海道産)、てん菜糖（てん菜(北海道産・遺伝子組み
換えでない)）、食塩(国内製造)、昆布だし（昆布(北海道
産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しいたけだし（しいた
け(国産)）、さんま魚醤（さんま(北海道産)、食塩（国内製
造）、米麹（米（国産））、米黒酢（玄米(国産)）

エネルギー 291kcal
たんぱく質 51.8g
脂質 4.3g
炭水化物 11.3g
食塩相当量 5.3g

栄養成分 100gあたり

北海道産の鮭を添加物を
使用せずに天然だしだけ
で味付けしました。柔らか
い食感と上品な旨みが特
徴です。

純国産北海道鮭とば
ノースカラーズ

●容量：４２ｇ　●入数：12
●商品サイズ：255×165×20㎜
●商品重量：62g　●賞：１２０日

¥520（¥561）33685

昆布(北海道産)、てん菜糖（てん菜(北海道産・遺伝子組
み換えでない)）、米黒酢（玄米(国産)）、さんま魚醤（さん
ま(北海道産)、食塩（国内製造）、米麹（米（国産））、昆布
だし（昆布(北海道産)）、かつおだし（かつお(国産)）、しい
たけだし（しいたけ(国産)）

エネルギー 351kcal
たんぱく質 4.8g
脂質 0.1g
炭水化物 82.7g
食塩相当量 3.3g

栄養成分 100gあたり

北海道棹前産の昆布を、
天然だしで味付けした、贅
沢な逸品です。パリパリ食
感が特徴的なスナック感
覚で楽しめる昆布です。

純国産北海道パリポリ昆布
ノースカラーズ

●容量：３５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：275×180×20㎜
●商品重量：45g　●賞：１２０日

¥520（¥561）33677

さつまいも（北海道産）

エネルギー 332kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.8g
炭水化物 83.5g
   糖質 75.9g
   食物繊維 7.6g
ナトリウム 17mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

糖度13度以上の北海道
産ほしいも使用。特殊技術
によりさつまいもの黄金色
がきれいに残っています。

北海道のほしいも
ノースカラーズ

●容量：１００ｇ　●入数：96
●商品サイズ：258×150×20㎜
●商品重量：114g　●賞：180日

¥550（¥594）33470
水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、有機抹茶、
緑茶抽出物（カテキン）、こんにゃく粉、レシチン（大豆由
来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.1g
炭水化物 83.1g
ナトリウム 4.5mg

栄養成分 100gあたり

有機栽培茶を使用した、風
味豊かなひとくちサイズの
ゼリーです。コクと風味豊
かな濃茶味 に仕上げまし
た。

抹茶ゼリー・濃茶の旨み
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33143
大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、コーヒーエ
キス、有機珈琲、こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由
来）

エネルギー 322kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 80.6g
ナトリウム 3.6mg

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーヒー豆よ
り抽出したコーヒーを配合
しました。香ばしい深煎り
の味が楽しめます。

珈琲ゼリー・香ばしい深味焙煎
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33144
大豆

水飴、乳糖果糖オリゴ糖、ブルーベリー果汁、寒天、澱
粉、こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 83.3g
ナトリウム 2.8mg

栄養成分 100gあたり

乳果オリゴ糖のすっきりと
した甘みとブルーベリー
果汁と果肉の風味がマッ
チした寒天ゼリーです。

ブルーベリーゼリー・完熟味
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33146
乳 大豆

小麦粉（北海道産等）、砂糖、そば粉（北海道産等）、卵、
蜂蜜（北海道産等）、膨脹剤

国産のそば粉を使用して
います。昔懐かしいそばぼ
うろをご賞味ください。

蕎麦ぼうろ
光陽

●容量：１４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：280×170×30㎜
●商品重量：150g　●賞：6ヵ月

¥390（¥421）33167
卵 小麦 そば

有機ウォールナッツ（くるみ）（アメリカ産）

エネルギー 712kcal
たんぱく質 15.1g
脂質 68g
炭水化物 11.9g
ナトリウム 14mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

甘みが強く渋みの少ない
チャンドラー種。生なので
お好みでローストすると香
りが引き立ちます。

有機ナッツ・ウォールナッツ
ノヴァ

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：88g　●賞：6ヵ月

¥750（¥810）33254

有機アーモンド（無塩）（イタリア、シチリア産）

エネルギー 623kcal
たんぱく質 21.8g
脂質 54.3g
炭水化物 15.7g
糖質 7.9g
食物繊維 7.8g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100gあたり

大粒なプレミアムサイズ。
素材本来の甘みと旨みを
いかしたＮＯＶＡ独自の
ローストで仕上げていま
す。

有機ナッツ・ローストアーモンド
ノヴァ

●容量：９０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：98g　●賞：6ヵ月

¥720（¥778）33255

有機いちじく（トルコ産）

エネルギー 295kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 1.2g
炭水化物 73.3g
ナトリウム 39mg
食塩相当量 0.10g

栄養成分 100gあたり

大粒で皮の薄い白いちじ
く（スミルナ種）。濃厚な甘
みとつぶつぶとした食感
が後をひく美味しさです。

有機ドライフルーツ・干しいちじく
ノヴァ

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：157g　●賞：6ヵ月

¥760（¥821）33253

有機トンプソンレーズン（アメリカ産）

エネルギー 323kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0.4g
炭水化物 79.2g
糖質 74.8g
食物繊維 4.4g
ナトリウム 32mg
食塩相当量 0.08g

栄養成分 100gあたり

皮が薄く種なしで甘みの
強いトンプソン種。オイル
コーティングはしていま
せん。疲れた体のリフレッ
シュに役立ちます。

有機ドライフルーツ・レーズン
ノヴァ

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：125g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）33258

有機プルーン（アメリカ産）

エネルギー 272kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 0.1g
炭水化物 69.6g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

果肉が厚く香りが良い大
きな実を限定しています。
種のまわりの最もおいしい
部分を残すため種ありの
まま乾燥させています。

有機ドライフルーツ・プルーン（種あり）
ノヴァ

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：158g　●賞：6ヵ月

¥700（¥756）33259
麦芽水飴（甘藷澱粉：鹿児島県・宮崎県産、大麦麦芽：栃
木県産）、蓮根粉末（熊本県・山口県産）、本くず粉（鹿児
島県・宮崎県産）、生姜粉末（高知県産他）、食塩、さつま
いも澱粉（鹿児島県産）

エネルギー 376kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 92.9g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

麦芽水飴に国内産れんこ
んの節の部分を主に使用
した弊社「節蓮根粉末」を
配合しました。砂糖不使用
ののど飴です。

節れんこんのど飴
無双本舗

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥400（¥432）33131

麦芽水飴（甘藷澱粉：鹿児島県・宮崎県産、大麦麦芽：栃
木県産）、生姜粉末（高知県産他）、さつまいも澱粉（鹿児
島県産）

エネルギー 377kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.2g
炭水化物 93.4g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

砂糖不使用のしょうが飴
です。甘さ控えめで、しょう
がのピリッとした刺激がク
セになる味わいです。

昔ながらのしょうがあめ
無双本舗

●容量：７０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥400（¥432）33166

梅干（有機梅（奈良県産）、食塩）、漬け原材料(砂糖、りん
ご酢、食塩、はちみつ） 

エネルギー 195kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 47.4g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

奈良県産の有機梅をシン
プルな調味液に漬け込み、
ひとつひとつ丁寧に天日
干しにしました。有機梅そ
のものの旨みと酸味にほ
んのりはちみつ風味の甘
さがやみつきになるソフト
タイプのほし梅です。 

種なしほし梅･国産有機梅使用
無双本舗

●容量：40ｇ　●入数：40
●商品サイズ：170×100×10㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33170
落花生（アメリカ産）、寒梅粉（国内・アメリカ産）、小麦粉
（北海道産他）、砂糖（さとうきび：オーストラリア・タイ・
ブラジル産他、てんさい：北海道産）、醤油（大豆：福岡県・
佐賀県産、小麦：北海道産）、水飴（馬鈴薯澱粉：北海道
産、甘藷澱粉：鹿児島県産）／膨張剤（重曹：国内産）

エネルギー 487kcal
たんぱく質 15.3g
脂質 22.6g
炭水化物 55.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

焙煎ピーナッツの香ばし
さに小豆島の醤油をから
めた豆菓子です。おつまみ
に、お子様のおやつに。

ハイピーナッツ
冨士屋製菓

●容量：９０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×120×10㎜
●商品重量：93g　●賞：3ヵ月

¥220（¥238）33168
小麦 落花生 大豆

もち米（国内産）、ピーナッツ（アメリカ産）、有機たまり
醤油（大豆：中国産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、麦芽水飴（甘藷：鹿児島県産、大麦：カナダ産）、食
塩、香辛料、カツオ粉末（鰹：静岡県焼津産）、シイタケ粉末
（椎茸：熊本県産他）、昆布粉末（昆布：北海道産）

国内産のもち米を使用し、
杵でつき、厳選した調味
料・香辛料を使ってていね
いに焼き上げ、ピリッと辛
口に仕上げました。

柿の種
松本製菓

●容量：８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×260×10㎜
●商品重量：95g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）33662
落花生 大豆

黒大豆（北海道産）

北海道産黒大豆を使用し、
ていねいに煎ることで黒
豆本来の自然のおいしさ
を引き出しました。

煎り黒豆
カシワラ

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×120×10㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33169
大豆

かたくちいわし（国内産）、食塩

エネルギー 315kcal
たんぱく質 49.4g
脂質 8.1g
炭水化物 11g
ナトリウム 2500mg

栄養成分 100gあたり

国内産の片口いわしを塩
のみで味付けし、遠赤外線
で焼き上げました。個包装
なので、いつでも食べたい
時にお召し上がりいただ
けます。

焼めざし
山栄

●容量：３２ｇ　●入数：10
●商品サイズ：260×160×15㎜
●商品重量：41g　●賞：4ヵ月

¥300（¥324）33660

真昆布（北海道尾札部産）、米酢

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 195mg
食塩相当量 0.5g

栄養成分 12gあたり

1年間ゆっくりと寝かした
真昆布を、富士酢に漬け
込み2ヵ月間ゆっくりと熟
成させました。原材料は昆
布と米酢のみで、化学調
味料は一切使用していま
せん。

富士酢使用・酢昆布
道南伝統食品

●容量：１２ｇ　●入数：50
●商品サイズ：155×90×10㎜
●商品重量：17g　●賞：8ヵ月

¥210（¥227）33658

小麦粉（北海道産）、植物油脂、レーズン（アメリカ産）、砂
糖（三温糖）、食塩（粗精塩）、小麦たんぱく

エネルギー 486kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 24.8g
炭水化物 59.2g
ナトリウム 201mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と良質の
ショートニングで作られた
パイ皮に、カリフォルニア
産のレーズンをたっぷりは
さんで焼き上げた手作り
パイです。

ガリバルジーレーズン
三育

●容量：１０枚　●入数：12
●商品サイズ：260×75×55㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）33191
小麦 大豆

小麦粉（北海道産）、植物油脂、リンゴ（中国産）、砂糖（三
温糖）、食塩（粗精塩）、小麦たんぱく

エネルギー 493kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 25.5g
炭水化物 59.7g
ナトリウム 182mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と良質の
ショートニングで作られた
パイ皮に、上質のリンゴを
はさんで焼き上げたおい
しい手作りパイです。

ガリバルジーアップル
三育

●容量：１０枚　●入数：12
●商品サイズ：260×75×55㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）33194
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

水飴、還元水飴、エリスリトール、寒天、澱粉、コーヒーエ
キス、有機珈琲、こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由
来）

エネルギー 322kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 80.6g
ナトリウム 3.6mg

栄養成分 100gあたり

オーガニックコーヒー豆よ
り抽出したコーヒーを配合
しました。香ばしい深煎り
の味が楽しめます。

珈琲ゼリー・香ばしい深味焙煎
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33144
大豆

水飴、乳糖果糖オリゴ糖、ブルーベリー果汁、寒天、澱
粉、こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由来）

エネルギー 333kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 83.3g
ナトリウム 2.8mg

栄養成分 100gあたり

乳果オリゴ糖のすっきりと
した甘みとブルーベリー
果汁と果肉の風味がマッ
チした寒天ゼリーです。

ブルーベリーゼリー・完熟味
光陽

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：225×145×20㎜
●商品重量：120g　●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33146
乳 大豆

小麦粉（北海道産等）、砂糖、そば粉（北海道産等）、卵、
蜂蜜（北海道産等）、膨脹剤

国産のそば粉を使用して
います。昔懐かしいそばぼ
うろをご賞味ください。

蕎麦ぼうろ
光陽

●容量：１４０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：280×170×30㎜
●商品重量：150g　●賞：6ヵ月

¥390（¥421）33167
卵 小麦 そば

有機ウォールナッツ（くるみ）（アメリカ産）

エネルギー 712kcal
たんぱく質 15.1g
脂質 68g
炭水化物 11.9g
ナトリウム 14mg
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

甘みが強く渋みの少ない
チャンドラー種。生なので
お好みでローストすると香
りが引き立ちます。

有機ナッツ・ウォールナッツ
ノヴァ

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：88g　●賞：6ヵ月

¥750（¥810）33254

有機アーモンド（無塩）（イタリア、シチリア産）

エネルギー 623kcal
たんぱく質 21.8g
脂質 54.3g
炭水化物 15.7g
糖質 7.9g
食物繊維 7.8g
ナトリウム 5mg
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100gあたり

大粒なプレミアムサイズ。
素材本来の甘みと旨みを
いかしたＮＯＶＡ独自の
ローストで仕上げていま
す。

有機ナッツ・ローストアーモンド
ノヴァ

●容量：９０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：98g　●賞：6ヵ月

¥720（¥778）33255

有機いちじく（トルコ産）

エネルギー 295kcal
たんぱく質 3.1g
脂質 1.2g
炭水化物 73.3g
ナトリウム 39mg
食塩相当量 0.10g

栄養成分 100gあたり

大粒で皮の薄い白いちじ
く（スミルナ種）。濃厚な甘
みとつぶつぶとした食感
が後をひく美味しさです。

有機ドライフルーツ・干しいちじく
ノヴァ

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：157g　●賞：6ヵ月

¥760（¥821）33253

有機トンプソンレーズン（アメリカ産）

エネルギー 323kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 0.4g
炭水化物 79.2g
糖質 74.8g
食物繊維 4.4g
ナトリウム 32mg
食塩相当量 0.08g

栄養成分 100gあたり

皮が薄く種なしで甘みの
強いトンプソン種。オイル
コーティングはしていま
せん。疲れた体のリフレッ
シュに役立ちます。

有機ドライフルーツ・レーズン
ノヴァ

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×25㎜
●商品重量：125g　●賞：6ヵ月

¥380（¥410）33258

有機プルーン（アメリカ産）

エネルギー 272kcal
たんぱく質 2.1g
脂質 0.1g
炭水化物 69.6g
ナトリウム 2mg

栄養成分 100gあたり

果肉が厚く香りが良い大
きな実を限定しています。
種のまわりの最もおいしい
部分を残すため種ありの
まま乾燥させています。

有機ドライフルーツ・プルーン（種あり）
ノヴァ

●容量：１５０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：220×140×30㎜
●商品重量：158g　●賞：6ヵ月

¥700（¥756）33259
麦芽水飴（甘藷澱粉：鹿児島県・宮崎県産、大麦麦芽：栃
木県産）、蓮根粉末（熊本県・山口県産）、本くず粉（鹿児
島県・宮崎県産）、生姜粉末（高知県産他）、食塩、さつま
いも澱粉（鹿児島県産）

エネルギー 376kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 92.9g
食塩相当量 0.3g

栄養成分 100gあたり

麦芽水飴に国内産れんこ
んの節の部分を主に使用
した弊社「節蓮根粉末」を
配合しました。砂糖不使用
ののど飴です。

節れんこんのど飴
無双本舗

●容量：７０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥400（¥432）33131

麦芽水飴（甘藷澱粉：鹿児島県・宮崎県産、大麦麦芽：栃
木県産）、生姜粉末（高知県産他）、さつまいも澱粉（鹿児
島県産）

エネルギー 377kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0.2g
炭水化物 93.4g
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

砂糖不使用のしょうが飴
です。甘さ控えめで、しょう
がのピリッとした刺激がク
セになる味わいです。

昔ながらのしょうがあめ
無双本舗

●容量：７０ｇ　●入数：50
●商品サイズ：200×120×25㎜
●商品重量：75g　●賞：1年

¥400（¥432）33166

梅干（有機梅（奈良県産）、食塩）、漬け原材料(砂糖、りん
ご酢、食塩、はちみつ） 

エネルギー 195kcal
たんぱく質 1.2g
脂質 0.1g
炭水化物 47.4g
食塩相当量 6.9g

栄養成分 100gあたり

奈良県産の有機梅をシン
プルな調味液に漬け込み、
ひとつひとつ丁寧に天日
干しにしました。有機梅そ
のものの旨みと酸味にほ
んのりはちみつ風味の甘
さがやみつきになるソフト
タイプのほし梅です。 

種なしほし梅･国産有機梅使用
無双本舗

●容量：40ｇ　●入数：40
●商品サイズ：170×100×10㎜
●商品重量：45g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33170
落花生（アメリカ産）、寒梅粉（国内・アメリカ産）、小麦粉
（北海道産他）、砂糖（さとうきび：オーストラリア・タイ・
ブラジル産他、てんさい：北海道産）、醤油（大豆：福岡県・
佐賀県産、小麦：北海道産）、水飴（馬鈴薯澱粉：北海道
産、甘藷澱粉：鹿児島県産）／膨張剤（重曹：国内産）

エネルギー 487kcal
たんぱく質 15.3g
脂質 22.6g
炭水化物 55.7g
食塩相当量 1.2g

栄養成分 100gあたり

焙煎ピーナッツの香ばし
さに小豆島の醤油をから
めた豆菓子です。おつまみ
に、お子様のおやつに。

ハイピーナッツ
冨士屋製菓

●容量：９０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：195×120×10㎜
●商品重量：93g　●賞：3ヵ月

¥220（¥238）33168
小麦 落花生 大豆

もち米（国内産）、ピーナッツ（アメリカ産）、有機たまり
醤油（大豆：中国産）、植物油脂（パーム油：マレーシア産
等）、麦芽水飴（甘藷：鹿児島県産、大麦：カナダ産）、食
塩、香辛料、カツオ粉末（鰹：静岡県焼津産）、シイタケ粉末
（椎茸：熊本県産他）、昆布粉末（昆布：北海道産）

国内産のもち米を使用し、
杵でつき、厳選した調味
料・香辛料を使ってていね
いに焼き上げ、ピリッと辛
口に仕上げました。

柿の種
松本製菓

●容量：８０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：150×260×10㎜
●商品重量：95g　●賞：3ヵ月

¥280（¥302）33662
落花生 大豆

黒大豆（北海道産）

北海道産黒大豆を使用し、
ていねいに煎ることで黒
豆本来の自然のおいしさ
を引き出しました。

煎り黒豆
カシワラ

●容量：８０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×120×10㎜
●商品重量：85g　●賞：6ヵ月

¥320（¥346）33169
大豆

かたくちいわし（国内産）、食塩

エネルギー 315kcal
たんぱく質 49.4g
脂質 8.1g
炭水化物 11g
ナトリウム 2500mg

栄養成分 100gあたり

国内産の片口いわしを塩
のみで味付けし、遠赤外線
で焼き上げました。個包装
なので、いつでも食べたい
時にお召し上がりいただ
けます。

焼めざし
山栄

●容量：３２ｇ　●入数：10
●商品サイズ：260×160×15㎜
●商品重量：41g　●賞：4ヵ月

¥300（¥324）33660

真昆布（北海道尾札部産）、米酢

エネルギー 20kcal
たんぱく質 0.3g
脂質 0g
炭水化物 4.8g
ナトリウム 195mg
食塩相当量 0.5g

栄養成分 12gあたり

1年間ゆっくりと寝かした
真昆布を、富士酢に漬け
込み2ヵ月間ゆっくりと熟
成させました。原材料は昆
布と米酢のみで、化学調
味料は一切使用していま
せん。

富士酢使用・酢昆布
道南伝統食品

●容量：１２ｇ　●入数：50
●商品サイズ：155×90×10㎜
●商品重量：17g　●賞：8ヵ月

¥210（¥227）33658

小麦粉（北海道産）、植物油脂、レーズン（アメリカ産）、砂
糖（三温糖）、食塩（粗精塩）、小麦たんぱく

エネルギー 486kcal
たんぱく質 6.6g
脂質 24.8g
炭水化物 59.2g
ナトリウム 201mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と良質の
ショートニングで作られた
パイ皮に、カリフォルニア
産のレーズンをたっぷりは
さんで焼き上げた手作り
パイです。

ガリバルジーレーズン
三育

●容量：１０枚　●入数：12
●商品サイズ：260×75×55㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）33191
小麦 大豆

小麦粉（北海道産）、植物油脂、リンゴ（中国産）、砂糖（三
温糖）、食塩（粗精塩）、小麦たんぱく

エネルギー 493kcal
たんぱく質 6.1g
脂質 25.5g
炭水化物 59.7g
ナトリウム 182mg

栄養成分 100gあたり

国内産小麦粉と良質の
ショートニングで作られた
パイ皮に、上質のリンゴを
はさんで焼き上げたおい
しい手作りパイです。

ガリバルジーアップル
三育

●容量：１０枚　●入数：12
●商品サイズ：260×75×55㎜
●商品重量：160g　●賞：6ヵ月

¥570（¥616）33194
小麦 大豆
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米粉（米（国産））、粗精糖、有機食用パーム油、大豆粉
（遺伝子組換えでない）、玄米粉（米（国産））、アーモンド
パウダー、米油、あられ、食塩

エネルギー 108kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 6.2g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 0.06g

栄養成分 1袋（標準23g）あたり

国産の米粉を主原料に
作ったお米のビスケットで
す。さくっとした食感、ほ
ろっとした口どけ、生地に
練り込まれたかりっとした
アラレの香ばしいアクセン
トは手が止まらなくなる美
味しさです。

OKOMECUIT（おこめケット）プレーン
禾

●容量：５個　●入数：20
●商品サイズ：145×115×20㎜
●商品重量：33g　●賞：7ヵ月

¥300（¥324）33537
大豆

米粉（米（国産））、粗精糖、有機食用パーム油、玄米粉（米
（国産））、大豆粉（遺伝子組換えでない）、黒すりごま、
あられ、米油、アーモンドパウダー、食塩

エネルギー 127kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 6.1g
炭水化物 16.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1袋（標準23g）あたり

卵、乳製品、小麦粉を使わ
ず、国産の米粉を使用。お
米の形に焼き上げた、香ば
しい黒ごま入りのおこめ
クッキーです。

OKOMECUIT（おこめケット）黒ごま
禾

●容量：５個　●入数：20
●商品サイズ：145×115×20㎜
●商品重量：33g　●賞：7ヵ月

¥300（¥324）33538
大豆

うるち精米（北海道産）

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.003g

栄養成分 1パック（11g）あたり

北海道産の特別栽培米を
使用。道南を代表する品種
「ふっくりんこ」を、食べや
すい円盤状にしたポン菓
子チップスです。塩や砂糖
など添加物は一切使用せ
ず、アレルギーなどにも対
応したグルテンフリー商品
です。 

特別栽培米ふっくりんこＪＡＰＯＮ・白米プレーン
澤田米穀店

●容量：１０枚　●入数：24
●商品サイズ：180×120×30㎜
●商品重量：16g　●賞：4ヵ月

¥190（¥205）33449

有機栗（中国産）

エネルギー 179kcal
たんぱく質 4.4g
脂質 0.8g
糖質 36g
食物繊維 5.3g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

むき栗なので焼きたての
おいしさがそのまま食べら
れます。生産から製造、出
荷における管理を徹底さ
せた、天津あまぐりです。

有機むき栗・天津あまぐり
丸成

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：40×120×185㎜
●商品重量：90g　●賞：1年

¥300（¥324）33498

有機栗（中国産）

エネルギー 195kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 1g
糖質 39.2g
食物繊維 6.1g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

殻に切り込みが入って、べ
たつかず、楽しく簡単に皮
がむけ食べやすい天津甘
栗です。

有機・楽笑栗
丸成

●容量：１２５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：115×45×175㎜
●商品重量：130g　●賞：9ヵ月

¥380（¥410）33489

さつまいも（宮崎県産）品種：べにはるか

宮崎県産のさつまいも（べ
にはるか）を丁寧に天日乾
燥しました。保存料、着色
料は使用しておりません。

宮崎県産ほしいも
ミキファーム

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×140×15㎜
●商品重量：125g　●賞：3ヵ月

¥520（¥562）33635

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、食塩

エネルギー 199kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 0.6g
炭水化物 42.8g
ナトリウム 27mg

栄養成分 100gあたり

有機小豆と砂糖を使用し
た「小倉あん」です。あんみ
つ、ぜんざい、かき氷、ホッ
トケーキ、おしるこ、おはぎ
に。

有機小倉あん
遠藤製餡

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×30×185㎜
●商品重量：310g　●賞：1年

¥400（¥432）33303

有機小豆（北海道産）、砂糖（北海道産）

エネルギー 187kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.2g
炭水化物 40.6g
ナトリウム 23mg

栄養成分 100gあたり

厳選した北海道産有機小
豆を使用。風味の良いつ
ぶあんに仕上げています。
てんさいを精製した北海
道産ビートグラニュー糖を
使用し、上品な甘さに仕上
げています。

北海道産有機小豆使用つぶあん
山清

●容量：２００g　●入数：10
●商品サイズ：200×125×20㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥408（¥441）33647

豆乳（大豆：アメリカ・中国産）、砂糖、小豆（北海道産）、で
んぷん、食塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 1.1g
糖質 38.4g
ナトリウム 135mg
食塩相当量 0.3g

栄養成分 160gあたり

温めても冷してもおいし
い、豆乳を加えて仕上げた
やさしい味わいのぜんざ
いです。

豆乳ぜんざい
マルサン

●容量：１６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：100×35×155㎜
●商品重量：165g　●賞：10ヵ月

¥200（¥216）33477
大豆

小麦粉（北米産）、小麦全粒粉（北米産）、砂糖（三温糖）、
ショートニング（パーム油、米油）、ごま、食塩、イースト

エネルギー 418kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 6.9g
炭水化物 76.2g
   糖質 72.1g
   食物繊維 4.1g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

小麦粉が主原料の生地に小麦全粒粉を加え、香
ばしいゴマの香りを添えて焼き上げました。膨張
剤不使用です。

玄麦乾パン
カニヤ

●容量：１２枚　●入数：30
●商品サイズ：170×100×35㎜
●賞：1年

¥230（¥248）33241
小麦

小麦粉、砂糖、卵、牛乳、バター、蜂蜜、パン酵母、食塩、
（原材料の一部に小麦・卵・乳を含む）  

エネルギー 394kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 13g
炭水化物 60.8g
ナトリウム 201mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉、国産バターと
有機シュガーを使用し、ひ
とつひとつ手作りで丁寧
に焼きあげたバターの香
り豊かなワッフルです。

国産小麦のベルギーワッフル バター
クロスロード

●容量：1個　●入数：36【6】
●商品サイズ：145×25×125㎜
●商品重量：42g　●賞：３ヵ月

¥180（¥194）33737
乳 卵 小麦

小麦粉、砂糖、卵、牛乳、バター、ココアパウダー、蜂蜜、
パン酵母、食塩、（原材料の一部に小麦・卵・乳を含む） 

エネルギー 405kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 15.2g
炭水化物 58.2g
ナトリウム 226mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉、国産バターと
有機シュガーを使用し、ひ
とつひとつ手作りで丁寧
に焼き上げたココアとバ
ターの香り豊かなワッフル
です。 

国産小麦のベルギーワッフル ココア
クロスロード

●容量：1個　●入数：36【6】
●商品サイズ：145×25×125㎜
●商品重量：42g　●賞：３ヵ月

¥180（¥194）33738
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵

エネルギー 219kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 7.6g
炭水化物 33.8g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、バター、有機
砂糖など厳選された原材
料で作った、ひとくちサイ
ズのワッフル型クッキーで
す。サクサクした食感が癖
になります。素朴なプレー
ンタイプ。

ワッフルクッキー・プレーン
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33778
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵、人参粉末

エネルギー 224kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 8.5g
炭水化物 33.2g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、有機砂糖、国
産人参粉末など厳選され
た原材料で作った、ひとく
ちサイズのワッフル型クッ
キーです。サクサクした食
感が癖になります。人参の
風味が口の中で広がりま
す。

ワッフルクッキー・にんじん
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33779
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵、ほうれん草粉末

エネルギー 226kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 8.9g
炭水化物 32.7g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、有機砂糖、国
産ほうれん草粉末など厳
選された原材料で作った、
ひとくちサイズのワッフル
型クッキーです。サクサク
した食感が癖になります。
ほうれん草の風味が口の
中で広がります。

ワッフルクッキー・ほうれんそう
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33780
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機緑茶、食塩

エネルギー 239kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 11.4g
炭水化物 30.7g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

「三年番茶」とも呼ばれて
いる無双番茶の熟成され
た旨み、丁寧な焙煎による
香ばしさをそのまま一粒
のクッキーに詰め込みまし
た。

オーガニックボールクッキー・無双番茶
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33785
小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機黒ごま、食塩

エネルギー 240kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 11.9g
炭水化物 29.5g
食塩相当量 0.08g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

職人が味・香りともに濃厚
に焙煎した有機黒ごまは、
臼と杵を使いさらに香り豊
かな黒すりごまに仕上げ
られています。この有機黒
すりごまの風味をまるごと
一粒のクッキーに詰め込
み焼き上げました。

オーガニックボールクッキー・黒胡麻
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33786
小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機ココナッツ、食塩

エネルギー 246kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 12.9g
炭水化物 29.7g
食塩相当量 0.07g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

有機栽培のココナッツファ
インを生地に練り込み、
焼成前にもう一度表面に
まぶし焼き上げています。
ローストされたココナッツ
の甘い香りが口の中で広
がる軽い食感のクッキー
です。

オーガニックボールクッキー・ココナッツ
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33787
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

米粉（米（国産））、粗精糖、有機食用パーム油、大豆粉
（遺伝子組換えでない）、玄米粉（米（国産））、アーモンド
パウダー、米油、あられ、食塩

エネルギー 108kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 6.2g
炭水化物 11.5g
食塩相当量 0.06g

栄養成分 1袋（標準23g）あたり

国産の米粉を主原料に
作ったお米のビスケットで
す。さくっとした食感、ほ
ろっとした口どけ、生地に
練り込まれたかりっとした
アラレの香ばしいアクセン
トは手が止まらなくなる美
味しさです。

OKOMECUIT（おこめケット）プレーン
禾

●容量：５個　●入数：20
●商品サイズ：145×115×20㎜
●商品重量：33g　●賞：7ヵ月

¥300（¥324）33537
大豆

米粉（米（国産））、粗精糖、有機食用パーム油、玄米粉（米
（国産））、大豆粉（遺伝子組換えでない）、黒すりごま、
あられ、米油、アーモンドパウダー、食塩

エネルギー 127kcal
たんぱく質 1.9g
脂質 6.1g
炭水化物 16.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1袋（標準23g）あたり

卵、乳製品、小麦粉を使わ
ず、国産の米粉を使用。お
米の形に焼き上げた、香ば
しい黒ごま入りのおこめ
クッキーです。

OKOMECUIT（おこめケット）黒ごま
禾

●容量：５個　●入数：20
●商品サイズ：145×115×20㎜
●商品重量：33g　●賞：7ヵ月

¥300（¥324）33538
大豆

うるち精米（北海道産）

エネルギー 44kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 9.6g
食塩相当量 0.003g

栄養成分 1パック（11g）あたり

北海道産の特別栽培米を
使用。道南を代表する品種
「ふっくりんこ」を、食べや
すい円盤状にしたポン菓
子チップスです。塩や砂糖
など添加物は一切使用せ
ず、アレルギーなどにも対
応したグルテンフリー商品
です。 

特別栽培米ふっくりんこＪＡＰＯＮ・白米プレーン
澤田米穀店

●容量：１０枚　●入数：24
●商品サイズ：180×120×30㎜
●商品重量：16g　●賞：4ヵ月

¥190（¥205）33449

有機栗（中国産）

エネルギー 179kcal
たんぱく質 4.4g
脂質 0.8g
糖質 36g
食物繊維 5.3g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

むき栗なので焼きたての
おいしさがそのまま食べら
れます。生産から製造、出
荷における管理を徹底さ
せた、天津あまぐりです。

有機むき栗・天津あまぐり
丸成

●容量：８０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：40×120×185㎜
●商品重量：90g　●賞：1年

¥300（¥324）33498

有機栗（中国産）

エネルギー 195kcal
たんぱく質 4.3g
脂質 1g
糖質 39.2g
食物繊維 6.1g
ナトリウム 1mg

栄養成分 100gあたり

殻に切り込みが入って、べ
たつかず、楽しく簡単に皮
がむけ食べやすい天津甘
栗です。

有機・楽笑栗
丸成

●容量：１２５ｇ　●入数：20
●商品サイズ：115×45×175㎜
●商品重量：130g　●賞：9ヵ月

¥380（¥410）33489

さつまいも（宮崎県産）品種：べにはるか

宮崎県産のさつまいも（べ
にはるか）を丁寧に天日乾
燥しました。保存料、着色
料は使用しておりません。

宮崎県産ほしいも
ミキファーム

●容量：１２０ｇ　●入数：30
●商品サイズ：210×140×15㎜
●商品重量：125g　●賞：3ヵ月

¥520（¥562）33635

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、食塩

エネルギー 199kcal
たんぱく質 5.5g
脂質 0.6g
炭水化物 42.8g
ナトリウム 27mg

栄養成分 100gあたり

有機小豆と砂糖を使用し
た「小倉あん」です。あんみ
つ、ぜんざい、かき氷、ホッ
トケーキ、おしるこ、おはぎ
に。

有機小倉あん
遠藤製餡

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：118×30×185㎜
●商品重量：310g　●賞：1年

¥400（¥432）33303

有機小豆（北海道産）、砂糖（北海道産）

エネルギー 187kcal
たんぱく質 5.6g
脂質 0.2g
炭水化物 40.6g
ナトリウム 23mg

栄養成分 100gあたり

厳選した北海道産有機小
豆を使用。風味の良いつ
ぶあんに仕上げています。
てんさいを精製した北海
道産ビートグラニュー糖を
使用し、上品な甘さに仕上
げています。

北海道産有機小豆使用つぶあん
山清

●容量：２００g　●入数：10
●商品サイズ：200×125×20㎜
●商品重量：210g　●賞：1年

¥408（¥441）33647

豆乳（大豆：アメリカ・中国産）、砂糖、小豆（北海道産）、で
んぷん、食塩

エネルギー 194kcal
たんぱく質 5.9g
脂質 1.1g
糖質 38.4g
ナトリウム 135mg
食塩相当量 0.3g

栄養成分 160gあたり

温めても冷してもおいし
い、豆乳を加えて仕上げた
やさしい味わいのぜんざ
いです。

豆乳ぜんざい
マルサン

●容量：１６０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：100×35×155㎜
●商品重量：165g　●賞：10ヵ月

¥200（¥216）33477
大豆

小麦粉（北米産）、小麦全粒粉（北米産）、砂糖（三温糖）、
ショートニング（パーム油、米油）、ごま、食塩、イースト

エネルギー 418kcal
たんぱく質 10.4g
脂質 6.9g
炭水化物 76.2g
   糖質 72.1g
   食物繊維 4.1g
食塩相当量 0.9g

栄養成分 100gあたり

小麦粉が主原料の生地に小麦全粒粉を加え、香
ばしいゴマの香りを添えて焼き上げました。膨張
剤不使用です。

玄麦乾パン
カニヤ

●容量：１２枚　●入数：30
●商品サイズ：170×100×35㎜
●賞：1年

¥230（¥248）33241
小麦

小麦粉、砂糖、卵、牛乳、バター、蜂蜜、パン酵母、食塩、
（原材料の一部に小麦・卵・乳を含む）  

エネルギー 394kcal
たんぱく質 8.4g
脂質 13g
炭水化物 60.8g
ナトリウム 201mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉、国産バターと
有機シュガーを使用し、ひ
とつひとつ手作りで丁寧
に焼きあげたバターの香
り豊かなワッフルです。

国産小麦のベルギーワッフル バター
クロスロード

●容量：1個　●入数：36【6】
●商品サイズ：145×25×125㎜
●商品重量：42g　●賞：３ヵ月

¥180（¥194）33737
乳 卵 小麦

小麦粉、砂糖、卵、牛乳、バター、ココアパウダー、蜂蜜、
パン酵母、食塩、（原材料の一部に小麦・卵・乳を含む） 

エネルギー 405kcal
たんぱく質 8.8g
脂質 15.2g
炭水化物 58.2g
ナトリウム 226mg

栄養成分 100gあたり

国産小麦粉、国産バターと
有機シュガーを使用し、ひ
とつひとつ手作りで丁寧
に焼き上げたココアとバ
ターの香り豊かなワッフル
です。 

国産小麦のベルギーワッフル ココア
クロスロード

●容量：1個　●入数：36【6】
●商品サイズ：145×25×125㎜
●商品重量：42g　●賞：３ヵ月

¥180（¥194）33738
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵

エネルギー 219kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 7.6g
炭水化物 33.8g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、バター、有機
砂糖など厳選された原材
料で作った、ひとくちサイ
ズのワッフル型クッキーで
す。サクサクした食感が癖
になります。素朴なプレー
ンタイプ。

ワッフルクッキー・プレーン
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33778
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵、人参粉末

エネルギー 224kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 8.5g
炭水化物 33.2g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、有機砂糖、国
産人参粉末など厳選され
た原材料で作った、ひとく
ちサイズのワッフル型クッ
キーです。サクサクした食
感が癖になります。人参の
風味が口の中で広がりま
す。

ワッフルクッキー・にんじん
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33779
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、バター（乳成分を
含む）、有機砂糖、卵、ほうれん草粉末

エネルギー 226kcal
たんぱく質 3.8g
脂質 8.9g
炭水化物 32.7g
食塩相当量 0.03g

栄養成分 1袋当たり

有機小麦粉、有機砂糖、国
産ほうれん草粉末など厳
選された原材料で作った、
ひとくちサイズのワッフル
型クッキーです。サクサク
した食感が癖になります。
ほうれん草の風味が口の
中で広がります。

ワッフルクッキー・ほうれんそう
クロスロード

●容量：７個　●入数：10
●商品サイズ：70×30×150㎜
●商品重量：54g　●賞：120日

¥260（¥280）33780
乳 卵 小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機緑茶、食塩

エネルギー 239kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 11.4g
炭水化物 30.7g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

「三年番茶」とも呼ばれて
いる無双番茶の熟成され
た旨み、丁寧な焙煎による
香ばしさをそのまま一粒
のクッキーに詰め込みまし
た。

オーガニックボールクッキー・無双番茶
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33785
小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機黒ごま、食塩

エネルギー 240kcal
たんぱく質 3.6g
脂質 11.9g
炭水化物 29.5g
食塩相当量 0.08g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

職人が味・香りともに濃厚
に焙煎した有機黒ごまは、
臼と杵を使いさらに香り豊
かな黒すりごまに仕上げ
られています。この有機黒
すりごまの風味をまるごと
一粒のクッキーに詰め込
み焼き上げました。

オーガニックボールクッキー・黒胡麻
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33786
小麦

有機小麦粉(小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、
有機砂糖、有機アガベシロップ、有機ココナッツ、食塩

エネルギー 246kcal
たんぱく質 2.8g
脂質 12.9g
炭水化物 29.7g
食塩相当量 0.07g

栄養成分 1袋（標準47g）当たり

有機栽培のココナッツファ
インを生地に練り込み、
焼成前にもう一度表面に
まぶし焼き上げています。
ローストされたココナッツ
の甘い香りが口の中で広
がる軽い食感のクッキー
です。

オーガニックボールクッキー・ココナッツ
クロスロード

●容量：６粒　●入数：60
●賞：4ヵ月

¥290（¥313）33787
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機カカオマス、有機アガベパウダー、有機カカオバ
ター)、有機バニラパウダー （原材料の一部に乳を含む） 

エネルギー 590kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 45g
炭水化物 32g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

フランスで1897年創業のオー
ガニックチョコレート専門メー
カー、ダーデン社が砂糖の代
わりにアガベパウダーでダー
クチョコレートを作りました。ア
ガベの自然な甘みがカカオの
豊かな風味と味わいを引き立
てます。カカオ含有率：70% 

有機アガベチョコレートダーク
冬季アルマテラ

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×75×9㎜
●商品重量：110g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33243
乳

カカオバター、全脂粉乳、アガベパウダー

エネルギー 492kcal
たんぱく質 11g
脂質 31g
炭水化物 40g
食塩相当量 0.31g

栄養成分 100gあたり

フランスで1897年創業のオー
ガニックチョコレート専門メー
カー、ダーデン社が砂糖の代わ
りにアガベパウダーを使用して
ホワイトチョコレートを作りまし
た。カカオバターを贅沢に使用
し濃厚な味わいなのに後味は
さっぱり優しい甘さです。レシチ
ン不使用。カカオ含有率：45% 

有機アガベチョコレート・ホワイト
冬季アルマテラ

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×75×9㎜
●商品重量：110g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33244
乳

有機カカオマス、有機カカオバター （原材料の一部に乳
を含む） 

エネルギー 628kcal
たんぱく質 9.4g
脂質 62g
炭水化物 7.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

1897年創業、フランスのダー
デン社製造。フェアトレードの
ペルー産カカオを使用、酸味
が少なく苦みもまろやかです。
カカオそのものを楽しみたい
方へ、少しの量でもポリフェ
ノールをたくさんとることがで
きます。カカオ含有率：100%

有機アガベチョコレート・ダークカカオ１００％
冬季アルマテラ

●容量：７０g　●入数：15
●商品サイズ：165×75×8㎜
●商品重量：77g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33343
乳

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦芽
糖（アメリカ産他）、蓮根粉末（熊本県産）、生姜粉末（長
崎県産）

滋養豊富な蓮根が入って
とても贅沢な最高級のく
ず湯です。本葛を使ってい
ますのでのどごしが良く、
なめらかな舌ざわりです。

本くず湯 〈蓮根〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33295

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦
芽糖（アメリカ産他）、晒あん（小豆：北海道産）、柚子粉末
（宮崎県産）、生姜粉末（長崎県産）、抹茶（京都府産）

本葛を使った最高級のく
ず湯です。５つの味（生姜・
小豆・抹茶・ゆず・白）が楽し
めます。

本くず湯 〈詰合せ〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33296

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦芽
糖（アメリカ産他）、生姜粉末（長崎県産）

本葛を使った最高級のく
ず湯です。のどごしが良
く、なめらかな舌ざわりで
す。身体が冷えた時、よく
あたたまります。

本くず湯〈生姜〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33297

砂糖（きび砂糖：沖縄県・鹿児島県産）、さらし餡（小豆：北
海道産）、麦芽糖（アメリカ産他）、本葛粉（鹿児島県・宮
崎県産）、玉あられ（餅米：青森県産、砂糖：北海道産）

北海道産の上質小豆のみ
を使用し、本葛でとろみを
つけた“おしるこ”が、ご家
庭で楽しめます。

しるこ 〈玉あられ付〉
冬季廣八堂

●容量：４５g×５　●入数：30
●商品サイズ：160×96×40㎜
●商品重量：265g　●賞：180日

¥600（¥648）33293

粗糖（国内産）、生餡（小豆：北海道産）、小豆（北海道産）、
水飴（甘薯：鹿児島県産）、寒天

エネルギー 168kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.1g
炭水化物 39.5g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 1個（58g）あたり

北海道産の有機小豆と種
子島産粗製糖を使用した
小倉ようかんです。

有機小豆使用小倉ようかん
冬季五ッ橋

●容量：232g（５８ｇ×４個）　●入数：24
●商品サイズ：150×75×40㎜
●商品重量：252.2g　●賞：1年

¥600（¥648）33043

醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北海道・香川県産）、梅干
（奈良県産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 0.4g
炭水化物 7.5g
食塩相当量 16.4g

栄養成分 100gあたり

国産の梅干と、ヤマヒサ純
正醤油を混ぜ合わせて作
られたのが「梅醤エキス」
です。１杯の梅醤エキスで、
気分をさわやかに。

梅醤エキス
ムソー

●容量：３５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：71×71×120㎜
●商品重量：550g　●賞：1年

¥2,000（¥2,160）53500
小麦 大豆

天草（静岡県・千葉県産他）、黒糖みつ（黒糖）（沖縄県
産）、赤えんどう（北海道産）、醸造酢

エネルギー 54kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.3g
炭水化物 12.2g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100g当たり

しなやかな食感でコシの
ある国内産寒天と、北海
道産赤えんどう使用の豆
かんてんです。黒蜜をかけ
てお召し上がりください。

豆かんてん・黒蜜
太洋

●容量：１５５ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×100×60㎜
●商品重量：255g　●賞：3ヵ月

¥290（¥313）33525

天草（静岡県・千葉県産他）、黒糖みつ（黒糖）（沖縄県
産）、きな粉（大豆：栃木県産等）、醸造酢

エネルギー 77kcal
たんぱく質 3g
脂質 1.5g
炭水化物 12.8g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100g当たり

国産天草を煮出して作っ
た寒天、沖縄産黒砂糖で
作った黒蜜、国産大豆きな
粉等こだわり原料の和風
デザートです。

きな粉黒みつ寒天
太洋

●容量：１６０ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×100×60㎜
●商品重量：230g　●賞：3ヵ月

¥290（¥313）33526
大豆

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、葛、食塩

エネルギー 167kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.3g
炭水化物 38g
ナトリウム 12mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有機
ＪＡＳ認定の小倉水ようか
んです。小豆の食感を残し
ています。

有機水ようかん・小倉
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33475

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、葛、食塩

エネルギー 156kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.2g
炭水化物 36g
ナトリウム 20mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有
機ＪＡＳ認定のこし水ようか
んです。なめらかな食感に
仕上げました。

有機水ようかん・こし
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33492

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機いんげん豆（中
国産）、有機抹茶（京都府・鹿児島県・熊本県産）、寒天、
葛、食塩

エネルギー 152kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.2g
炭水化物 35.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有機
ＪＡＳ認定の抹茶水ようか
んです。甘味と抹茶のほの
かな渋みとが調和してい
ます。

有機水ようかん・抹茶
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33493

〔くず餅〕砂糖（甜菜：北海道産、さとうきび：鹿児島県産）、
さつまいもでん粉（鹿児島県・宮崎県産）、麦芽糖（アメリ
カ産他）、本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）　〔黒糖みつ〕黒糖
（沖縄県産）　〔きな粉〕大豆（北海道・滋賀県産） 

本葛使用のくず餅です。き
な粉と黒蜜をたっぷりかけ
てお召上がり下さい。

本くず餅
廣八堂 夏季

●容量：７３ｇ　●入数：30
●商品サイズ：77×77×37㎜
●商品重量：103g　●賞：3ヵ月

¥200（¥216）33299
大豆

〔わらび餅〕砂糖（甜菜：北海道産、さとうきび（沖縄県
産））、さつまいもでん粉（鹿児島県・宮崎県産）、麦芽糖
（アメリカ産他）、本蕨粉（鹿児島県・宮崎県産）　〔黒糖
みつ〕黒糖（沖縄県産）　〔きな粉〕大豆（北海道・滋賀県
産） 

エネルギー 120kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.7g
炭水化物 27g
ナトリウム 4.1mg

栄養成分 １食あたり

本わらび使用のわらび餅
です。きな粉と黒蜜をたっ
ぷりかけてお召上がり下
さい。

本わらび餅
廣八堂 夏季

●容量：７３ｇ　●入数：30
●商品サイズ：77×77×37㎜
●商品重量：103g　●賞：3ヵ月

¥200（¥216）33300
大豆

ビートグラニュー糖（国内製造）、小豆（北海道産）、本葛粉
（宮崎県産、鹿児島県産）、寒天

エネルギー 124kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.1g
炭水化物 29.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

本葛を使用し、口あたりな
めらかで甘みを抑えた水
ようかんです。とろりなめ
らかなのど越しをお楽しみ
下さい。

本葛仕立水ようかん
廣八堂 夏季

●容量：８５ｇ　●入数：30
●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33298

麦芽糖、砂糖、さつまいもでん粉、本葛粉 

エネルギー 375kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 94.8g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産本葛粉を使用したア
イスの素。お好みのドリン
クと合わせて練って冷や
すだけでオリジナルのアイ
スが作れます。

手づくり葛あいすのもと
廣八堂 夏季

●容量：100ｇ　●入数：30
●商品サイズ：165×110×23㎜
●商品重量：110g　●賞：1年

¥360（¥389）33546

page 101-110.indd   109-110 2019/09/12   18:33



109 110

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機カカオマス、有機アガベパウダー、有機カカオバ
ター)、有機バニラパウダー （原材料の一部に乳を含む） 

エネルギー 590kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 45g
炭水化物 32g
ナトリウム 0mg

栄養成分 100gあたり

フランスで1897年創業のオー
ガニックチョコレート専門メー
カー、ダーデン社が砂糖の代
わりにアガベパウダーでダー
クチョコレートを作りました。ア
ガベの自然な甘みがカカオの
豊かな風味と味わいを引き立
てます。カカオ含有率：70% 

有機アガベチョコレートダーク
冬季アルマテラ

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×75×9㎜
●商品重量：110g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33243
乳

カカオバター、全脂粉乳、アガベパウダー

エネルギー 492kcal
たんぱく質 11g
脂質 31g
炭水化物 40g
食塩相当量 0.31g

栄養成分 100gあたり

フランスで1897年創業のオー
ガニックチョコレート専門メー
カー、ダーデン社が砂糖の代わ
りにアガベパウダーを使用して
ホワイトチョコレートを作りまし
た。カカオバターを贅沢に使用
し濃厚な味わいなのに後味は
さっぱり優しい甘さです。レシチ
ン不使用。カカオ含有率：45% 

有機アガベチョコレート・ホワイト
冬季アルマテラ

●容量：100ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×75×9㎜
●商品重量：110g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33244
乳

有機カカオマス、有機カカオバター （原材料の一部に乳
を含む） 

エネルギー 628kcal
たんぱく質 9.4g
脂質 62g
炭水化物 7.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

1897年創業、フランスのダー
デン社製造。フェアトレードの
ペルー産カカオを使用、酸味
が少なく苦みもまろやかです。
カカオそのものを楽しみたい
方へ、少しの量でもポリフェ
ノールをたくさんとることがで
きます。カカオ含有率：100%

有機アガベチョコレート・ダークカカオ１００％
冬季アルマテラ

●容量：７０g　●入数：15
●商品サイズ：165×75×8㎜
●商品重量：77g　●賞：1年6ヵ月

¥750（¥810）33343
乳

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦芽
糖（アメリカ産他）、蓮根粉末（熊本県産）、生姜粉末（長
崎県産）

滋養豊富な蓮根が入って
とても贅沢な最高級のく
ず湯です。本葛を使ってい
ますのでのどごしが良く、
なめらかな舌ざわりです。

本くず湯 〈蓮根〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33295

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦
芽糖（アメリカ産他）、晒あん（小豆：北海道産）、柚子粉末
（宮崎県産）、生姜粉末（長崎県産）、抹茶（京都府産）

本葛を使った最高級のく
ず湯です。５つの味（生姜・
小豆・抹茶・ゆず・白）が楽し
めます。

本くず湯 〈詰合せ〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33296

本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）、砂糖（きび砂糖：沖縄県・
鹿児島県産、三温糖：オーストラリア・北海道産他）、麦芽
糖（アメリカ産他）、生姜粉末（長崎県産）

本葛を使った最高級のく
ず湯です。のどごしが良
く、なめらかな舌ざわりで
す。身体が冷えた時、よく
あたたまります。

本くず湯〈生姜〉
冬季廣八堂

●容量：２３ｇ×５　●入数：30
●商品サイズ：170×100×40㎜
●商品重量：138g　●賞：6ヵ月

¥550（¥594）33297

砂糖（きび砂糖：沖縄県・鹿児島県産）、さらし餡（小豆：北
海道産）、麦芽糖（アメリカ産他）、本葛粉（鹿児島県・宮
崎県産）、玉あられ（餅米：青森県産、砂糖：北海道産）

北海道産の上質小豆のみ
を使用し、本葛でとろみを
つけた“おしるこ”が、ご家
庭で楽しめます。

しるこ 〈玉あられ付〉
冬季廣八堂

●容量：４５g×５　●入数：30
●商品サイズ：160×96×40㎜
●商品重量：265g　●賞：180日

¥600（¥648）33293

粗糖（国内産）、生餡（小豆：北海道産）、小豆（北海道産）、
水飴（甘薯：鹿児島県産）、寒天

エネルギー 168kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.1g
炭水化物 39.5g
食塩相当量 0.0g

栄養成分 1個（58g）あたり

北海道産の有機小豆と種
子島産粗製糖を使用した
小倉ようかんです。

有機小豆使用小倉ようかん
冬季五ッ橋

●容量：232g（５８ｇ×４個）　●入数：24
●商品サイズ：150×75×40㎜
●商品重量：252.2g　●賞：1年

¥600（¥648）33043

醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北海道・香川県産）、梅干
（奈良県産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 0.4g
炭水化物 7.5g
食塩相当量 16.4g

栄養成分 100gあたり

国産の梅干と、ヤマヒサ純
正醤油を混ぜ合わせて作
られたのが「梅醤エキス」
です。１杯の梅醤エキスで、
気分をさわやかに。

梅醤エキス
ムソー

●容量：３５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：71×71×120㎜
●商品重量：550g　●賞：1年

¥2,000（¥2,160）53500
小麦 大豆

天草（静岡県・千葉県産他）、黒糖みつ（黒糖）（沖縄県
産）、赤えんどう（北海道産）、醸造酢

エネルギー 54kcal
たんぱく質 0.7g
脂質 0.3g
炭水化物 12.2g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100g当たり

しなやかな食感でコシの
ある国内産寒天と、北海
道産赤えんどう使用の豆
かんてんです。黒蜜をかけ
てお召し上がりください。

豆かんてん・黒蜜
太洋

●容量：１５５ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×100×60㎜
●商品重量：255g　●賞：3ヵ月

¥290（¥313）33525

天草（静岡県・千葉県産他）、黒糖みつ（黒糖）（沖縄県
産）、きな粉（大豆：栃木県産等）、醸造酢

エネルギー 77kcal
たんぱく質 3g
脂質 1.5g
炭水化物 12.8g
食塩相当量 0.01g

栄養成分 100g当たり

国産天草を煮出して作っ
た寒天、沖縄産黒砂糖で
作った黒蜜、国産大豆きな
粉等こだわり原料の和風
デザートです。

きな粉黒みつ寒天
太洋

●容量：１６０ｇ　●入数：12【12】
●商品サイズ：100×100×60㎜
●商品重量：230g　●賞：3ヵ月

¥290（¥313）33526
大豆

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、葛、食塩

エネルギー 167kcal
たんぱく質 3.3g
脂質 0.3g
炭水化物 38g
ナトリウム 12mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有機
ＪＡＳ認定の小倉水ようか
んです。小豆の食感を残し
ています。

有機水ようかん・小倉
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33475

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機小豆（中国・ア
メリカ・アルゼンチン・オーストラリア産）、寒天、葛、食塩

エネルギー 156kcal
たんぱく質 2.6g
脂質 0.2g
炭水化物 36g
ナトリウム 20mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有
機ＪＡＳ認定のこし水ようか
んです。なめらかな食感に
仕上げました。

有機水ようかん・こし
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33492

有機砂糖（ブラジル・パラグアイ産）、有機いんげん豆（中
国産）、有機抹茶（京都府・鹿児島県・熊本県産）、寒天、
葛、食塩

エネルギー 152kcal
たんぱく質 2.3g
脂質 0.2g
炭水化物 35.3g
ナトリウム 14mg

栄養成分 100gあたり

あんこ屋さんが作った有機
ＪＡＳ認定の抹茶水ようか
んです。甘味と抹茶のほの
かな渋みとが調和してい
ます。

有機水ようかん・抹茶
遠藤製餡 夏季

●容量：１００ｇ　●入数：6【6】
●商品サイズ：70×70×48㎜
●商品重量：105g　●賞：6ヵ月

¥150（¥162）33493

〔くず餅〕砂糖（甜菜：北海道産、さとうきび：鹿児島県産）、
さつまいもでん粉（鹿児島県・宮崎県産）、麦芽糖（アメリ
カ産他）、本葛粉（鹿児島県・宮崎県産）　〔黒糖みつ〕黒糖
（沖縄県産）　〔きな粉〕大豆（北海道・滋賀県産） 

本葛使用のくず餅です。き
な粉と黒蜜をたっぷりかけ
てお召上がり下さい。

本くず餅
廣八堂 夏季

●容量：７３ｇ　●入数：30
●商品サイズ：77×77×37㎜
●商品重量：103g　●賞：3ヵ月

¥200（¥216）33299
大豆

〔わらび餅〕砂糖（甜菜：北海道産、さとうきび（沖縄県
産））、さつまいもでん粉（鹿児島県・宮崎県産）、麦芽糖
（アメリカ産他）、本蕨粉（鹿児島県・宮崎県産）　〔黒糖
みつ〕黒糖（沖縄県産）　〔きな粉〕大豆（北海道・滋賀県
産） 

エネルギー 120kcal
たんぱく質 1.6g
脂質 0.7g
炭水化物 27g
ナトリウム 4.1mg

栄養成分 １食あたり

本わらび使用のわらび餅
です。きな粉と黒蜜をたっ
ぷりかけてお召上がり下
さい。

本わらび餅
廣八堂 夏季

●容量：７３ｇ　●入数：30
●商品サイズ：77×77×37㎜
●商品重量：103g　●賞：3ヵ月

¥200（¥216）33300
大豆

ビートグラニュー糖（国内製造）、小豆（北海道産）、本葛粉
（宮崎県産、鹿児島県産）、寒天

エネルギー 124kcal
たんぱく質 2.2g
脂質 0.1g
炭水化物 29.2g
食塩相当量 0g

栄養成分 １個あたり

本葛を使用し、口あたりな
めらかで甘みを抑えた水
ようかんです。とろりなめ
らかなのど越しをお楽しみ
下さい。

本葛仕立水ようかん
廣八堂 夏季

●容量：８５ｇ　●入数：30
●賞：6ヵ月

¥240（¥259）33298

麦芽糖、砂糖、さつまいもでん粉、本葛粉 

エネルギー 375kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 94.8g
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産本葛粉を使用したア
イスの素。お好みのドリン
クと合わせて練って冷や
すだけでオリジナルのアイ
スが作れます。

手づくり葛あいすのもと
廣八堂 夏季

●容量：100ｇ　●入数：30
●商品サイズ：165×110×23㎜
●商品重量：110g　●賞：1年

¥360（¥389）33546
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機醤油（大豆：岩手県・青森県・秋田県産他、小麦：埼玉
県産他）、有機梅肉（奈良県産）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 0.2g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 16.0g

栄養成分 100gあたり

奈良奥吉野で栽培した有機青梅を使った梅干と
有機醤油を使ってつくりました。無双番茶を注い
で、梅醤番茶でお召し上がりください。

有機梅醤陽寿
無双本舗

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×75×103㎜
●商品重量：499g　●賞：1年

¥1,800（¥1,944）53683
小麦 大豆

有機梅肉（梅:奈良県産）、有機醤油（大豆：岩手県・青森
県・秋田県他、小麦：埼玉県産他）、有機番茶（京都府・三
重県・奈良県・宮崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重
県・奈良県・宮崎県産）、有機生姜粉末（中国産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.2g
炭水化物 8.6g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
生姜入り梅醤番茶をご利
用いただける携帯に便利
なスティックタイプです。

有機梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×２０　●入数：12
●商品サイズ：105×50×105㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥1,500（¥1,620）53681
小麦 大豆

有機梅肉（梅:奈良県産）、有機醤油（大豆：岩手県・青森
県・秋田県他、小麦：埼玉県産他）、有機番茶（京都府・三
重県・奈良県・宮崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重
県・奈良県・宮崎県産）、有機生姜粉末（中国産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.2g
炭水化物 8.6g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
生姜入り梅醤番茶をご利
用いただける携帯に便利
なスティックタイプです。

有機梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×４０　●入数：12
●商品サイズ：125×55×105㎜
●商品重量：415g　●賞：1年

¥2,600（¥2,808）53521
小麦 大豆

梅肉（梅：奈良県産等）、醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北
海道・香川県産）、有機番茶（京都府・三重県・奈良県・宮
崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重県・奈良県・宮崎
県産）、生姜粉末（有機）（中国産等）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 0.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注いでそのまま飲める、生姜入り梅醤で
す。梅醤と生姜でポカポカに。お料理にもご利用
いただけます。

生姜・番茶入り梅醤
無双本舗

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×75×103㎜
●商品重量：499g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53684
小麦 大豆

梅肉（梅：奈良県産）、醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北海
道・香川県産）、有機番茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎
県産）、有機番茶粉末（京都府・三重県・奈良県・宮崎県
産）、生姜粉末（高知県産他）

エネルギー 48kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 0.3g
炭水化物 7.8g
食塩相当量 12.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
美味しく国産生姜入り梅
醤番茶をお楽しみいただ
けます。

国産生姜入り梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×２０　●入数：12
●商品サイズ：105×50×105㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53690
小麦 大豆

有機玄米（滋賀県産等）

エネルギー 407kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 3.3g
炭水化物 86.9g
ナトリウム 2mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産有機玄米でつくられた
「黒炒り玄米スープの素」
です。効果的に吸収できる
よう長時間弱火でじっくり
焙煎しています。

有機・玄心
無双本舗

●容量：３２０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：230×130×30㎜
●商品重量：330g　●賞：6ヵ月

¥1,500（¥1,620）53503

玄米（有機）（滋賀県産等）、食塩（伊豆大島産）、梅酢（有
機）（梅：奈良県産）

「有機・玄心」をじっくりと炊
き出したスープです。温め
るだけでお飲みいただけ
ます。

玄心スープ〈箱〉
無双本舗

●容量：１５０ｇ×５　●入数：6
●商品サイズ：78×117×167㎜
●商品重量：820g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53689

味噌（大豆を含む、国内製造）、有機練りごま、ごま油、有
機れんこん、有機にんじん、有機ごぼう

エネルギー 474kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 30.4g
炭水化物 24.3g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

パワーがつく食養料理の
一つ。根菜に八丁味噌を
合わせ胡麻油で時間をか
けて炒りました。玄米ご飯
にぴったりのふりかけで
す。

鉄火みそふりかけ・ビン
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×77㎜
●商品重量：216g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）21327
大豆

味噌（大豆を含む、国内製造）、有機練りごま、ごま油、有
機れんこん、有機にんじん、有機ごぼう

エネルギー 474kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 30.4g
炭水化物 24.3g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

パワーがつく食養料理の
一つ。根菜に八丁味噌を
合わせ胡麻油で時間をか
けて炒りました。玄米ご飯
にぴったりのふりかけで
す。

鉄火みそふりかけ〈袋〉
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：120×190×10㎜
●商品重量：79g　●賞：6ヵ月

¥460（¥497）21328
大豆

八丁味噌（有機大豆：中国産）、ごま（有機）（エチオピア・
パラグアイ産）、ごま油（ごま：ナイジェリア産他）、れんこ
ん（有機）（熊本県産等）、にんじん（有機）（熊本県産等）、
ごぼう（有機）（宮崎県産等）、じねんじょ（熊本県産等）　

食養料理の基本の鉄火み
そに自然芋が配合され、お
いしさとパワーが更にアッ
プ。ご飯にふりかけてお食
べ下さい。

自然薯鉄火みそ〈袋〉
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：60
●商品サイズ：115×185×10㎜
●商品重量：80g　●賞：6ヵ月

¥680（¥734）21367
大豆

有機生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

香辛料として各種お料理
や、ジンジャーティーなど
にご利用いただけます。

有機生姜末・ビン入
無双本舗

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×77㎜
●商品重量：170g　●賞：1年

¥580（¥626）53677

有機生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

香辛料として各種お料理
や、ジンジャーティーなど
にご利用いただけます。

有機生姜末・アルミパック
無双本舗

●容量：４５ｇ　●入数：100
●商品サイズ：10×100×160㎜
●商品重量：50g　●賞：1年

¥580（¥626）53678

生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

手当て法「生姜シップ」に、
手軽に使えます。便利な
ティーパック入りの生姜粉
末です。

生姜粉末〈箱〉
無双本舗

●容量：２０ｇ×４　●入数：6
●商品サイズ：103×55×166㎜
●商品重量：126g　●賞：1年

¥980（¥1,058）53688

生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

手当て法「生姜シップ」に、
手軽に使えます。便利な
ティーパック入りの生姜粉
末です。

生姜粉末〈箱〉徳用
無双本舗

●容量：２０ｇ×１２　●入数：12
●商品サイズ：78×115×165㎜
●商品重量：300g　●賞：1年

¥2,380（¥2,570）53680

蓮根（熊本県・山口県産）、生姜（高知県産他）

国産の蓮根を焙煎、粉末に
したものに、生姜粉末を加
えていますので、のどに優
しい「れんこん湯」が手軽
にお召し上がりいただけま
す。

蓮根粉末 〈コーレン〉
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×165×5㎜
●商品重量：55g　●賞：1年

¥540（¥583）53516

蓮根（熊本県・山口県産）、本葛粉（鹿児島県・宮崎県
産）、生姜粉末（高知県産他）、食塩

エネルギー 360kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 0.7g
炭水化物 81.0g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 100gあたり

国内産のレンコンの節を
主に使用し、焙煎・粉末に
したものに、葛粉や生姜を
配合しました。のどの調子
が気になる時に。

節蓮根粉末
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：53g　●賞：1年

¥680（¥734）53504

小麦粉（岐阜県産）、里芋粉（中国産等）、珊瑚カルシウ
ム、生姜粉末（中国産等）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 1.6g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 28mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

独自の配合で作られた里
芋シップ用パウダーです。
簡単に里芋シップができ
るよう、さらし付分包タイ
プの箱入りです。

さといも粉〈箱〉さらし付
無双本舗

●容量：５０ｇ×４　●入数：6
●商品サイズ：103×55×166㎜
●商品重量：280g　●賞：1年

¥850（¥918）53686
小麦

小麦粉（岐阜県産）、里芋粉（中国産等）、珊瑚カルシウ
ム、生姜粉末（中国産等）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 1.6g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 28mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

独自の配合で作られた里
芋シップ用パウダーです。
お徳用袋入りです。

さといも粉・徳用
無双本舗

●容量：７００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：185×285×25㎜
●商品重量：715g　●賞：1年

¥1,800（¥1,944）53676
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

有機醤油（大豆：岩手県・青森県・秋田県産他、小麦：埼玉
県産他）、有機梅肉（奈良県産）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 5.1g
脂質 0.2g
炭水化物 9.9g
食塩相当量 16.0g

栄養成分 100gあたり

奈良奥吉野で栽培した有機青梅を使った梅干と
有機醤油を使ってつくりました。無双番茶を注い
で、梅醤番茶でお召し上がりください。

有機梅醤陽寿
無双本舗

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×75×103㎜
●商品重量：499g　●賞：1年

¥1,800（¥1,944）53683
小麦 大豆

有機梅肉（梅:奈良県産）、有機醤油（大豆：岩手県・青森
県・秋田県他、小麦：埼玉県産他）、有機番茶（京都府・三
重県・奈良県・宮崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重
県・奈良県・宮崎県産）、有機生姜粉末（中国産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.2g
炭水化物 8.6g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
生姜入り梅醤番茶をご利
用いただける携帯に便利
なスティックタイプです。

有機梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×２０　●入数：12
●商品サイズ：105×50×105㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥1,500（¥1,620）53681
小麦 大豆

有機梅肉（梅:奈良県産）、有機醤油（大豆：岩手県・青森
県・秋田県他、小麦：埼玉県産他）、有機番茶（京都府・三
重県・奈良県・宮崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重
県・奈良県・宮崎県産）、有機生姜粉末（中国産等）

エネルギー 52kcal
たんぱく質 3.9g
脂質 0.2g
炭水化物 8.6g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
生姜入り梅醤番茶をご利
用いただける携帯に便利
なスティックタイプです。

有機梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×４０　●入数：12
●商品サイズ：125×55×105㎜
●商品重量：415g　●賞：1年

¥2,600（¥2,808）53521
小麦 大豆

梅肉（梅：奈良県産等）、醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北
海道・香川県産）、有機番茶（京都府・三重県・奈良県・宮
崎県産）、有機番茶粉末（京都府・三重県・奈良県・宮崎
県産）、生姜粉末（有機）（中国産等）

エネルギー 47kcal
たんぱく質 3.4g
脂質 0.1g
炭水化物 8.1g
食塩相当量 13.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注いでそのまま飲める、生姜入り梅醤で
す。梅醤と生姜でポカポカに。お料理にもご利用
いただけます。

生姜・番茶入り梅醤
無双本舗

●容量：２５０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：75×75×103㎜
●商品重量：499g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53684
小麦 大豆

梅肉（梅：奈良県産）、醤油（大豆：福岡県産他、小麦：北海
道・香川県産）、有機番茶（京都府・三重県・奈良県・宮崎
県産）、有機番茶粉末（京都府・三重県・奈良県・宮崎県
産）、生姜粉末（高知県産他）

エネルギー 48kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 0.3g
炭水化物 7.8g
食塩相当量 12.3g

栄養成分 100gあたり

お湯を注ぐだけで、手軽に
美味しく国産生姜入り梅
醤番茶をお楽しみいただ
けます。

国産生姜入り梅干番茶・スティック
無双本舗

●容量：８ｇ×２０　●入数：12
●商品サイズ：105×50×105㎜
●商品重量：200g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53690
小麦 大豆

有機玄米（滋賀県産等）

エネルギー 407kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 3.3g
炭水化物 86.9g
ナトリウム 2mg
食塩相当量 0g

栄養成分 100gあたり

国産有機玄米でつくられた
「黒炒り玄米スープの素」
です。効果的に吸収できる
よう長時間弱火でじっくり
焙煎しています。

有機・玄心
無双本舗

●容量：３２０ｇ　●入数：16
●商品サイズ：230×130×30㎜
●商品重量：330g　●賞：6ヵ月

¥1,500（¥1,620）53503

玄米（有機）（滋賀県産等）、食塩（伊豆大島産）、梅酢（有
機）（梅：奈良県産）

「有機・玄心」をじっくりと炊
き出したスープです。温め
るだけでお飲みいただけ
ます。

玄心スープ〈箱〉
無双本舗

●容量：１５０ｇ×５　●入数：6
●商品サイズ：78×117×167㎜
●商品重量：820g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53689

味噌（大豆を含む、国内製造）、有機練りごま、ごま油、有
機れんこん、有機にんじん、有機ごぼう

エネルギー 474kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 30.4g
炭水化物 24.3g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

パワーがつく食養料理の
一つ。根菜に八丁味噌を
合わせ胡麻油で時間をか
けて炒りました。玄米ご飯
にぴったりのふりかけで
す。

鉄火みそふりかけ・ビン
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×77㎜
●商品重量：216g　●賞：6ヵ月

¥500（¥540）21327
大豆

味噌（大豆を含む、国内製造）、有機練りごま、ごま油、有
機れんこん、有機にんじん、有機ごぼう

エネルギー 474kcal
たんぱく質 25.7g
脂質 30.4g
炭水化物 24.3g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 100gあたり

パワーがつく食養料理の
一つ。根菜に八丁味噌を
合わせ胡麻油で時間をか
けて炒りました。玄米ご飯
にぴったりのふりかけで
す。

鉄火みそふりかけ〈袋〉
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：10
●商品サイズ：120×190×10㎜
●商品重量：79g　●賞：6ヵ月

¥460（¥497）21328
大豆

八丁味噌（有機大豆：中国産）、ごま（有機）（エチオピア・
パラグアイ産）、ごま油（ごま：ナイジェリア産他）、れんこ
ん（有機）（熊本県産等）、にんじん（有機）（熊本県産等）、
ごぼう（有機）（宮崎県産等）、じねんじょ（熊本県産等）　

食養料理の基本の鉄火み
そに自然芋が配合され、お
いしさとパワーが更にアッ
プ。ご飯にふりかけてお食
べ下さい。

自然薯鉄火みそ〈袋〉
無双本舗

●容量：７５ｇ　●入数：60
●商品サイズ：115×185×10㎜
●商品重量：80g　●賞：6ヵ月

¥680（¥734）21367
大豆

有機生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

香辛料として各種お料理
や、ジンジャーティーなど
にご利用いただけます。

有機生姜末・ビン入
無双本舗

●容量：４０ｇ　●入数：12
●商品サイズ：60×60×77㎜
●商品重量：170g　●賞：1年

¥580（¥626）53677

有機生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

香辛料として各種お料理
や、ジンジャーティーなど
にご利用いただけます。

有機生姜末・アルミパック
無双本舗

●容量：４５ｇ　●入数：100
●商品サイズ：10×100×160㎜
●商品重量：50g　●賞：1年

¥580（¥626）53678

生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

手当て法「生姜シップ」に、
手軽に使えます。便利な
ティーパック入りの生姜粉
末です。

生姜粉末〈箱〉
無双本舗

●容量：２０ｇ×４　●入数：6
●商品サイズ：103×55×166㎜
●商品重量：126g　●賞：1年

¥980（¥1,058）53688

生姜（中国産等）

エネルギー 382kcal
たんぱく質 7.8g
脂質 3.8g
炭水化物 79.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

手当て法「生姜シップ」に、
手軽に使えます。便利な
ティーパック入りの生姜粉
末です。

生姜粉末〈箱〉徳用
無双本舗

●容量：２０ｇ×１２　●入数：12
●商品サイズ：78×115×165㎜
●商品重量：300g　●賞：1年

¥2,380（¥2,570）53680

蓮根（熊本県・山口県産）、生姜（高知県産他）

国産の蓮根を焙煎、粉末に
したものに、生姜粉末を加
えていますので、のどに優
しい「れんこん湯」が手軽
にお召し上がりいただけま
す。

蓮根粉末 〈コーレン〉
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：110×165×5㎜
●商品重量：55g　●賞：1年

¥540（¥583）53516

蓮根（熊本県・山口県産）、本葛粉（鹿児島県・宮崎県
産）、生姜粉末（高知県産他）、食塩

エネルギー 360kcal
たんぱく質 7.4g
脂質 0.7g
炭水化物 81.0g
食塩相当量 4.1g

栄養成分 100gあたり

国内産のレンコンの節を
主に使用し、焙煎・粉末に
したものに、葛粉や生姜を
配合しました。のどの調子
が気になる時に。

節蓮根粉末
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：160×100×10㎜
●商品重量：53g　●賞：1年

¥680（¥734）53504

小麦粉（岐阜県産）、里芋粉（中国産等）、珊瑚カルシウ
ム、生姜粉末（中国産等）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 1.6g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 28mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

独自の配合で作られた里
芋シップ用パウダーです。
簡単に里芋シップができ
るよう、さらし付分包タイ
プの箱入りです。

さといも粉〈箱〉さらし付
無双本舗

●容量：５０ｇ×４　●入数：6
●商品サイズ：103×55×166㎜
●商品重量：280g　●賞：1年

¥850（¥918）53686
小麦

小麦粉（岐阜県産）、里芋粉（中国産等）、珊瑚カルシウ
ム、生姜粉末（中国産等）

エネルギー 344kcal
たんぱく質 11.0g
脂質 1.6g
炭水化物 71.4g
ナトリウム 28mg
食塩相当量 0.1g

栄養成分 100gあたり

独自の配合で作られた里
芋シップ用パウダーです。
お徳用袋入りです。

さといも粉・徳用
無双本舗

●容量：７００ｇ　●入数：10
●商品サイズ：185×285×25㎜
●商品重量：715g　●賞：1年

¥1,800（¥1,944）53676
小麦
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大根の葉（大根：長崎県産）、食塩（韓国産）

有機栽培の大根の葉を長
時間陰干しにして、ティー
パックタイプにしました。塩
（キパワーソルト・塩田結
晶塩）付です。手当て法大
根干葉湯が御利用いただ
けます。

大根干葉〈箱〉塩付き
無双本舗

●容量：５０ｇ×３　●入数：6
●商品サイズ：96×117×167㎜
●商品重量：293g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53687

梅干（梅:奈良県産）

梅干しの黒焼きは、梅干し
のパワーをより強力にした
ものです。国産梅干しを時
間をかけて黒焼きにし、微
粉末にしました。

梅ぼし墨（くろ）焼き
無双本舗

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：39×39×74㎜
●商品重量：105g　●賞：2年

¥2,000（¥2,160）53694
蓮根（熊本県産）、小豆（北海道産）、大豆（熊本県産）、小
麦胚芽（小麦：アメリカ産他）、玄米胚芽（米：国内産）、生姜
（熊本県産）

たんぱく質 7.6g
脂質 2.8g
炭水化物 76.5g
ナトリウム 167mg

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の蓮根の
節と根を主体につくられて
います。鉄分、カルシウムな
どのミネラルや食物繊維
を豊富に含んでいます。

釈迦蓮根
健康センター中川

●容量：２２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：65×65×126㎜
●商品重量：245g　●賞：1年

¥3,000（¥3,240）53515
小麦 大豆

タンポポの根（ポーランド産）

タンポポの根から採った
養分を長時間濃縮させて
作ったエキスです。少量を
お湯で溶かしてコーヒー
風の飲み物としてお召し
上がりいただけます。

陽泉
日本正食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：47×47×88㎜
●商品重量：196g　●賞：2年

¥4,000（¥4,320）53505

有機梅エキス（三重県・奈良県産）、有機米粉（栃木県
産）、有機籾米焙煎末

エネルギー 367kcal
たんぱく質 7.0g
脂質 4.2g
炭水化物 75.2g
食塩相当量 0.117g

栄養成分 100gあたり

国内産・有機青梅の搾り汁
をじっくり煮詰めた梅エキ
スと有機米粉を練り上げ
た粒で、クエン酸等の有機
酸やミネラル等が含まれ
ています。

有機・梅肉エキス粒
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：224g　●賞：2年

¥3,500（¥3,780）53573

有機梅エキス（三重県・奈良県産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 11.9g
脂質 0.2g
炭水化物 67.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国内産・有機青梅の搾り汁
をじっくり煮詰めた梅エキ
スはクエン酸、リンゴ酸等
の有機酸やミネラルを含
んでいます。

有機・梅肉エキス
ウメケン

●容量：４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：40×40×60㎜
●商品重量：104g　●賞：3年

¥2,000（¥2,160）53572

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：36
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：224g　●賞：2年

¥3,000（¥3,240）53938

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：２００ｇ　●入数：36
●商品サイズ：76×76×136㎜
●商品重量：491g　●賞：2年

¥5,800（¥6,264）53939

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：４５０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：105×105×132㎜
●商品重量：617g　●賞：2年

¥12,000（¥12,960）53940

梅エキス（和歌山県紀州産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.3g
炭水化物 70.1g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

紀州産青梅の搾り汁を長
時間煮詰めた梅エキスは、
クエン酸等の有機酸、鉄
分やカルシウム等のミネラ
ルをバランスよく含んでい
ます。

梅エキス 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：211g　●賞：3年

¥3,000（¥3,240）53567

梅エキス（和歌山県紀州産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.3g
炭水化物 70.1g
ナトリウム 16.8mg

栄養成分 100gあたり

紀州産青梅の搾り汁を長
時間煮詰めた梅エキスは、
クエン酸等の有機酸、鉄
分やカルシウム等のミネラ
ルをバランスよく含んでい
ます。

梅エキス 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：２８０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×118㎜
●商品重量：480g　●賞：3年

¥9,000（¥9,720）53568

梅干し果肉（梅：和歌山県産）、しそ加工品（しそ：愛知県
産）

エネルギー 22kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 4.9g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 16gあたり

国内産のしそ梅干しのか
らだにやさしい丸粒です。
外出時や旅行に携帯しや
すいケース入りです。

梅ぼしさん・国産しそ梅干し100％
ウメケン

●容量：１６ｇ　●入数：12
●商品サイズ：50×24×50㎜
●商品重量：33g　●賞：1年

¥580（¥626）53574

有機玄米（国内産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 3.4g
炭水化物 82.4g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産の有機玄米を100％
使用。深く焙煎した有機玄
米を平均粒度10ミクロン以
下に微粉砕し、軟らかく造粒
しています。熱湯などにも溶
けやすく、粒子の沈降もほと
んどありません。珈琲感覚
の香ばしくて、体に優しいノ
ンカフェイン飲料です。

有機リカフェ・ボックス
フジワラ

●容量：２ｇ×３６包　●入数：6
●商品サイズ：130×55×80㎜
●商品重量：121g　●賞：2年

¥2,500（¥2,700）41477

有機玄米（国内産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 3.4g
炭水化物 72.4g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産の有機玄米を100％
使用。深く焙煎した有機玄
米を平均粒度10ミクロン以
下に微粉砕し、軟らかく造粒
しています。熱湯などにも溶
けやすく、粒子の沈降もほと
んどありません。珈琲感覚
の香ばしくて、体に優しいノ
ンカフェイン飲料です。

有機リカフェ・ファミリー
フジワラ

●容量：６０ｇ×２袋　●入数：6
●商品サイズ：100×46×195㎜
●商品重量：164g　●賞：2年

¥3,600（¥3,888）41478

有機ケール（国内産）

エネルギー 300kcal
たんぱく質 20.8g
脂質 5g
炭水化物 60.5g
糖質 25.5g
食物繊維 35g
ナトリウム 199mg

栄養成分 100gあたり

有機ＪＡＳ国産ケール１００％の青汁です。溶けやす
く、口あたりの良い微粉末ですので、いつでもお
いしく召し上がれます。

有機フジワラの青汁・粉末タイプ
フジワラ

●容量：３ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：158×64×102㎜
●商品重量：160g　●賞：2年

¥3,239（¥3,498）53812

有機田七人参（中国産）

エネルギー 7.1kcal
たんぱく質 0.14g
脂質 0.06g
炭水化物 2.64g
ナトリウム 0.03mg

栄養成分 1包（2g）あたり

大地の栄養分を時間をかけて十分に吸収し、優
れた成分が凝縮されています。添加物など一切
加えていない有機の田七人参。

有機雲南田七人参・顆粒
フジワラ

●容量：２ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：122×63×74㎜
●商品重量：114g　●賞：2年

¥9,000（¥9,720）53700

有機田七人参（中国産）

エネルギー 7.1kcal
たんぱく質 0.14g
脂質 0.06g
炭水化物 2.64g
ナトリウム 0.03mg

栄養成分 １包（2g）あたり

大地の栄養分を時間をかけて十分に吸収し、優
れた成分が凝縮されています。添加物など一切
加えていない有機の田七人参。 飲みやすい粒タ
イプです。

有機雲南田七人参・粒
フジワラ

●容量：２ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：122×63×74㎜
●商品重量：114g　●賞：2年

¥9,000（¥9,720）53742 サフラワー油、ゼラチン、カシス抽出物（カシスエキス、デ
キストリン）、カキ抽出物、ＤＨＡ含有精製魚油、シジミ抽
出物、RNA含有ビール酵母抽出物、ビタミンE含有植物
油、ビルベリー果実抽出物／グリセリン、マリーゴールド
色素、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤（V.E）

エネルギー 9.8kcal
たんぱく質 0.54g
脂質 0.68g
炭水化物 0.38g
ナトリウム 3.6mg

栄養成分 4粒（1.68g）あたり

カシス、ルテイン、ブルーベ
リーをソフトカプセルに閉
じ込めました。ぜひ、皆様
の健康と美容にお役立て
ください。

機能性表示食品　青い瞳〈ＢＬＵＥ　ＥＹＥＳ〉
フジワラ

●容量：１２０粒　●入数：6
●商品サイズ：58×58×80㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥8,500（¥9,180）53703
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

大根の葉（大根：長崎県産）、食塩（韓国産）

有機栽培の大根の葉を長
時間陰干しにして、ティー
パックタイプにしました。塩
（キパワーソルト・塩田結
晶塩）付です。手当て法大
根干葉湯が御利用いただ
けます。

大根干葉〈箱〉塩付き
無双本舗

●容量：５０ｇ×３　●入数：6
●商品サイズ：96×117×167㎜
●商品重量：293g　●賞：1年

¥1,300（¥1,404）53687

梅干（梅:奈良県産）

梅干しの黒焼きは、梅干し
のパワーをより強力にした
ものです。国産梅干しを時
間をかけて黒焼きにし、微
粉末にしました。

梅ぼし墨（くろ）焼き
無双本舗

●容量：３０ｇ　●入数：20
●商品サイズ：39×39×74㎜
●商品重量：105g　●賞：2年

¥2,000（¥2,160）53694
蓮根（熊本県産）、小豆（北海道産）、大豆（熊本県産）、小
麦胚芽（小麦：アメリカ産他）、玄米胚芽（米：国内産）、生姜
（熊本県産）

たんぱく質 7.6g
脂質 2.8g
炭水化物 76.5g
ナトリウム 167mg

栄養成分 100gあたり

国内産契約栽培の蓮根の
節と根を主体につくられて
います。鉄分、カルシウムな
どのミネラルや食物繊維
を豊富に含んでいます。

釈迦蓮根
健康センター中川

●容量：２２０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：65×65×126㎜
●商品重量：245g　●賞：1年

¥3,000（¥3,240）53515
小麦 大豆

タンポポの根（ポーランド産）

タンポポの根から採った
養分を長時間濃縮させて
作ったエキスです。少量を
お湯で溶かしてコーヒー
風の飲み物としてお召し
上がりいただけます。

陽泉
日本正食

●容量：１００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：47×47×88㎜
●商品重量：196g　●賞：2年

¥4,000（¥4,320）53505

有機梅エキス（三重県・奈良県産）、有機米粉（栃木県
産）、有機籾米焙煎末

エネルギー 367kcal
たんぱく質 7.0g
脂質 4.2g
炭水化物 75.2g
食塩相当量 0.117g

栄養成分 100gあたり

国内産・有機青梅の搾り汁
をじっくり煮詰めた梅エキ
スと有機米粉を練り上げ
た粒で、クエン酸等の有機
酸やミネラル等が含まれ
ています。

有機・梅肉エキス粒
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：224g　●賞：2年

¥3,500（¥3,780）53573

有機梅エキス（三重県・奈良県産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 11.9g
脂質 0.2g
炭水化物 67.1g
食塩相当量 0.02g

栄養成分 100gあたり

国内産・有機青梅の搾り汁
をじっくり煮詰めた梅エキ
スはクエン酸、リンゴ酸等
の有機酸やミネラルを含
んでいます。

有機・梅肉エキス
ウメケン

●容量：４０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：40×40×60㎜
●商品重量：104g　●賞：3年

¥2,000（¥2,160）53572

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：36
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：224g　●賞：2年

¥3,000（¥3,240）53938

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：２００ｇ　●入数：36
●商品サイズ：76×76×136㎜
●商品重量：491g　●賞：2年

¥5,800（¥6,264）53939

梅エキス（梅：和歌山県産）、甘藷（アヤムラサキ：宮崎県・
鹿児島県産）、でんぷん、食物繊維、牡蠣殻末

エネルギー 338kcal
たんぱく質 5.2g
脂質 2.5g
炭水化物 73.6g
ナトリウム 48.6mg

栄養成分 100gあたり

紀州産梅エキスを５５％配
合し甘藷（国内産アヤム
ラサキ）等と練り上げた粒
で、クエン酸等の有機酸、
ムメフラール、ミネラルを
含んでいます。

梅エキス粒 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：４５０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：105×105×132㎜
●商品重量：617g　●賞：2年

¥12,000（¥12,960）53940

梅エキス（和歌山県紀州産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.3g
炭水化物 70.1g
食塩相当量 0.04g

栄養成分 100gあたり

紀州産青梅の搾り汁を長
時間煮詰めた梅エキスは、
クエン酸等の有機酸、鉄
分やカルシウム等のミネラ
ルをバランスよく含んでい
ます。

梅エキス 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：57×57×105㎜
●商品重量：211g　●賞：3年

¥3,000（¥3,240）53567

梅エキス（和歌山県紀州産）

エネルギー 318kcal
たんぱく質 8.6g
脂質 0.3g
炭水化物 70.1g
ナトリウム 16.8mg

栄養成分 100gあたり

紀州産青梅の搾り汁を長
時間煮詰めた梅エキスは、
クエン酸等の有機酸、鉄
分やカルシウム等のミネラ
ルをバランスよく含んでい
ます。

梅エキス 〈梅炫〉
ウメケン

●容量：２８０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：68×68×118㎜
●商品重量：480g　●賞：3年

¥9,000（¥9,720）53568

梅干し果肉（梅：和歌山県産）、しそ加工品（しそ：愛知県
産）

エネルギー 22kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 4.9g
食塩相当量 9.7g

栄養成分 16gあたり

国内産のしそ梅干しのか
らだにやさしい丸粒です。
外出時や旅行に携帯しや
すいケース入りです。

梅ぼしさん・国産しそ梅干し100％
ウメケン

●容量：１６ｇ　●入数：12
●商品サイズ：50×24×50㎜
●商品重量：33g　●賞：1年

¥580（¥626）53574

有機玄米（国内産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 3.4g
炭水化物 82.4g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産の有機玄米を100％
使用。深く焙煎した有機玄
米を平均粒度10ミクロン以
下に微粉砕し、軟らかく造粒
しています。熱湯などにも溶
けやすく、粒子の沈降もほと
んどありません。珈琲感覚
の香ばしくて、体に優しいノ
ンカフェイン飲料です。

有機リカフェ・ボックス
フジワラ

●容量：２ｇ×３６包　●入数：6
●商品サイズ：130×55×80㎜
●商品重量：121g　●賞：2年

¥2,500（¥2,700）41477

有機玄米（国内産）

エネルギー 356kcal
たんぱく質 8.3g
脂質 3.4g
炭水化物 72.4g
ナトリウム 1.1mg

栄養成分 100gあたり

国内産の有機玄米を100％
使用。深く焙煎した有機玄
米を平均粒度10ミクロン以
下に微粉砕し、軟らかく造粒
しています。熱湯などにも溶
けやすく、粒子の沈降もほと
んどありません。珈琲感覚
の香ばしくて、体に優しいノ
ンカフェイン飲料です。

有機リカフェ・ファミリー
フジワラ

●容量：６０ｇ×２袋　●入数：6
●商品サイズ：100×46×195㎜
●商品重量：164g　●賞：2年

¥3,600（¥3,888）41478

有機ケール（国内産）

エネルギー 300kcal
たんぱく質 20.8g
脂質 5g
炭水化物 60.5g
糖質 25.5g
食物繊維 35g
ナトリウム 199mg

栄養成分 100gあたり

有機ＪＡＳ国産ケール１００％の青汁です。溶けやす
く、口あたりの良い微粉末ですので、いつでもお
いしく召し上がれます。

有機フジワラの青汁・粉末タイプ
フジワラ

●容量：３ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：158×64×102㎜
●商品重量：160g　●賞：2年

¥3,239（¥3,498）53812

有機田七人参（中国産）

エネルギー 7.1kcal
たんぱく質 0.14g
脂質 0.06g
炭水化物 2.64g
ナトリウム 0.03mg

栄養成分 1包（2g）あたり

大地の栄養分を時間をかけて十分に吸収し、優
れた成分が凝縮されています。添加物など一切
加えていない有機の田七人参。

有機雲南田七人参・顆粒
フジワラ

●容量：２ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：122×63×74㎜
●商品重量：114g　●賞：2年

¥9,000（¥9,720）53700

有機田七人参（中国産）

エネルギー 7.1kcal
たんぱく質 0.14g
脂質 0.06g
炭水化物 2.64g
ナトリウム 0.03mg

栄養成分 １包（2g）あたり

大地の栄養分を時間をかけて十分に吸収し、優
れた成分が凝縮されています。添加物など一切
加えていない有機の田七人参。 飲みやすい粒タ
イプです。

有機雲南田七人参・粒
フジワラ

●容量：２ｇ×３０　●入数：6
●商品サイズ：122×63×74㎜
●商品重量：114g　●賞：2年

¥9,000（¥9,720）53742 サフラワー油、ゼラチン、カシス抽出物（カシスエキス、デ
キストリン）、カキ抽出物、ＤＨＡ含有精製魚油、シジミ抽
出物、RNA含有ビール酵母抽出物、ビタミンE含有植物
油、ビルベリー果実抽出物／グリセリン、マリーゴールド
色素、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤（V.E）

エネルギー 9.8kcal
たんぱく質 0.54g
脂質 0.68g
炭水化物 0.38g
ナトリウム 3.6mg

栄養成分 4粒（1.68g）あたり

カシス、ルテイン、ブルーベ
リーをソフトカプセルに閉
じ込めました。ぜひ、皆様
の健康と美容にお役立て
ください。

機能性表示食品　青い瞳〈ＢＬＵＥ　ＥＹＥＳ〉
フジワラ

●容量：１２０粒　●入数：6
●商品サイズ：58×58×80㎜
●商品重量：118g　●賞：2年

¥8,500（¥9,180）53703
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

DHA含有精製魚油（国内製造）、イチョウ葉エキス末、
ビルベリーエキス末、ホスファチジルセリン含有リン脂質
（大豆を含む）、L-カルチニンフマル酸塩／ゼラチン、グ
リセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、フェルラ
酸、植物レシチン（大豆由来）、ビタミンE、ビタミンB12

エネルギー 10.5kcal
たんぱく質 0.49g
脂質 0.82g
炭水化物 0.29g
糖質 0.006g
食塩相当量 0.0006g

栄養成分 4粒（1.7g）あたり

イチョウ葉エキスを中心
に、記憶力改善、血流改善
に効果がある素材を配合
した健康補助食品です。イ
チョウ葉エキスを120mg
配合しています。

ギンコロイドＦ
フジワラ

●容量：１２０粒　●入数：6
●商品サイズ：58×58×80㎜
●商品重量：106g　●賞：2年

¥4,200（¥4,536）53523
大豆

タラヨウ／ＨＰＭＣ 

エネルギー 6.5kcal
たんぱく質 0.24g
脂質 0.16g
炭水化物 1.21g
食塩相当量 0～0.01g

栄養成分 6粒（1.86g）あたり

春の季節の不愉快な決ま
りごと、できれば楽にやり
すごしたいものです。春の
季節の美容と健康にお奨
めいたします。　※11月～
4月頃 

はなどおりカプセルタイプ
フジワラ

●容量：３１０mｇ×９０粒　●入数：6
●商品サイズ：195×99×28㎜
●商品重量：34g　●賞：2年

限定¥2,400（¥2,592）53824

冬虫夏草の乾燥粉末、トレハロース、デキストリン

エネルギー 394kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 1.6g
糖質 90.2g
ナトリウム 5.8mg

栄養成分 100ｇあたり

冬虫夏草の人工培養に成
功したもので、「蚕虫華草」
（サンチュウカソウ）と名
付けました。

蚕虫華草〈新冬虫夏草〉
N＆Ｐ

●容量：１．５ｇ×６０　●入数：6
●商品サイズ：70×100×115㎜
●商品重量：151g　●賞：2年

¥9,500（¥10,260）53649

卵黄油、ゼラチン、グリセリン

エネルギー 12.76kcal
たんぱく質 0.74g
脂質 1.03g
炭水化物 0.12g
ナトリウム 2mg

栄養成分 4粒（1980mg）あたり

宮崎尾鈴山麓にて、自然
飼料・山林放し飼いのニワ
トリの卵の卵黄を原料に
手作りした卵油です。

卵黄油
黒岩

●容量：１２０粒　●入数：10
●商品サイズ：55×55×85㎜
●商品重量：235g　●賞：2年

¥4,800（¥5,184）53660
卵

コラーゲンペプチド

エネルギー 381.0kcal
たんぱく質 94.9g
脂質 0.10g
炭水化物 0.0g
食塩相当量 0.20g

栄養成分 100gあたり

天然の良質な魚の鱗と皮
のみを原料とし高純度の
粉末タイプで、脂質０、純度
１００％の吸収しやすい高
品質コラーゲンペプチドで
す。

マリンコラーゲン
環境科学

●容量：１００ｇ　●入数：40
●商品サイズ：232×140×52㎜
●商品重量：112.2g　●賞：2年

¥2,190（¥2,365）53716
カキエキス、酵母エキス、しじみエキス、グアバ葉エキス、
セルロース、乳化剤、Ｖ．Ｂ１、Ｖ．Ｂ２、Ｖ．Ｂ６　〈糖衣剤〉
ショ糖、乳糖、アラビアガム、ゼラチン、セラック、炭酸
Ca、ココア色素、カラメル、カルナウバロウ

エネルギー 2.6kcal
たんぱく質 127g
脂質 11g
炭水化物 509g
ナトリウム 6.1mg

栄養成分 2粒（740mg）あたり

ビタミン、ミネラル、タウリ
ンや微量栄養素を豊富に
含んだ栄養価の高い自然
食品です。広島産の生ガ
キのみを使用しています。

オイスターＦゴールド
フジワラ

●容量：２粒×３０　●入数：6
●商品サイズ：95×54×60㎜
●商品重量：60g　●賞：2年

¥7,000（¥7,560）53524
乳 大豆

ショ糖、ブドウ糖、でん粉、レモン果汁末、アセロラパウ
ダー、ローズヒップパウダー、ウコン抽出物、ビタミンＣ、
ショ糖エステル、香料

エネルギー 11.8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.02g
炭水化物 2.9g
食塩相当量 0.0005g
ビタミンC 15600mg

栄養成分 10粒（3g）あたり

１粒にレモン２個分のビタ
ミンＣ（約５０ｍｇ）が含まれ
ています。チュアブルタイ
プの、いつでも手軽に食べ
られるビタミンＣです。

Ｃ－バランス
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：60×60×85㎜
●商品重量：117g　●賞：2年

¥1,850（¥1,998）53578

乳酸カルシウム  ９０％、塩水湖水ミネラル液  １０％

エネルギー 171kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 42.8g
ナトリウム 31.8mg
カルシウム 13000mg

栄養成分 100gあたり

発酵Ｌ型乳酸カルシウムと
米国ユタ州グレートソルト
レイクの湖水から採取さ
れた１０種類のミネラル濃
縮液だけで作られていま
す。

エルカルシウム・顆粒
ウメケン

●容量：４００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：89×89×160㎜
●商品重量：480g　●賞：2年

¥10,000（¥10,800）53535

乳酸カルシウム

エネルギー 169kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 42.2g
ナトリウム 2mg
カルシウム 13800mg

栄養成分 100gあたり

ウメケン独自の製造技術
により、増量・結着剤等を
使用せず粒状に仕上げた
カルシウム強化剤です。水
溶性です。

エルカルシウム・粒
ウメケン

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：98×98×94㎜
●商品重量：301g　●賞：2年

¥6,000（¥6,480）53583

かにグルコサミン、でん粉、米飴、大豆ファイバー、ビー
ル酵母、デビルズクロウエキス末、シトラスファイバ、コン
ドロイチン含有サメ軟骨抽出物、亜鉛含有酵母、プルラ
ン、シェラック

エネルギー 7.5kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0g
炭水化物 1.3g
食塩相当量 0.01g
グルコサミン
 1260mg
亜鉛 2.0mg

栄養成分 10粒（2g）あたり

「グルコサミン」は、ふしぶし
の健康を守る栄養素です。
「グルコサミン」を中心に、
ハーブ「デビルズクロウ」、
コンドロイチンなど含有。

グルコサミン粒
ウメケン

●容量：６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：202×104×54㎜
●商品重量：130g　●賞：2年

¥5,500（¥5,940）53576
かに 大豆

果実（りんご：国内産、みかん：静岡県産、ぶどう：長野県
産、うめ：和歌山県産）、砂糖（てん菜：北海道産）、天然酵
母（静岡県産）、オタネニンジン葉抽出液（国内産）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0g
炭水化物 15.5g
ナトリウム 1.55mg
食塩相当量 0.004g

栄養成分 20mlあたり

果実を酵母菌で１～１.５年
間発酵熟成させた、植物エ
キス発酵飲料です。１ｍｌ中
に９,０００万菌体前後の天
然酵母を含有しています。

コーボンマーベル
第一酵母

●容量：５２５ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：94×94×258㎜
●商品重量：1360g　●賞：2年

¥4,800（¥5,184）53612

果実（りんご：国内産、うめ：和歌山県産）、砂糖（てん菜：
北海道産）、天然酵母（静岡県産）

エネルギー 70.6kcal
たんぱく質 0.06g
脂質 0g
炭水化物 17.6g
ナトリウム 2.2mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 20mlあたり

リンゴとウメを酵母菌で１
～１.５年間発酵熟成させ
た、植物エキス発酵飲料で
す。１ｍｌ中に５,０００万菌体
前後の天然酵母を含有し
ています。

コーボン・うめ
第一酵母

●容量：５２５ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：94×94×258㎜
●商品重量：1380g　●賞：2年

¥3,600（¥3,888）53609

洗い流すタイプの弱酸性
油性ジェル。皮脂に近い無
農薬椿油とオリーブ油が
メイクや毛穴の汚れになじ
んで浮かびあがらせます。
ツルツルとさっぱりした洗
い上がりで肌を清潔に保
ちます。

クレンジングジェル〈メイク落とし〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１２０ｇ　●入数：6
¥3,000（¥3,300）64179

低刺激な弱酸性（アミノ酸
系）の洗顔料。肌のうるお
いを保ちながら汚れや余
分な皮脂を落とします。マ
イルドでソフトな泡立ちで、
きしみを抑えしっとりと洗
いあげます。

クレンジングフォーム〈洗顔料〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１２５ｇ　●入数：6
¥3,000（¥3,300）64180

秩父古生層で自然ろ過さ
れたナチュラルミネラル
ウォーターにフムスエキス
をブレンドしたミスト化粧
水。メイクのりのよい肌に
整えます。乾燥が気になる
ときにも使用できます。

ピュアミスト・化粧水
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１８０ｇ　●入数：6
¥1,500（¥1,650）64186

「美人水」としても知られる
無農薬ヘチマ水（国産）*に
フムスエキス*とお肌のた
めのハーブエキス*をブレ
ンドした化粧水です。キメ
を整え、みずみずしく透き
通るようなお肌へと導きま
す。　*保湿

ピュアローション〈化粧水〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１００ｍｌ　●入数：6
¥3,800（¥4,180）64181

日本の美容オイルとして愛
されている無農薬椿油（国
産）*に天然水*・フムスエキ
ス*とお肌のためのハーブ
エキス*をブレンドした乳
液です。うるおいを守り、
ふっくらとしたお肌に整え
ます。　*保湿

ピュアミルクローション〈乳液〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１００ｍｌ　●入数：6
¥4,000（¥4,400）64182

無農薬椿油（国産）*と天然
水*・フムスエキス*、お肌の
ためのハーブエキス*をブ
レンドしたクリームです。柔
らかくなじみ、つややかな
ハリと弾力のあるお肌に
整えます。　*保湿

エマルジョンクリーム〈クリーム〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｇ　●入数：6
¥4,800（¥5,280）64183
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

DHA含有精製魚油（国内製造）、イチョウ葉エキス末、
ビルベリーエキス末、ホスファチジルセリン含有リン脂質
（大豆を含む）、L-カルチニンフマル酸塩／ゼラチン、グ
リセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、フェルラ
酸、植物レシチン（大豆由来）、ビタミンE、ビタミンB12

エネルギー 10.5kcal
たんぱく質 0.49g
脂質 0.82g
炭水化物 0.29g
糖質 0.006g
食塩相当量 0.0006g

栄養成分 4粒（1.7g）あたり

イチョウ葉エキスを中心
に、記憶力改善、血流改善
に効果がある素材を配合
した健康補助食品です。イ
チョウ葉エキスを120mg
配合しています。

ギンコロイドＦ
フジワラ

●容量：１２０粒　●入数：6
●商品サイズ：58×58×80㎜
●商品重量：106g　●賞：2年

¥4,200（¥4,536）53523
大豆

タラヨウ／ＨＰＭＣ 

エネルギー 6.5kcal
たんぱく質 0.24g
脂質 0.16g
炭水化物 1.21g
食塩相当量 0～0.01g

栄養成分 6粒（1.86g）あたり

春の季節の不愉快な決ま
りごと、できれば楽にやり
すごしたいものです。春の
季節の美容と健康にお奨
めいたします。　※11月～
4月頃 

はなどおりカプセルタイプ
フジワラ

●容量：３１０mｇ×９０粒　●入数：6
●商品サイズ：195×99×28㎜
●商品重量：34g　●賞：2年

限定¥2,400（¥2,592）53824

冬虫夏草の乾燥粉末、トレハロース、デキストリン

エネルギー 394kcal
たんぱく質 4.6g
脂質 1.6g
糖質 90.2g
ナトリウム 5.8mg

栄養成分 100ｇあたり

冬虫夏草の人工培養に成
功したもので、「蚕虫華草」
（サンチュウカソウ）と名
付けました。

蚕虫華草〈新冬虫夏草〉
N＆Ｐ

●容量：１．５ｇ×６０　●入数：6
●商品サイズ：70×100×115㎜
●商品重量：151g　●賞：2年

¥9,500（¥10,260）53649

卵黄油、ゼラチン、グリセリン

エネルギー 12.76kcal
たんぱく質 0.74g
脂質 1.03g
炭水化物 0.12g
ナトリウム 2mg

栄養成分 4粒（1980mg）あたり

宮崎尾鈴山麓にて、自然
飼料・山林放し飼いのニワ
トリの卵の卵黄を原料に
手作りした卵油です。

卵黄油
黒岩

●容量：１２０粒　●入数：10
●商品サイズ：55×55×85㎜
●商品重量：235g　●賞：2年

¥4,800（¥5,184）53660
卵

コラーゲンペプチド

エネルギー 381.0kcal
たんぱく質 94.9g
脂質 0.10g
炭水化物 0.0g
食塩相当量 0.20g

栄養成分 100gあたり

天然の良質な魚の鱗と皮
のみを原料とし高純度の
粉末タイプで、脂質０、純度
１００％の吸収しやすい高
品質コラーゲンペプチドで
す。

マリンコラーゲン
環境科学

●容量：１００ｇ　●入数：40
●商品サイズ：232×140×52㎜
●商品重量：112.2g　●賞：2年

¥2,190（¥2,365）53716
カキエキス、酵母エキス、しじみエキス、グアバ葉エキス、
セルロース、乳化剤、Ｖ．Ｂ１、Ｖ．Ｂ２、Ｖ．Ｂ６　〈糖衣剤〉
ショ糖、乳糖、アラビアガム、ゼラチン、セラック、炭酸
Ca、ココア色素、カラメル、カルナウバロウ

エネルギー 2.6kcal
たんぱく質 127g
脂質 11g
炭水化物 509g
ナトリウム 6.1mg

栄養成分 2粒（740mg）あたり

ビタミン、ミネラル、タウリ
ンや微量栄養素を豊富に
含んだ栄養価の高い自然
食品です。広島産の生ガ
キのみを使用しています。

オイスターＦゴールド
フジワラ

●容量：２粒×３０　●入数：6
●商品サイズ：95×54×60㎜
●商品重量：60g　●賞：2年

¥7,000（¥7,560）53524
乳 大豆

ショ糖、ブドウ糖、でん粉、レモン果汁末、アセロラパウ
ダー、ローズヒップパウダー、ウコン抽出物、ビタミンＣ、
ショ糖エステル、香料

エネルギー 11.8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.02g
炭水化物 2.9g
食塩相当量 0.0005g
ビタミンC 15600mg

栄養成分 10粒（3g）あたり

１粒にレモン２個分のビタ
ミンＣ（約５０ｍｇ）が含まれ
ています。チュアブルタイ
プの、いつでも手軽に食べ
られるビタミンＣです。

Ｃ－バランス
ウメケン

●容量：９０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：60×60×85㎜
●商品重量：117g　●賞：2年

¥1,850（¥1,998）53578

乳酸カルシウム  ９０％、塩水湖水ミネラル液  １０％

エネルギー 171kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 42.8g
ナトリウム 31.8mg
カルシウム 13000mg

栄養成分 100gあたり

発酵Ｌ型乳酸カルシウムと
米国ユタ州グレートソルト
レイクの湖水から採取さ
れた１０種類のミネラル濃
縮液だけで作られていま
す。

エルカルシウム・顆粒
ウメケン

●容量：４００ｇ　●入数：6
●商品サイズ：89×89×160㎜
●商品重量：480g　●賞：2年

¥10,000（¥10,800）53535

乳酸カルシウム

エネルギー 169kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 42.2g
ナトリウム 2mg
カルシウム 13800mg

栄養成分 100gあたり

ウメケン独自の製造技術
により、増量・結着剤等を
使用せず粒状に仕上げた
カルシウム強化剤です。水
溶性です。

エルカルシウム・粒
ウメケン

●容量：２００ｇ　●入数：12
●商品サイズ：98×98×94㎜
●商品重量：301g　●賞：2年

¥6,000（¥6,480）53583

かにグルコサミン、でん粉、米飴、大豆ファイバー、ビー
ル酵母、デビルズクロウエキス末、シトラスファイバ、コン
ドロイチン含有サメ軟骨抽出物、亜鉛含有酵母、プルラ
ン、シェラック

エネルギー 7.5kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0g
炭水化物 1.3g
食塩相当量 0.01g
グルコサミン
 1260mg
亜鉛 2.0mg

栄養成分 10粒（2g）あたり

「グルコサミン」は、ふしぶし
の健康を守る栄養素です。
「グルコサミン」を中心に、
ハーブ「デビルズクロウ」、
コンドロイチンなど含有。

グルコサミン粒
ウメケン

●容量：６０ｇ　●入数：6
●商品サイズ：202×104×54㎜
●商品重量：130g　●賞：2年

¥5,500（¥5,940）53576
かに 大豆

果実（りんご：国内産、みかん：静岡県産、ぶどう：長野県
産、うめ：和歌山県産）、砂糖（てん菜：北海道産）、天然酵
母（静岡県産）、オタネニンジン葉抽出液（国内産）

エネルギー 62kcal
たんぱく質 0.03g
脂質 0g
炭水化物 15.5g
ナトリウム 1.55mg
食塩相当量 0.004g

栄養成分 20mlあたり

果実を酵母菌で１～１.５年
間発酵熟成させた、植物エ
キス発酵飲料です。１ｍｌ中
に９,０００万菌体前後の天
然酵母を含有しています。

コーボンマーベル
第一酵母

●容量：５２５ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：94×94×258㎜
●商品重量：1360g　●賞：2年

¥4,800（¥5,184）53612

果実（りんご：国内産、うめ：和歌山県産）、砂糖（てん菜：
北海道産）、天然酵母（静岡県産）

エネルギー 70.6kcal
たんぱく質 0.06g
脂質 0g
炭水化物 17.6g
ナトリウム 2.2mg
食塩相当量 0.006g

栄養成分 20mlあたり

リンゴとウメを酵母菌で１
～１.５年間発酵熟成させ
た、植物エキス発酵飲料で
す。１ｍｌ中に５,０００万菌体
前後の天然酵母を含有し
ています。

コーボン・うめ
第一酵母

●容量：５２５ｍｌ　●入数：12
●商品サイズ：94×94×258㎜
●商品重量：1380g　●賞：2年

¥3,600（¥3,888）53609

洗い流すタイプの弱酸性
油性ジェル。皮脂に近い無
農薬椿油とオリーブ油が
メイクや毛穴の汚れになじ
んで浮かびあがらせます。
ツルツルとさっぱりした洗
い上がりで肌を清潔に保
ちます。

クレンジングジェル〈メイク落とし〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１２０ｇ　●入数：6
¥3,000（¥3,300）64179

低刺激な弱酸性（アミノ酸
系）の洗顔料。肌のうるお
いを保ちながら汚れや余
分な皮脂を落とします。マ
イルドでソフトな泡立ちで、
きしみを抑えしっとりと洗
いあげます。

クレンジングフォーム〈洗顔料〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１２５ｇ　●入数：6
¥3,000（¥3,300）64180

秩父古生層で自然ろ過さ
れたナチュラルミネラル
ウォーターにフムスエキス
をブレンドしたミスト化粧
水。メイクのりのよい肌に
整えます。乾燥が気になる
ときにも使用できます。

ピュアミスト・化粧水
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１８０ｇ　●入数：6
¥1,500（¥1,650）64186

「美人水」としても知られる
無農薬ヘチマ水（国産）*に
フムスエキス*とお肌のた
めのハーブエキス*をブレ
ンドした化粧水です。キメ
を整え、みずみずしく透き
通るようなお肌へと導きま
す。　*保湿

ピュアローション〈化粧水〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１００ｍｌ　●入数：6
¥3,800（¥4,180）64181

日本の美容オイルとして愛
されている無農薬椿油（国
産）*に天然水*・フムスエキ
ス*とお肌のためのハーブ
エキス*をブレンドした乳
液です。うるおいを守り、
ふっくらとしたお肌に整え
ます。　*保湿

ピュアミルクローション〈乳液〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１００ｍｌ　●入数：6
¥4,000（¥4,400）64182

無農薬椿油（国産）*と天然
水*・フムスエキス*、お肌の
ためのハーブエキス*をブ
レンドしたクリームです。柔
らかくなじみ、つややかな
ハリと弾力のあるお肌に
整えます。　*保湿

エマルジョンクリーム〈クリーム〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｇ　●入数：6
¥4,800（¥5,280）64183
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品
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紅茶・
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書籍

米

ハラール関連商品

秩父の天然湧水に12種
類のハーブエキスを配合、
植物の恵みたっぷりの美
容液。甘草フラボノイドが
肌にハリを与え、優しく保
護します。紫外線で疲れた
肌のケアにも。

ビューティーエッセンス〈美容液〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｍｌ　●入数：6
¥5,500（¥6,050）64184

デリケートで加齢による小じわ、くすみができや
すい目元・口元のために。贅沢に配合したエイジ
ングケア成分による濃厚なうるおいが、素肌に
なめらかに浸透し、ハリと弾力のある明るい素肌
をサポートします。レチノール、アルブチン、ヒアル
ロン酸配合。

プレミアムアイクリーム〈目元・口元用クリーム〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：１５ｇ　●入数：6
¥5,800（¥6,380）63607

トルマリン配合の洗い流
す泥パック。天然のファン
ゴ（泥）が余分な皮脂や毛
穴の奥の汚れを吸着して
落とします。アルブチン、
オーガニックカミツレエキ
ス配合。

プレミアムエステパック〈泥パック〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：１２０ｇ　●入数：6
¥3,200（¥3,520）64137

敏感肌対応（ＵＶ吸収剤無
配合）の日焼け止めクリー
ム。化粧下地として、また、
全身にもお使いいただけ
ます。何度も塗り直す必要
はありません。　ＳＰＦ34・Ｐ
Ａ++（約17時間の防御効
果）

サンプロテクタークリーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｇ　●入数：3
¥2,800（¥3,080）64169

良質な土壌が育んだ天然
水と無農薬ヘチマ水、白亜
紀の土壌から生まれた天
然酸性水（フムスエキス）
に、デリケートで乾燥しが
ちなボディのための美肌ト
リートメント成分をふんだ
んに配合。弱酸性のボディ
ケア美容液です。

ボディケアセラム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２００ｍｌ　●入数：6
¥3,800（¥4,180）63606

豆腐屋さんの手が美しい
ことに着目し、サポニン、イ
ソフラボン等を含む大豆
エキスの保湿、整肌効果を
活かしたハンドクリームで
す。

ピュアトリートメントハンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：６０ｇ　●入数：12
¥800（¥880）64168

ミツロウをベースに、スク
ワラン、椿油、ヒマシ油等
を配合したトリートメント効
果抜群のリップクリームで
す。

ピュアトリートメントリップ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３ｇ　●入数：10
●賞：-

¥1,500（¥1,650）64185

椿の本場伊豆利島等国内
産の無農薬100％バージ
ン椿油（一番搾りの油）で
す。琥珀色の独特な匂い
があります。人間の皮脂の
成分に組成が近いため、
肌になじみやすく、また酸
化もしにくいので、ヘアケ
ア、スキンケア等幅広く使
用できます。 

椿油
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５０ｍｌ　●入数：12
¥2,500（¥2,750）64178

椿の本場伊豆利島等国内
産の無農薬椿油を、活性
白土で精製・脱臭したさら
さらの不乾性美容オイル。
人間の皮脂の成分に組成
が近いため、肌になじみや
すく、また酸化もしにくい
ので、ヘアケア、スキンケア
等幅広く使用できます。

精製椿油
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５０ｍｌ　●入数：12
¥3,500（¥3,850）64177

椿の本場、伊豆利島産の
無農薬椿油を精製・活性
白土で脱臭して、使いやす
いスプレータイプに。髪の
お手入れを中心に、スキン
ケアなどにも幅広く使用
できます。

トリートメントヘアスプレー
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：９５ｇ　●入数：6
¥1,200（¥1,320）64167

合成ポリマー系を使用せ
ず、ミルクに含まれるタン
パク質（ミルクカゼイン）
の凝固力を活かしたヘア
ムースです。

ミルキィスタイリングフォーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：２００ｇ　●入数：6
¥1,800（¥1,980）64259

椿油をベースとして、オ
リーブ油、ラベンダー油を
贅沢に配合したヘアクリー
ムです。

ヘアクリーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：９０ｇ　●入数：6
¥2,000（¥2,200）64166

黄金生姜（国産・有機）エ
キスと秩父の天然水・フム
スエキスを主原料に、椿油
（国産・無農薬）やオーガ
ニック植物成分を配合し
たヘアトニックです。

ヘアトニック
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１５０ｍｌ　●入数：6
¥4,500（¥4,950）64176

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３００ｍｌ　●入数：6
¥1,650（¥1,815）64170

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー・徳用（ポンプ式）
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：6
¥2,750（¥3,025）64171

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥2,420（¥2,662）64172

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３００ｍｌ　●入数：6
¥1,650（¥1,815）64173

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス・（徳用）ポンプ式
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：6
¥2,750（¥3,025）64174
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秩父の天然湧水に12種
類のハーブエキスを配合、
植物の恵みたっぷりの美
容液。甘草フラボノイドが
肌にハリを与え、優しく保
護します。紫外線で疲れた
肌のケアにも。

ビューティーエッセンス〈美容液〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｍｌ　●入数：6
¥5,500（¥6,050）64184

デリケートで加齢による小じわ、くすみができや
すい目元・口元のために。贅沢に配合したエイジ
ングケア成分による濃厚なうるおいが、素肌に
なめらかに浸透し、ハリと弾力のある明るい素肌
をサポートします。レチノール、アルブチン、ヒアル
ロン酸配合。

プレミアムアイクリーム〈目元・口元用クリーム〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：１５ｇ　●入数：6
¥5,800（¥6,380）63607

トルマリン配合の洗い流
す泥パック。天然のファン
ゴ（泥）が余分な皮脂や毛
穴の奥の汚れを吸着して
落とします。アルブチン、
オーガニックカミツレエキ
ス配合。

プレミアムエステパック〈泥パック〉
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：１２０ｇ　●入数：6
¥3,200（¥3,520）64137

敏感肌対応（ＵＶ吸収剤無
配合）の日焼け止めクリー
ム。化粧下地として、また、
全身にもお使いいただけ
ます。何度も塗り直す必要
はありません。　ＳＰＦ34・Ｐ
Ａ++（約17時間の防御効
果）

サンプロテクタークリーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３０ｇ　●入数：3
¥2,800（¥3,080）64169

良質な土壌が育んだ天然
水と無農薬ヘチマ水、白亜
紀の土壌から生まれた天
然酸性水（フムスエキス）
に、デリケートで乾燥しが
ちなボディのための美肌ト
リートメント成分をふんだ
んに配合。弱酸性のボディ
ケア美容液です。

ボディケアセラム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２００ｍｌ　●入数：6
¥3,800（¥4,180）63606

豆腐屋さんの手が美しい
ことに着目し、サポニン、イ
ソフラボン等を含む大豆
エキスの保湿、整肌効果を
活かしたハンドクリームで
す。

ピュアトリートメントハンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：６０ｇ　●入数：12
¥800（¥880）64168

ミツロウをベースに、スク
ワラン、椿油、ヒマシ油等
を配合したトリートメント効
果抜群のリップクリームで
す。

ピュアトリートメントリップ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３ｇ　●入数：10
●賞：-

¥1,500（¥1,650）64185

椿の本場伊豆利島等国内
産の無農薬100％バージ
ン椿油（一番搾りの油）で
す。琥珀色の独特な匂い
があります。人間の皮脂の
成分に組成が近いため、
肌になじみやすく、また酸
化もしにくいので、ヘアケ
ア、スキンケア等幅広く使
用できます。 

椿油
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５０ｍｌ　●入数：12
¥2,500（¥2,750）64178

椿の本場伊豆利島等国内
産の無農薬椿油を、活性
白土で精製・脱臭したさら
さらの不乾性美容オイル。
人間の皮脂の成分に組成
が近いため、肌になじみや
すく、また酸化もしにくい
ので、ヘアケア、スキンケア
等幅広く使用できます。

精製椿油
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５０ｍｌ　●入数：12
¥3,500（¥3,850）64177

椿の本場、伊豆利島産の
無農薬椿油を精製・活性
白土で脱臭して、使いやす
いスプレータイプに。髪の
お手入れを中心に、スキン
ケアなどにも幅広く使用
できます。

トリートメントヘアスプレー
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：９５ｇ　●入数：6
¥1,200（¥1,320）64167

合成ポリマー系を使用せ
ず、ミルクに含まれるタン
パク質（ミルクカゼイン）
の凝固力を活かしたヘア
ムースです。

ミルキィスタイリングフォーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：２００ｇ　●入数：6
¥1,800（¥1,980）64259

椿油をベースとして、オ
リーブ油、ラベンダー油を
贅沢に配合したヘアクリー
ムです。

ヘアクリーム
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：９０ｇ　●入数：6
¥2,000（¥2,200）64166

黄金生姜（国産・有機）エ
キスと秩父の天然水・フム
スエキスを主原料に、椿油
（国産・無農薬）やオーガ
ニック植物成分を配合し
たヘアトニックです。

ヘアトニック
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：１５０ｍｌ　●入数：6
¥4,500（¥4,950）64176

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３００ｍｌ　●入数：6
¥1,650（¥1,815）64170

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー・徳用（ポンプ式）
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：6
¥2,750（¥3,025）64171

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいシャン
プー。さらさらの洗い上が
りが好評です。

マイルドシャンプー・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥2,420（¥2,662）64172

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：３００ｍｌ　●入数：6
¥1,650（¥1,815）64173

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス・（徳用）ポンプ式
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：6
¥2,750（¥3,025）64174
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ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

63710 4514991010192 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 泡ハンドソープ・ポンプ式 ２５０ｍｌ 12 ¥1,200（¥1,320）
63711 4514991010208 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 泡ハンドソープ・詰替 ２５０ｍｌ 12 ¥950（¥1,045）
63605 4514991030121 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ カメリアビューティーソープ １００ｇ 6 ¥1,200（¥1,320）
64261 4514991010093 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップシャンプー ４００ｍｌ 6 ¥2,500（¥2,750）
63702 4514991010116 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップシャンプー・詰替 ４００ｍｌ 12 ¥2,200（¥2,420）
64262 4514991010109 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップリンス ４００ｍｌ 6 ¥2,500（¥2,750）
63703 4514991010123 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップリンス・詰替 ４００ｍｌ 12 ¥2,200（¥2,420）

取寄せ 63697 4514991013018 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・オレンジ １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63694 4514991013049 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・オレンジ徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）

63698 4514991013025 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ライトブラウン １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63695 4514991013056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ライトブラウン徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）

63699 4514991013032 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ダークブラウン １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63696 4514991013056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ダークブラウン徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）
取寄せ 63689 4514991013070 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・インディゴ ６０ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥2,420（¥2,662）64175

無農薬椿油、ハチミツを配
合し、刺激が少なく環境に
も優しいヤシ油脂肪酸系
の洗浄成分を厳選したボ
ディソープ。うるおいを取
り過ぎない優しい洗い上
がりが特長です。

ハーバルボディソープ・ポンプ式
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：５３０ｍｌ　●入数：6
¥2,000（¥2,200）63708

無農薬椿油、ハチミツを配
合し、刺激が少なく環境に
も優しいヤシ油脂肪酸系
の洗浄成分を厳選したボ
ディソープ。うるおいを取
り過ぎない優しい洗い上
がりが特長です。

ハーバルボディソープ・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥1,700（¥1,870）63709

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２１５

¥3,800（¥4,180）64094

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２２５

¥3,800（¥4,180）64095

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２３５

¥3,800（¥4,180）64096

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２１１

¥4,500（¥4,950）64097

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２２１

¥4,500（¥4,950）64098

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２３１

¥4,500（¥4,950）64099

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２１６

¥3,800（¥4,180）64121

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２２６

¥3,800（¥4,180）64122

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２３６

¥3,800（¥4,180）64123

page 111-120.indd   119-120 2019/09/12   18:32



119 120

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

63710 4514991010192 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 泡ハンドソープ・ポンプ式 ２５０ｍｌ 12 ¥1,200（¥1,320）
63711 4514991010208 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 泡ハンドソープ・詰替 ２５０ｍｌ 12 ¥950（¥1,045）
63605 4514991030121 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ カメリアビューティーソープ １００ｇ 6 ¥1,200（¥1,320）
64261 4514991010093 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップシャンプー ４００ｍｌ 6 ¥2,500（¥2,750）
63702 4514991010116 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップシャンプー・詰替 ４００ｍｌ 12 ¥2,200（¥2,420）
64262 4514991010109 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップリンス ４００ｍｌ 6 ¥2,500（¥2,750）
63703 4514991010123 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ボリュームアップリンス・詰替 ４００ｍｌ 12 ¥2,200（¥2,420）

取寄せ 63697 4514991013018 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・オレンジ １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63694 4514991013049 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・オレンジ徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）

63698 4514991013025 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ライトブラウン １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63695 4514991013056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ライトブラウン徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）

63699 4514991013032 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ダークブラウン １００ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 63696 4514991013056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・ダークブラウン徳用 ２００ｇ 6 ¥3,200（¥3,520）
取寄せ 63689 4514991013070 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リマナチュラルヘナ・インディゴ ６０ｇ 12 ¥1,800（¥1,980）

無農薬椿油、カミツレエキ
ス、海藻エキス配合。髪と
地肌と環境に優しいリン
ス。しなやかでまとまりの
よい髪へ。

マイルドリンス・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥2,420（¥2,662）64175

無農薬椿油、ハチミツを配
合し、刺激が少なく環境に
も優しいヤシ油脂肪酸系
の洗浄成分を厳選したボ
ディソープ。うるおいを取
り過ぎない優しい洗い上
がりが特長です。

ハーバルボディソープ・ポンプ式
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：５３０ｍｌ　●入数：6
¥2,000（¥2,200）63708

無農薬椿油、ハチミツを配
合し、刺激が少なく環境に
も優しいヤシ油脂肪酸系
の洗浄成分を厳選したボ
ディソープ。うるおいを取
り過ぎない優しい洗い上
がりが特長です。

ハーバルボディソープ・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：５００ｍｌ　●入数：18
¥1,700（¥1,870）63709

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２１５

¥3,800（¥4,180）64094

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２２５

¥3,800（¥4,180）64095

キメが細かく薄づきのベース用タイプ。べたつ
かず、しっとりと肌になじみます。ピュアUVファン
デーションまたはピュアUVモイスチャーパクトで
仕上げます。（SPF15・PA++）

ＵＶリクイドファンデーション・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：３０ｍｌ　●入数：3
●品番：２３５

¥3,800（¥4,180）64096

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２１１

¥4,500（¥4,950）64097

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２２１

¥4,500（¥4,950）64098

微粒子パウダータイプのUVファンデーション。
水や汗にも強く、素肌感のある自然な仕上がり
です。2Wayタイプ。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶファンデーション・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２３１

¥4,500（¥4,950）64099

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・ピンク
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２１６

¥3,800（¥4,180）64121

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・ベージュ
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２２６

¥3,800（¥4,180）64122

しっとりのびて肌にフィット、夏場にもくずれにく
いUVファンデーション。しっかりお肌をカバーし
ます。（SPF15・PA++）

ピュアＵＶモイスチャーパクト・アーモンド
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●入数：3
●品番：２３６

¥3,800（¥4,180）64123
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64146 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リクイドファンデーション用パフ・ひし形 １個 10 ¥480 （¥528）

64100 4514991230149 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ピンク ２１１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64101 4514991230156 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ベージュ ２２１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64102 4514991230163 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・アーモンド ２３１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64147 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション用パフ・四角形 １個 10 ¥240 （¥264）

64124 4514991230644 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ピンク ２１６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64125 4514991230651 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ベージュ ２２６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64126 4514991230668 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・アーモンド ２３６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64148 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ モイスチャーパクト用パフ・丸形 １個 10 ¥240 （¥264）

64138 4514991230927 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ルースパウダー〈フェイスパウダー〉 １０ｇ 3 ¥4,500（¥4,950）
64103 4514991230224 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・ブラウン〈眉墨〉 3 ¥2,800（¥3,080）
64104 4514991230231 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・ブラックグレー〈眉墨〉 3 ¥2,800（¥3,080）
64105 4514991230248 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・レフィル・ブラウン 3 ¥1,800（¥1,980）
64106 4514991230255 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・レフィル・ブラックグレー 3 ¥1,800（¥1,980）
64110 4514991230415 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・パープル系 Ｅ－２１５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64111 4514991230422 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・ブラウン系 Ｅ－２２５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64160 4514991230439 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ホワイト 3 ¥1,000（¥1,100）
64156 4514991230347 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ブルー 3 ¥1,000（¥1,100）
64161 4514991230446 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・パープル 3 ¥1,000（¥1,100）
64157 4514991230354 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ブラウン 3 ¥1,000（¥1,100）
64159 4514991230361 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・モスグリーン 3 ¥1,000（¥1,100）
64107 4514991230316 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・ピンク系 Ｃ－２１０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64108 4514991230323 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レッド系 Ｃ－２２０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64109 4514991230330 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・オレンジ系 Ｃ－２３０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64151 4514991240025 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ピンク 3 ¥1,300（¥1,430）
64150 4514991240018 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトピンク 3 ¥1,300（¥1,430）
64155 4514991240063 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・レッド 3 ¥1,300（¥1,430）
64154 4514991240056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトレッド 3 ¥1,300（¥1,430）
64153 4514991240049 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・オレンジ 3 ¥1,300（¥1,430）
64152 4514991240032 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトオレンジ 3 ¥1,300（¥1,430）
64112 4514991230514 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ヴィヴィットピンク Ｐ－２１２ 3 ¥3,800（¥4,180）
64113 4514991230521 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ストロベリー Ｐ－２１６ 3 ¥3,800（¥4,180）
64114 4514991230538 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ライトローズ Ｐ－２１８ 3 ¥3,800（¥4,180）
64115 4514991230545 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・レッドワイン Ｒ－２２４ 3 ¥3,800（¥4,180）
64116 4514991230552 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ラズベリー Ｒ－２２５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64117 4514991230569 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ヴィヴィットワイン Ｒ－２３４ 3 ¥3,800（¥4,180）
64118 4514991230576 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・オランジュ Ｏ－２９３ 3 ¥3,800（¥4,180）
64119 4514991230583 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ゴールデンタン Ｏ－２９５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64120 4514991230590 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・チョコレート Ｏ－２９６ 3 ¥3,800（¥4,180）
63600 4514991230804 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・ピクシー Ｂ－１１１ 3 ¥3,800（¥4,180）
63601 4514991230811 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・サーモンベリー Ｂ－１１３ 3 ¥3,800（¥4,180）
63602 4514991230828 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・モカ Ｂ－１９２ 3 ¥3,800（¥4,180）

佐田岬産の農薬不使用で
栽培された月桃の水蒸気
蒸留水の化粧水は、使い
続けることでお肌のキメが
整いお肌をふくよかにワン
トーン明るく、肌の力を最
大限に引き出していきま
す。

スキンローション月桃
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63063

佐田岬産の農薬不使用で
栽培された月桃の水蒸気
蒸留水の化粧水は、使い
続けることでお肌のキメが
整いお肌をふくよかにワン
トーン明るく、肌の力を最
大限に引き出していきま
す。

スキンローション月桃・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63075

日本最古のハーブ園、指
宿市の開聞山麓香料園で
採取された、芳樟水蒸気
蒸留水の原液がベースの
化粧水です。別名ホーリー
フと呼ばれるクスノキ科の
芳樟には、リナノールとい
う成分が含まれており、リ
ラックス効果や抗菌作用
があると言われています。

スキンローション芳樟
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63064

日本最古のハーブ園、指
宿市の開聞山麓香料園で
採取された、芳樟水蒸気
蒸留水の原液がベースの
化粧水です。別名ホーリー
フと呼ばれるクスノキ科の
芳樟には、リナノールとい
う成分が含まれており、リ
ラックス効果や抗菌作用
があると言われています。

スキンローション芳樟・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63076

6月～8月まで採取される
パッションフルーツを丸ご
とダブル蒸留法という従
来の2倍の濃度で贅沢に
蒸留します。乾燥や、日差
し、エイジングケアに最適
な果実の化粧水です。

スキンローションピュアパッションフルーツ
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥2,300（¥2,530）63065

佐田岬産の農薬不使用
で栽培された月桃の葉を
水蒸気蒸留。そのハーブ
ウォーターと4種類の厳選
植物油脂からできた植物
由来成分100%の月桃ミ
ルクローション。お肌にハ
リとうるおいを与え、水分
と油分のバランスを整え
肌荒れを防ぎお肌を柔ら
かくします。

月桃ミルクローション
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,500（¥1,650）63066

佐田岬産の農薬不使用
で栽培された月桃の葉を
水蒸気蒸留。そのハーブ
ウォーターと4種類の厳選
植物油脂からできた植物
由来成分100%の月桃ミ
ルクローション。お肌にハ
リとうるおいを与え、水分
と油分のバランスを整え
肌荒れを防ぎお肌を柔ら
かくします。

月桃ミルクローション・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,300（¥1,430）63077

芳樟蒸留水、ホーリーバジ
ル・スイカヅラ・ドクダミ・月
桃ハーブには、抗酸化作
用や抗炎症成分が含まれ
ており、エイジングケアに
役立つと言われています。
鹿児島県産4種類のハー
ブエキスと5種類の植物オ
イルで作られた乳液は、お
肌の油分と水分のバラン
スを整えます。

ハーバルエッセンスミルク(芳樟)
ボタニカノン

●容量：１４０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63067

芳樟蒸留水、ホーリーバジ
ル・スイカヅラ・ドクダミ・月
桃ハーブには、抗酸化作
用や抗炎症成分が含まれ
ており、エイジングケアに
役立つと言われています。
鹿児島県産4種類のハー
ブエキスと5種類の植物オ
イルで作られた乳液は、お
肌の油分と水分のバラン
スを整えます。

ハーバルエッセンスミルク(芳樟)・詰替
ボタニカノン

●容量：１４０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63078
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64146 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ リクイドファンデーション用パフ・ひし形 １個 10 ¥480 （¥528）

64100 4514991230149 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ピンク ２１１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64101 4514991230156 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ベージュ ２２１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64102 4514991230163 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション・レフィル・アーモンド ２３１ 3 ¥3,500（¥3,850）
64147 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶファンデーション用パフ・四角形 １個 10 ¥240 （¥264）

64124 4514991230644 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ピンク ２１６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64125 4514991230651 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ベージュ ２２６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64126 4514991230668 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・アーモンド ２３６ 3 ¥3,000（¥3,300）
64148 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ モイスチャーパクト用パフ・丸形 １個 10 ¥240 （¥264）

64138 4514991230927 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ルースパウダー〈フェイスパウダー〉 １０ｇ 3 ¥4,500（¥4,950）
64103 4514991230224 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・ブラウン〈眉墨〉 3 ¥2,800（¥3,080）
64104 4514991230231 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・ブラックグレー〈眉墨〉 3 ¥2,800（¥3,080）
64105 4514991230248 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・レフィル・ブラウン 3 ¥1,800（¥1,980）
64106 4514991230255 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイブロー・レフィル・ブラックグレー 3 ¥1,800（¥1,980）
64110 4514991230415 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・パープル系 Ｅ－２１５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64111 4514991230422 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・ブラウン系 Ｅ－２２５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64160 4514991230439 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ホワイト 3 ¥1,000（¥1,100）
64156 4514991230347 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ブルー 3 ¥1,000（¥1,100）
64161 4514991230446 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・パープル 3 ¥1,000（¥1,100）
64157 4514991230354 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・ブラウン 3 ¥1,000（¥1,100）
64159 4514991230361 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアアイカラー・レフィル・モスグリーン 3 ¥1,000（¥1,100）
64107 4514991230316 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・ピンク系 Ｃ－２１０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64108 4514991230323 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レッド系 Ｃ－２２０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64109 4514991230330 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・オレンジ系 Ｃ－２３０ 3 ¥3,500（¥3,850）
64151 4514991240025 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ピンク 3 ¥1,300（¥1,430）
64150 4514991240018 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトピンク 3 ¥1,300（¥1,430）
64155 4514991240063 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・レッド 3 ¥1,300（¥1,430）
64154 4514991240056 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトレッド 3 ¥1,300（¥1,430）
64153 4514991240049 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・オレンジ 3 ¥1,300（¥1,430）
64152 4514991240032 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアチークカラー・レフィル・ライトオレンジ 3 ¥1,300（¥1,430）
64112 4514991230514 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ヴィヴィットピンク Ｐ－２１２ 3 ¥3,800（¥4,180）
64113 4514991230521 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ストロベリー Ｐ－２１６ 3 ¥3,800（¥4,180）
64114 4514991230538 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ライトローズ Ｐ－２１８ 3 ¥3,800（¥4,180）
64115 4514991230545 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・レッドワイン Ｒ－２２４ 3 ¥3,800（¥4,180）
64116 4514991230552 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ラズベリー Ｒ－２２５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64117 4514991230569 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ヴィヴィットワイン Ｒ－２３４ 3 ¥3,800（¥4,180）
64118 4514991230576 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・オランジュ Ｏ－２９３ 3 ¥3,800（¥4,180）
64119 4514991230583 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・ゴールデンタン Ｏ－２９５ 3 ¥3,800（¥4,180）
64120 4514991230590 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ピュアリップスティック・チョコレート Ｏ－２９６ 3 ¥3,800（¥4,180）
63600 4514991230804 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・ピクシー Ｂ－１１１ 3 ¥3,800（¥4,180）
63601 4514991230811 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・サーモンベリー Ｂ－１１３ 3 ¥3,800（¥4,180）
63602 4514991230828 ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 口紅・ヌードカラー・モカ Ｂ－１９２ 3 ¥3,800（¥4,180）

佐田岬産の農薬不使用で
栽培された月桃の水蒸気
蒸留水の化粧水は、使い
続けることでお肌のキメが
整いお肌をふくよかにワン
トーン明るく、肌の力を最
大限に引き出していきま
す。

スキンローション月桃
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63063

佐田岬産の農薬不使用で
栽培された月桃の水蒸気
蒸留水の化粧水は、使い
続けることでお肌のキメが
整いお肌をふくよかにワン
トーン明るく、肌の力を最
大限に引き出していきま
す。

スキンローション月桃・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63075

日本最古のハーブ園、指
宿市の開聞山麓香料園で
採取された、芳樟水蒸気
蒸留水の原液がベースの
化粧水です。別名ホーリー
フと呼ばれるクスノキ科の
芳樟には、リナノールとい
う成分が含まれており、リ
ラックス効果や抗菌作用
があると言われています。

スキンローション芳樟
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63064

日本最古のハーブ園、指
宿市の開聞山麓香料園で
採取された、芳樟水蒸気
蒸留水の原液がベースの
化粧水です。別名ホーリー
フと呼ばれるクスノキ科の
芳樟には、リナノールとい
う成分が含まれており、リ
ラックス効果や抗菌作用
があると言われています。

スキンローション芳樟・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63076

6月～8月まで採取される
パッションフルーツを丸ご
とダブル蒸留法という従
来の2倍の濃度で贅沢に
蒸留します。乾燥や、日差
し、エイジングケアに最適
な果実の化粧水です。

スキンローションピュアパッションフルーツ
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥2,300（¥2,530）63065

佐田岬産の農薬不使用
で栽培された月桃の葉を
水蒸気蒸留。そのハーブ
ウォーターと4種類の厳選
植物油脂からできた植物
由来成分100%の月桃ミ
ルクローション。お肌にハ
リとうるおいを与え、水分
と油分のバランスを整え
肌荒れを防ぎお肌を柔ら
かくします。

月桃ミルクローション
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,500（¥1,650）63066

佐田岬産の農薬不使用
で栽培された月桃の葉を
水蒸気蒸留。そのハーブ
ウォーターと4種類の厳選
植物油脂からできた植物
由来成分100%の月桃ミ
ルクローション。お肌にハ
リとうるおいを与え、水分
と油分のバランスを整え
肌荒れを防ぎお肌を柔ら
かくします。

月桃ミルクローション・詰替
ボタニカノン

●容量：１５０ｍｌ　●入数：1
¥1,300（¥1,430）63077

芳樟蒸留水、ホーリーバジ
ル・スイカヅラ・ドクダミ・月
桃ハーブには、抗酸化作
用や抗炎症成分が含まれ
ており、エイジングケアに
役立つと言われています。
鹿児島県産4種類のハー
ブエキスと5種類の植物オ
イルで作られた乳液は、お
肌の油分と水分のバラン
スを整えます。

ハーバルエッセンスミルク(芳樟)
ボタニカノン

●容量：１４０ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63067

芳樟蒸留水、ホーリーバジ
ル・スイカヅラ・ドクダミ・月
桃ハーブには、抗酸化作
用や抗炎症成分が含まれ
ており、エイジングケアに
役立つと言われています。
鹿児島県産4種類のハー
ブエキスと5種類の植物オ
イルで作られた乳液は、お
肌の油分と水分のバラン
スを整えます。

ハーバルエッセンスミルク(芳樟)・詰替
ボタニカノン

●容量：１４０ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63078
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ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品
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ペースト
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スプレッド・蜂蜜
粉類
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海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ホーリーバジルのイン
フューズドオイル30%と、
抽出エキスを20%高配合
し、ミツロウや厳選植物油
だけで作られたバーム。油
脂にエキスを抱き込ませる
特殊製法でこだわり抜い
たバームを作りました。独
特のテクスチャーでお肌が
しっかり潤い、やわらかお
肌がずーっと続きます。

ホーリーバジルインフューズドバーム
ボタニカノン

●容量：２５ｇ　●入数：1
¥2,500（¥2,750）63069

鹿児島県産タンカンやレ
モングラスの蒸留水と、月
桃やホーリーバジルのエ
キスをふんだんに使用。シ
アバターやホホバオイル
などの上質なオイルで仕
上げ、シトラスとジャスミン
の爽やかな香り漂う贅沢
なハンドクリームです。サ
ラッとしたつけ心地でしっ
かり潤います。

ハーバルモイストハンドクリーム
ボタニカノン

●容量：５０ｇ　●入数：1
¥1,000（¥1,100）63068

3種の植物油脂がベース
のカリ石けん素地を、月
桃葉蒸留水で溶かし込ん
だ、こだわりの石けんシャ
ンプーです。石けんシャン
プー特有のキシキシ感を
和らげ、髪の水分量を増や
し、コシを与え、頭皮を元
気にしていく天然素材の
石けんシャンプーです。シ
トラスジャスミンの香り。

シトラスアロマシャンプー
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,600（¥1,760）63070

3種の植物油脂がベース
のカリ石けん素地を、月
桃葉蒸留水で溶かし込ん
だ、こだわりの石けんシャ
ンプーです。石けんシャン
プー特有のキシキシ感を
和らげ、髪の水分量を増や
し、コシを与え、頭皮を元
気にしていく天然素材の
石けんシャンプーです。シ
トラスジャスミンの香り。

シトラスアロマシャンプー・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63079

鹿児島県産黒酢と月桃蒸
留水で仕上げた贅沢な石
けんシャンプー専用のク
エン酸リンス。月桃蒸留水
に黒酢を配合し髪にアミノ
酸補給。４種類のアロマブ
レンドで芳醇な香りに。石
けんシャンプーの後は専
用のph調整リンスで髪の
水分を閉じ込めてサラサ
ラに。

オリエンタルアロマリンス
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,600（¥1,760）63071

鹿児島県産黒酢と月桃蒸
留水で仕上げた贅沢な石
けんシャンプー専用のク
エン酸リンス。月桃蒸留水
に黒酢を配合し髪にアミノ
酸補給。４種類のアロマブ
レンドで芳醇な香りに。石
けんシャンプーの後は専
用のph調整リンスで髪の
水分を閉じ込めてサラサ
ラに。

オリエンタルアロマリンス・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63080

ココナッツオイルとパーム
オイル、ツバキ油の石けん
素地により、手のひらで洗
えるように豊かな泡を実
現しています。石けん素地
の希釈水を贅沢に自社独
自抽出の月桃葉蒸留水に
することで、さらに柔らか
い肌触りに仕上げました。

シトラスハーブボディソープ
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63072

ココナッツオイルとパーム
オイル、ツバキ油の石けん
素地により、手のひらで洗
えるように豊かな泡を実
現しています。石けん素地
の希釈水を贅沢に自社独
自抽出の月桃葉蒸留水に
することで、さらに柔らか
い肌触りに仕上げました。

シトラスハーブボディソープ・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63081

芳樟やティーツリーのウッ
ディーベースにサンダル
ウッドを贅沢にブレンドし
た、深みある優雅な香りの
フェイスソープです。もち
ろん合成界面活性剤は不
使用。シンプルな素材で低
温でじっくり、職人がつくっ
た手作り石けんです。

ウッディーフローラルソープ
ボタニカノン

●容量：４５ｇ　●入数：1
¥500（¥550）63073

石けん成分だけでクリー
ミーでふわりとした感覚を
追求しました。ココナッツオ
イルとパームオイル、ツバ
キ油の石けん素地で、手
のひらで洗えるように豊か
な泡を実現しています。石
けん素地を月桃葉蒸留水
で溶かし込んだこだわり
の製法でさらに柔らかい
肌触りに仕上げました。

シトラスハーブモイストソープ
ボタニカノン

●容量：４５ｇ　●入数：1
¥500（¥550）63074

石けん洗剤は、使用後そ
の殆どが水と二酸化炭素
に分解されるため環境に
とても優しい洗剤です。コ
コナッツオイル100%で作
られた石けんベースにセ
スキ炭酸ソーダを加えて
洗浄力をアップ。さらにツ
バキ油の配合で手肌をや
さしくケアします。

タンカンマンダリンディッシュソープ
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥600（¥660）63082

コメヌカ、コムギフスマ

成分は小麦と小麦ふすま
（小麦ぬか）だけで、メイ
ク落としと洗顔が同時に
でき、毛穴の汚れや角質も
しっかり落とします。お肌
のうるおいはしっかりキー
プ！

米ぬか酵素洗顔クレンジング
みんなでみらいを

●容量：８５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥2,130（¥2,343）64051
小麦

コメヌカ、コムギフスマ

成分は小麦と小麦ふすま
（小麦ぬか）だけで、メイ
ク落としと洗顔が同時に
でき、毛穴の汚れや角質も
しっかり落とします。お肌
のうるおいはしっかりキー
プ！お得な詰替タイプで
す。

米ぬか酵素洗顔クレンジング・詰替
みんなでみらいを

●容量：８５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64052
小麦

コメ粉、コメヌカ、コムギフスマ

成分は米粉と米ぬかと小
麦ふすま（小麦ぬか）だけ
のボディウォッシュです。洗
顔にも使うことができ、ナ
チュラルメイクの方はクレ
ンジングとしても使用でき
ます。

米ぬか酵素ボディウォッシュ
みんなでみらいを

●容量：１３０ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64053
小麦

コメ粉、コメヌカ、コムギフスマ

成分は米粉と米ぬかと小
麦ふすま（小麦ぬか）だけ
のボディウォッシュです。洗
顔にも使うことができ、ナ
チュラルメイクの方はクレ
ンジングとしても使用でき
ます。お得な詰替タイプで
す。

米ぬか酵素ボディウォッシュ・詰替
みんなでみらいを

●容量：１３０ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64054
小麦

ツルレイシ茎エキス、海水

無農薬・有機栽培で採れた
ビタミンCを多く含むゴー
ヤ水と、ウミガメの住む豊
かな与論島の海の海水を
濃縮させたマグネシウム
を多く含む濃縮海水でつ
くった無添加のスキンケア
ローションです。防腐剤不
使用・無香料・無着色

ゴーヤ濃縮海水スキンケアローション
みんなでみらいを

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥2,700（¥2,970）64055

アロエベラ液汁、ペチレングリコール、コメヌカ発酵エキ
ス、コムギフスマエキス、海水、クエン酸

植物由来の成分と海水だ
けでできた米ぬか酵素ス
キンケアローションです。

米ぬかスキンケアローション
みんなでみらいを

●容量：110ml　●入数：24
●賞：-

¥2,700（¥2,970）64050

ホホバ種子油、コメヌカ油、レモングラス油、香料

国産の自然栽培米の米ぬ
かを独自圧搾したオイル
に有機ホホバオイルとカン
ボジアで自主栽培したレ
モングラスとガランガルで
作った無添加オイルです。

米ぬか美容オイル
みんなでみらいを

●容量：30ml　●入数：24
●賞：-

¥3,500（¥3,850）64049
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ホーリーバジルのイン
フューズドオイル30%と、
抽出エキスを20%高配合
し、ミツロウや厳選植物油
だけで作られたバーム。油
脂にエキスを抱き込ませる
特殊製法でこだわり抜い
たバームを作りました。独
特のテクスチャーでお肌が
しっかり潤い、やわらかお
肌がずーっと続きます。

ホーリーバジルインフューズドバーム
ボタニカノン

●容量：２５ｇ　●入数：1
¥2,500（¥2,750）63069

鹿児島県産タンカンやレ
モングラスの蒸留水と、月
桃やホーリーバジルのエ
キスをふんだんに使用。シ
アバターやホホバオイル
などの上質なオイルで仕
上げ、シトラスとジャスミン
の爽やかな香り漂う贅沢
なハンドクリームです。サ
ラッとしたつけ心地でしっ
かり潤います。

ハーバルモイストハンドクリーム
ボタニカノン

●容量：５０ｇ　●入数：1
¥1,000（¥1,100）63068

3種の植物油脂がベース
のカリ石けん素地を、月
桃葉蒸留水で溶かし込ん
だ、こだわりの石けんシャ
ンプーです。石けんシャン
プー特有のキシキシ感を
和らげ、髪の水分量を増や
し、コシを与え、頭皮を元
気にしていく天然素材の
石けんシャンプーです。シ
トラスジャスミンの香り。

シトラスアロマシャンプー
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,600（¥1,760）63070

3種の植物油脂がベース
のカリ石けん素地を、月
桃葉蒸留水で溶かし込ん
だ、こだわりの石けんシャ
ンプーです。石けんシャン
プー特有のキシキシ感を
和らげ、髪の水分量を増や
し、コシを与え、頭皮を元
気にしていく天然素材の
石けんシャンプーです。シ
トラスジャスミンの香り。

シトラスアロマシャンプー・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63079

鹿児島県産黒酢と月桃蒸
留水で仕上げた贅沢な石
けんシャンプー専用のク
エン酸リンス。月桃蒸留水
に黒酢を配合し髪にアミノ
酸補給。４種類のアロマブ
レンドで芳醇な香りに。石
けんシャンプーの後は専
用のph調整リンスで髪の
水分を閉じ込めてサラサ
ラに。

オリエンタルアロマリンス
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,600（¥1,760）63071

鹿児島県産黒酢と月桃蒸
留水で仕上げた贅沢な石
けんシャンプー専用のク
エン酸リンス。月桃蒸留水
に黒酢を配合し髪にアミノ
酸補給。４種類のアロマブ
レンドで芳醇な香りに。石
けんシャンプーの後は専
用のph調整リンスで髪の
水分を閉じ込めてサラサ
ラに。

オリエンタルアロマリンス・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63080

ココナッツオイルとパーム
オイル、ツバキ油の石けん
素地により、手のひらで洗
えるように豊かな泡を実
現しています。石けん素地
の希釈水を贅沢に自社独
自抽出の月桃葉蒸留水に
することで、さらに柔らか
い肌触りに仕上げました。

シトラスハーブボディソープ
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,400（¥1,540）63072

ココナッツオイルとパーム
オイル、ツバキ油の石けん
素地により、手のひらで洗
えるように豊かな泡を実
現しています。石けん素地
の希釈水を贅沢に自社独
自抽出の月桃葉蒸留水に
することで、さらに柔らか
い肌触りに仕上げました。

シトラスハーブボディソープ・詰替
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥1,200（¥1,320）63081

芳樟やティーツリーのウッ
ディーベースにサンダル
ウッドを贅沢にブレンドし
た、深みある優雅な香りの
フェイスソープです。もち
ろん合成界面活性剤は不
使用。シンプルな素材で低
温でじっくり、職人がつくっ
た手作り石けんです。

ウッディーフローラルソープ
ボタニカノン

●容量：４５ｇ　●入数：1
¥500（¥550）63073

石けん成分だけでクリー
ミーでふわりとした感覚を
追求しました。ココナッツオ
イルとパームオイル、ツバ
キ油の石けん素地で、手
のひらで洗えるように豊か
な泡を実現しています。石
けん素地を月桃葉蒸留水
で溶かし込んだこだわり
の製法でさらに柔らかい
肌触りに仕上げました。

シトラスハーブモイストソープ
ボタニカノン

●容量：４５ｇ　●入数：1
¥500（¥550）63074

石けん洗剤は、使用後そ
の殆どが水と二酸化炭素
に分解されるため環境に
とても優しい洗剤です。コ
コナッツオイル100%で作
られた石けんベースにセ
スキ炭酸ソーダを加えて
洗浄力をアップ。さらにツ
バキ油の配合で手肌をや
さしくケアします。

タンカンマンダリンディッシュソープ
ボタニカノン

●容量：５００ｍｌ　●入数：1
¥600（¥660）63082

コメヌカ、コムギフスマ

成分は小麦と小麦ふすま
（小麦ぬか）だけで、メイ
ク落としと洗顔が同時に
でき、毛穴の汚れや角質も
しっかり落とします。お肌
のうるおいはしっかりキー
プ！

米ぬか酵素洗顔クレンジング
みんなでみらいを

●容量：８５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥2,130（¥2,343）64051
小麦

コメヌカ、コムギフスマ

成分は小麦と小麦ふすま
（小麦ぬか）だけで、メイ
ク落としと洗顔が同時に
でき、毛穴の汚れや角質も
しっかり落とします。お肌
のうるおいはしっかりキー
プ！お得な詰替タイプで
す。

米ぬか酵素洗顔クレンジング・詰替
みんなでみらいを

●容量：８５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64052
小麦

コメ粉、コメヌカ、コムギフスマ

成分は米粉と米ぬかと小
麦ふすま（小麦ぬか）だけ
のボディウォッシュです。洗
顔にも使うことができ、ナ
チュラルメイクの方はクレ
ンジングとしても使用でき
ます。

米ぬか酵素ボディウォッシュ
みんなでみらいを

●容量：１３０ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64053
小麦

コメ粉、コメヌカ、コムギフスマ

成分は米粉と米ぬかと小
麦ふすま（小麦ぬか）だけ
のボディウォッシュです。洗
顔にも使うことができ、ナ
チュラルメイクの方はクレ
ンジングとしても使用でき
ます。お得な詰替タイプで
す。

米ぬか酵素ボディウォッシュ・詰替
みんなでみらいを

●容量：１３０ｇ　●入数：24
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64054
小麦

ツルレイシ茎エキス、海水

無農薬・有機栽培で採れた
ビタミンCを多く含むゴー
ヤ水と、ウミガメの住む豊
かな与論島の海の海水を
濃縮させたマグネシウム
を多く含む濃縮海水でつ
くった無添加のスキンケア
ローションです。防腐剤不
使用・無香料・無着色

ゴーヤ濃縮海水スキンケアローション
みんなでみらいを

●容量：１４０ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥2,700（¥2,970）64055

アロエベラ液汁、ペチレングリコール、コメヌカ発酵エキ
ス、コムギフスマエキス、海水、クエン酸

植物由来の成分と海水だ
けでできた米ぬか酵素ス
キンケアローションです。

米ぬかスキンケアローション
みんなでみらいを

●容量：110ml　●入数：24
●賞：-

¥2,700（¥2,970）64050

ホホバ種子油、コメヌカ油、レモングラス油、香料

国産の自然栽培米の米ぬ
かを独自圧搾したオイル
に有機ホホバオイルとカン
ボジアで自主栽培したレ
モングラスとガランガルで
作った無添加オイルです。

米ぬか美容オイル
みんなでみらいを

●容量：30ml　●入数：24
●賞：-

¥3,500（¥3,850）64049
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1プッシュでたっぷりと泡
が出るので、大人から子
どもまで、より使いやすく
なっております。髪の上で
泡立てる必要がなく、髪へ
の負担が軽減します。地肌
にも髪にもやさしいシャン
プーです。

無添加せっけんシャンプー泡タイプ
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63510

必要な油分を取りすぎる
ことなく、汚れを洗い流す
無添加石けんシャンプー。
健康的なコシのある髪へ
と導きます。

無添加せっけんシャンプー泡タイプ詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥680（¥748）63511

石けんシャンプーでアルカ
リ性に傾いた髪を中和し、
きしみゴワつきを防ぎま
す。頭皮に刺激が少ない
弱酸性です。

無添加せっけんシャンプー専用リンス
シャボン玉

●容量：520ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63384

石けんシャンプーの後、適
量を手に取り、髪全体に
行き渡らせてから充分に
すすぐことで、きしみやゴ
ワツキを防ぎます。髪の長
さ・量に応じて使用量を調
整して下さい。

無添加せっけんシャンプー専用リンス詰替
シャボン玉

●容量：420ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥680（¥748）63385

肌にハリを与えるグレープ
シードオイルなどの天然油
脂を原料に使用し、肌にや
さしく、さっぱりとした洗い
心地です。1プッシュでき
め細かい泡がたっぷり出
てくるので手のひら洗いが
しやすく、石けん初心者に
もおすすめです。

無添加ボディソープたっぷり泡
シャボン玉

●容量：570ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63448

肌にハリを与えるグレープ
シードオイルなどの天然油
脂を主原料に使用。さっぱ
り洗えるのに肌はつっぱり
ません。

無添加ボディーソープたっぷり泡詰替用
シャボン玉

●容量：470ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥650（¥715）63449

きめ細かいクリーミーな泡
でお肌をやさしく洗い上げ
ます。肌にうるおいを与え
るオリーブオイルなどの天
然油脂を原料に使用し、釡
炊き製法（ケン化法）でじっ
くり炊き上げて作りまし
た。

無添加フェイシャルソープ
シャボン玉

●容量：200ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63388

きめ細かいクリーミーな泡
でお肌をやさしく洗い上げ
ます。肌にうるおいを与え
るオリーブオイルなどの天
然油脂を原料に使用し、釡
炊き製法（ケン化法）でじっ
くり炊き上げて作りまし
た。

無添加フェイシャルソープ詰替用
シャボン玉

●容量：180ｍｌ　●入数：30
●賞：-

¥1,000（¥1,100）63389

天然油脂を釡炊き製法（ケン化法）でじっくり炊き
上げて作った浴用石けんです。天然の保湿成分
が含まれているので、洗いあがりの肌もしっとり
とします。

ＥＭ石けん・浴用
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥162（¥178）63493

豊かな泡立ちで髪や地肌
にやさしく、すっきり洗い
上げます。天然油脂を原料
に、釡炊き製法（ケン化法）
でじっくり炊きあげて作り
ました。

ＥＭせっけんシャンプー
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥1,040（¥1,144）63561

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いシャンプーで、髪や地肌
にやさしくすっきりと洗い
上げます。環境に配慮した
袋タイプの詰替用です。

ＥＭせっけんシャンプー・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥720（¥792）63562

石けんシャンプーでアルカ
リ性に傾いた髪を中和し、
きしみやゴワつきを防ぎま
す。頭皮に刺激が少ない
弱酸性です。

ＥＭせっけんシャンプー専用リンス
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥1,040（¥1,144）63563

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いリンスです。環境に配慮
した袋タイプの詰替用で
す。

ＥＭせっけんシャンプー専用リンス・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥720（¥792）63564

天然油脂を原料に釡炊き
製法（ケン化法）で作ったこ
だわりの泡タイプのボディ
ソープです。

ＥＭボディソープ
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥900（¥990）63565

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いボディソープです。環境
に配慮した袋タイプの詰
替用です。

ＥＭボディソープ・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥600（¥660）63566

合成界面活性剤、着色料、
防腐剤を使用していない、
無添加石けんを使用した
せっけんハミガキです。

ＥＭせっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥470（¥517）63571

食器洗いはもちろん、ふきん洗いにもおすすめで
す。濡れたスポンジ等に直接こすりつけて、充分
に泡立ててからご使用下さい。

ＥＭ台所用石けん
シャボン玉

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥162（¥178）63492

天然油脂を釡炊き製法（ケ
ン化法）でじっくり炊き上
げて作った食器洗い用液
体石けんです。EM（有機
微生物群）を使用した、よ
り環境にやさしい無添加
石けんです。毎日の食器
洗いで手肌にお悩みの方
におすすめです。

ＥＭ食器洗い液体せっけん
シャボン玉

●容量：３００ｍｌ　●入数：30
●賞：-

¥320（¥352）63497
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

1プッシュでたっぷりと泡
が出るので、大人から子
どもまで、より使いやすく
なっております。髪の上で
泡立てる必要がなく、髪へ
の負担が軽減します。地肌
にも髪にもやさしいシャン
プーです。

無添加せっけんシャンプー泡タイプ
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63510

必要な油分を取りすぎる
ことなく、汚れを洗い流す
無添加石けんシャンプー。
健康的なコシのある髪へ
と導きます。

無添加せっけんシャンプー泡タイプ詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥680（¥748）63511

石けんシャンプーでアルカ
リ性に傾いた髪を中和し、
きしみゴワつきを防ぎま
す。頭皮に刺激が少ない
弱酸性です。

無添加せっけんシャンプー専用リンス
シャボン玉

●容量：520ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63384

石けんシャンプーの後、適
量を手に取り、髪全体に
行き渡らせてから充分に
すすぐことで、きしみやゴ
ワツキを防ぎます。髪の長
さ・量に応じて使用量を調
整して下さい。

無添加せっけんシャンプー専用リンス詰替
シャボン玉

●容量：420ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥680（¥748）63385

肌にハリを与えるグレープ
シードオイルなどの天然油
脂を原料に使用し、肌にや
さしく、さっぱりとした洗い
心地です。1プッシュでき
め細かい泡がたっぷり出
てくるので手のひら洗いが
しやすく、石けん初心者に
もおすすめです。

無添加ボディソープたっぷり泡
シャボン玉

●容量：570ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥950（¥1,045）63448

肌にハリを与えるグレープ
シードオイルなどの天然油
脂を主原料に使用。さっぱ
り洗えるのに肌はつっぱり
ません。

無添加ボディーソープたっぷり泡詰替用
シャボン玉

●容量：470ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥650（¥715）63449

きめ細かいクリーミーな泡
でお肌をやさしく洗い上げ
ます。肌にうるおいを与え
るオリーブオイルなどの天
然油脂を原料に使用し、釡
炊き製法（ケン化法）でじっ
くり炊き上げて作りまし
た。

無添加フェイシャルソープ
シャボン玉

●容量：200ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63388

きめ細かいクリーミーな泡
でお肌をやさしく洗い上げ
ます。肌にうるおいを与え
るオリーブオイルなどの天
然油脂を原料に使用し、釡
炊き製法（ケン化法）でじっ
くり炊き上げて作りまし
た。

無添加フェイシャルソープ詰替用
シャボン玉

●容量：180ｍｌ　●入数：30
●賞：-

¥1,000（¥1,100）63389

天然油脂を釡炊き製法（ケン化法）でじっくり炊き
上げて作った浴用石けんです。天然の保湿成分
が含まれているので、洗いあがりの肌もしっとり
とします。

ＥＭ石けん・浴用
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥162（¥178）63493

豊かな泡立ちで髪や地肌
にやさしく、すっきり洗い
上げます。天然油脂を原料
に、釡炊き製法（ケン化法）
でじっくり炊きあげて作り
ました。

ＥＭせっけんシャンプー
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥1,040（¥1,144）63561

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いシャンプーで、髪や地肌
にやさしくすっきりと洗い
上げます。環境に配慮した
袋タイプの詰替用です。

ＥＭせっけんシャンプー・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥720（¥792）63562

石けんシャンプーでアルカ
リ性に傾いた髪を中和し、
きしみやゴワつきを防ぎま
す。頭皮に刺激が少ない
弱酸性です。

ＥＭせっけんシャンプー専用リンス
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥1,040（¥1,144）63563

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いリンスです。環境に配慮
した袋タイプの詰替用で
す。

ＥＭせっけんシャンプー専用リンス・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥720（¥792）63564

天然油脂を原料に釡炊き
製法（ケン化法）で作ったこ
だわりの泡タイプのボディ
ソープです。

ＥＭボディソープ
シャボン玉

●容量：５２０ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥900（¥990）63565

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
いボディソープです。環境
に配慮した袋タイプの詰
替用です。

ＥＭボディソープ・詰替
シャボン玉

●容量：４２０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥600（¥660）63566

合成界面活性剤、着色料、
防腐剤を使用していない、
無添加石けんを使用した
せっけんハミガキです。

ＥＭせっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥470（¥517）63571

食器洗いはもちろん、ふきん洗いにもおすすめで
す。濡れたスポンジ等に直接こすりつけて、充分
に泡立ててからご使用下さい。

ＥＭ台所用石けん
シャボン玉

●容量：１１０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥162（¥178）63492

天然油脂を釡炊き製法（ケ
ン化法）でじっくり炊き上
げて作った食器洗い用液
体石けんです。EM（有機
微生物群）を使用した、よ
り環境にやさしい無添加
石けんです。毎日の食器
洗いで手肌にお悩みの方
におすすめです。

ＥＭ食器洗い液体せっけん
シャボン玉

●容量：３００ｍｌ　●入数：30
●賞：-

¥320（¥352）63497
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

使いやすい液体タイプの
食器洗い石けんです。環
境に配慮した袋タイプの
詰替用です。

ＥＭ食器洗い液体せっけん・詰替
シャボン玉

●容量：２５０ｍｌ　●入数：36
●賞：-

¥220（¥242）63498

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
い液体タイプの洗濯石け
んです。ふんわりやわらか
く洗い上がるので柔軟剤
は不要です。

ＥＭ液体洗濯せっけん
シャボン玉

●容量：１２００ｍｌ　●入数：10
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63495

冷たい水にも溶けやすい
液体タイプの洗濯石けん
です。環境に配慮した袋タ
イプの詰替用です。

ＥＭ液体洗濯せっけん・詰替
シャボン玉

●容量：１０００ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥800（¥880）63496

アルコール、抗菌剤、さら
に香料・着色料・酸化防止
剤・合成界面活性剤不使
用の無添加石けんです。ウ
イルス、食中毒対策に最適
です。

バブルガード
シャボン玉

●容量：３００ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥600（¥660）63557

こまめな手洗いが必要な
ウイルス、食中毒対策に最
適な肌にやさしい無添加
石けんです。環境に配慮し
た袋タイプの詰替用です。

バブルガード・詰替
シャボン玉

●容量：２５０ｍｌ　●入数：36
●賞：-

¥420（¥462）63558

ガンコ汚れがついた部活
着から赤ちゃんの肌着ま
で柔軟剤いらずで、ふんわ
り仕上げます。

スノール液体・詰替
シャボン玉

●容量：８００ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥650（¥715）63545

良質の天然油脂を原料にした純石けん分９９％
の無添加石けんです。天然保湿成分のグリセリ
ンにより、ふっくらと柔らかく洗い上がるので柔
軟剤は必要ありません。

粉石けんスノール・紙袋
シャボン玉

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●賞：-

¥740（¥814）63467

洗濯槽の裏のかくれたカビ・汚れを洗浄します。
除菌効果があり、洗濯槽を清潔に保ちます。

洗たく槽クリーナー
シャボン玉

●容量：５００ｇ　●入数：20
●賞：-

¥450（¥495）63471

お洗濯用、台所用の漂白剤としてご使用して頂
けます。又、除菌、除臭効果もあります。

酸素系漂白剤
シャボン玉

●容量：７５０ｇ　●入数：20
●賞：-

¥450（¥495）63500

合成界面活性剤、リン酸塩等は使用していない
人と自然に優しい製品です。哺乳瓶、乳幼児の食
器なども安心して使用できます。(約１１０回分）

食器洗い機専用
シャボン玉

●容量：５００ｇ　●入数：20
●賞：-

¥550（¥605）63461

刺激が少なくお口にやさ
しいハミガキです。お子様
からご年配の方まで家族
みんなで使えます。使用後
の味覚の変化がありませ
ん。

せっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥380（¥418）63444

自然派の薬用ハミガキ。天
然塩で歯茎をひきしめ歯
周病（歯肉炎・歯周炎）を予
防します。

薬用せっけんハミガキ・スペアミント
シャボン玉

●容量：８０ｇ　●入数：60
●賞：-

¥480（¥528）63546

天然由来の香味料１００％
みかん味のこども向け
せっけんはみがきです。 発
泡剤に合成界面活性剤を
使用していません。 

こどもせっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：５０ｇ　●入数：60
●賞：-

¥400（¥440）63504

保湿性に優れたシアバターを主原料とした香料・
着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用して
いない無添加石けんです。

シアバター洗顔せっけん
シャボン玉

●容量：６０ｇ　●入数：40
●賞：-

¥680（¥748）63515

キメ細かく弾力のある泡立ちで、やさしく汚れを
落とします。全身に使用でき、さっぱり洗えるのに
洗い上がりはしっとりします。

浴用石けん
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥130（¥143）63462

浴用せっけんよりワンランク上質の油脂を使用。
泡立ちが良く、やさしく汚れを落とします。※浴用
せっけんのプレミアム版。

ビューティーソープ
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥200（¥220）63547

選び抜いた９種類のハーブだけで作った、落ち着
いた茶色に染まる45分早染めタイプのヘナで
す。

ハーバルカラー・スーパーブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,200（¥2,420）64335

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪はライトブラウンに。黒髪・黒や茶色に染
めてある髪は、やや濃く暗い感じに。

ハーバルカラー・ライトブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64334
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

使いやすい液体タイプの
食器洗い石けんです。環
境に配慮した袋タイプの
詰替用です。

ＥＭ食器洗い液体せっけん・詰替
シャボン玉

●容量：２５０ｍｌ　●入数：36
●賞：-

¥220（¥242）63498

EM（有機微生物群）を使
用した、より環境にやさし
い液体タイプの洗濯石け
んです。ふんわりやわらか
く洗い上がるので柔軟剤
は不要です。

ＥＭ液体洗濯せっけん
シャボン玉

●容量：１２００ｍｌ　●入数：10
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63495

冷たい水にも溶けやすい
液体タイプの洗濯石けん
です。環境に配慮した袋タ
イプの詰替用です。

ＥＭ液体洗濯せっけん・詰替
シャボン玉

●容量：１０００ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥800（¥880）63496

アルコール、抗菌剤、さら
に香料・着色料・酸化防止
剤・合成界面活性剤不使
用の無添加石けんです。ウ
イルス、食中毒対策に最適
です。

バブルガード
シャボン玉

●容量：３００ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥600（¥660）63557

こまめな手洗いが必要な
ウイルス、食中毒対策に最
適な肌にやさしい無添加
石けんです。環境に配慮し
た袋タイプの詰替用です。

バブルガード・詰替
シャボン玉

●容量：２５０ｍｌ　●入数：36
●賞：-

¥420（¥462）63558

ガンコ汚れがついた部活
着から赤ちゃんの肌着ま
で柔軟剤いらずで、ふんわ
り仕上げます。

スノール液体・詰替
シャボン玉

●容量：８００ｍｌ　●入数：12
●賞：-

¥650（¥715）63545

良質の天然油脂を原料にした純石けん分９９％
の無添加石けんです。天然保湿成分のグリセリ
ンにより、ふっくらと柔らかく洗い上がるので柔
軟剤は必要ありません。

粉石けんスノール・紙袋
シャボン玉

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●賞：-

¥740（¥814）63467

洗濯槽の裏のかくれたカビ・汚れを洗浄します。
除菌効果があり、洗濯槽を清潔に保ちます。

洗たく槽クリーナー
シャボン玉

●容量：５００ｇ　●入数：20
●賞：-

¥450（¥495）63471

お洗濯用、台所用の漂白剤としてご使用して頂
けます。又、除菌、除臭効果もあります。

酸素系漂白剤
シャボン玉

●容量：７５０ｇ　●入数：20
●賞：-

¥450（¥495）63500

合成界面活性剤、リン酸塩等は使用していない
人と自然に優しい製品です。哺乳瓶、乳幼児の食
器なども安心して使用できます。(約１１０回分）

食器洗い機専用
シャボン玉

●容量：５００ｇ　●入数：20
●賞：-

¥550（¥605）63461

刺激が少なくお口にやさ
しいハミガキです。お子様
からご年配の方まで家族
みんなで使えます。使用後
の味覚の変化がありませ
ん。

せっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥380（¥418）63444

自然派の薬用ハミガキ。天
然塩で歯茎をひきしめ歯
周病（歯肉炎・歯周炎）を予
防します。

薬用せっけんハミガキ・スペアミント
シャボン玉

●容量：８０ｇ　●入数：60
●賞：-

¥480（¥528）63546

天然由来の香味料１００％
みかん味のこども向け
せっけんはみがきです。 発
泡剤に合成界面活性剤を
使用していません。 

こどもせっけんハミガキ
シャボン玉

●容量：５０ｇ　●入数：60
●賞：-

¥400（¥440）63504

保湿性に優れたシアバターを主原料とした香料・
着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用して
いない無添加石けんです。

シアバター洗顔せっけん
シャボン玉

●容量：６０ｇ　●入数：40
●賞：-

¥680（¥748）63515

キメ細かく弾力のある泡立ちで、やさしく汚れを
落とします。全身に使用でき、さっぱり洗えるのに
洗い上がりはしっとりします。

浴用石けん
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥130（¥143）63462

浴用せっけんよりワンランク上質の油脂を使用。
泡立ちが良く、やさしく汚れを落とします。※浴用
せっけんのプレミアム版。

ビューティーソープ
シャボン玉

●容量：１００ｇ　●入数：10
●賞：-

¥200（¥220）63547

選び抜いた９種類のハーブだけで作った、落ち着
いた茶色に染まる45分早染めタイプのヘナで
す。

ハーバルカラー・スーパーブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,200（¥2,420）64335

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪はライトブラウンに。黒髪・黒や茶色に染
めてある髪は、やや濃く暗い感じに。

ハーバルカラー・ライトブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64334
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪はオレンジ系茶褐色に。黒髪はやや明る
く色がトーンアップして軽い感じに。

ハーバルカラー・オレンジブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,500（¥1,650）64339

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪は落ち着いた茶色に。黒髪は、さらに濃
く暗い色になります。

ハーバルカラー・ナチュラルブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64340

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪はオレンジ系茶褐
色に、黒髪は変わらないかやや明るくなります。

ヘナオーガニータ・ビターオレンジ
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：50
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64206

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は明るい茶色に染
まり、黒髪はやや暗くなります。

ヘナオーガニータ・サハラブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64207

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は自然な茶色に染
まり、黒髪はやや暗くなります。

ヘナオーガニータ・アースブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64208

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は濃い茶色に染ま
り、黒髪はとても暗くなります。

ヘナオーガニータ・ディープブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64209

白髪の表面に一時的に着色するスティックタイ
プのヘアカラーです。

ヘアカラースティック・ダークブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：４ｇ　●入数：70
●賞：-

¥2,200（¥2,420）64846

毛髪を構成する18種の天
然アミノ酸シャンプーで
す。ノンシリコンなのに滑
らかな洗い上がり。リンス
は不要です。使い続けるう
ちに健康的な頭皮と輝く
髪に導きます。

自然葉シャンプー
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：３００ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥3,000（¥3,300）64352

なすびの黒焼きを原料とした自然派ハミガキ。塩
分が歯ぐきをひきしめ、なすびの黒焼が口臭を防
ぎ、むし歯を予防します。

デンシー練り歯みがき
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥460（¥506）64400

なすの実と茎を黒焼きにして、粉末にしたものと
塩を混合し、炒りあげて微粉末に仕上げていま
す。口臭を防ぎ、歯ぐきを引き締めます。

なすの黒焼
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：150×110×5㎜
●商品重量：54g　●賞：3年

¥350（¥378）64401

「ビオ・ホワイトデンシーＳ」
の姉妹品。「より効果を実
感されたい方」のために機
能性を高めたプレミアム
な練り歯みがきです。自然
界の発酵過程で誕生した
洗浄成分を活かし、パール
とサンゴのパウダー（研磨
剤）を配合。天然水と天然
酸性水を使用しました。

デンタルホワイト（練り歯みがき）
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：６０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥2,300（¥2,530）63426

小麦フスマ、米ヌカ、天然ミネラルを原料に酵素
による発酵過程で生まれた「ＢＩＯ洗浄成分」を活
用し、自然海塩と天然のハッカ油、無農薬の抹茶
を配合した１００％ナチュラルのパウダー歯みがき
です。

ビオ・ホワイトデンシーＳ・本体
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥1,800（¥1,980）63446

パウダー歯みがきの詰替用です。容器はアルミ
平袋（チャックつき）です。

ビオ・ホワイトデンシーＳ・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63447

合成界面活性剤を使用しないで、清浄剤には天
然の植物油脂を原料とした石けんを使用した歯
みがきです。

石けんハミガキ
パックス

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥350（¥385）64404

オーガニック美容液成分
を贅沢に54.5％も配合。
天然成分100％、紫外線
吸収剤不使用のノンケミ
カルな日焼け止め。化粧
下地やBBクリームとして
も、赤ちゃんや敏感肌の方
にもおすすめ。石けんで洗
い落せます。エコサート認
証化粧品。SPF30PA++。

オーガニックＵＶミルク
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：３０ｍｌ　●入数：84
●賞：-

¥2,800（¥3,080）64265

使用感が良く、天然原料を多く使用し、UV効果
はSPF30PA＋＋＋、強い紫外線からお肌をしっか
りガードします。

ぴたっとサンミルク
日本創健

●容量：４５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥2,100（¥2,310）63934

厳選された原料で伝統的製法で作られた無香
料、無着色の馬油です。皮膚に素早く馴染み、サ
ラッとしてべたつきません。

ナチュラル馬油（ボトルタイプ）
日本創健

●容量：６０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥2,500（¥2,750）63724

天然成分のすばらしさと、
さわやかな香り。お風呂用
天然抗菌芳香剤。その他、
洗濯時に、寝具・掃除機・部
屋のダニ対策に。

桧水・お風呂用
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：５００ｃｃ　●入数：30
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64347
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪はオレンジ系茶褐色に。黒髪はやや明る
く色がトーンアップして軽い感じに。

ハーバルカラー・オレンジブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,500（¥1,650）64339

ツヤとコシを与えながら白髪を美しく色づけま
す。白髪は落ち着いた茶色に。黒髪は、さらに濃
く暗い色になります。

ハーバルカラー・ナチュラルブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥1,600（¥1,760）64340

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪はオレンジ系茶褐
色に、黒髪は変わらないかやや明るくなります。

ヘナオーガニータ・ビターオレンジ
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：50
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64206

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は明るい茶色に染
まり、黒髪はやや暗くなります。

ヘナオーガニータ・サハラブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64207

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は自然な茶色に染
まり、黒髪はやや暗くなります。

ヘナオーガニータ・アースブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64208

オーガニック認証済。頭皮と髪に優しい自然派の
白髪染め＆トリートメント。白髪は濃い茶色に染ま
り、黒髪はとても暗くなります。

ヘナオーガニータ・ディープブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：１００ｇ　●入数：100
●賞：-

¥2,300（¥2,530）64209

白髪の表面に一時的に着色するスティックタイ
プのヘアカラーです。

ヘアカラースティック・ダークブラウン
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：４ｇ　●入数：70
●賞：-

¥2,200（¥2,420）64846

毛髪を構成する18種の天
然アミノ酸シャンプーで
す。ノンシリコンなのに滑
らかな洗い上がり。リンス
は不要です。使い続けるう
ちに健康的な頭皮と輝く
髪に導きます。

自然葉シャンプー
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：３００ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥3,000（¥3,300）64352

なすびの黒焼きを原料とした自然派ハミガキ。塩
分が歯ぐきをひきしめ、なすびの黒焼が口臭を防
ぎ、むし歯を予防します。

デンシー練り歯みがき
ムソー

●容量：８０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥460（¥506）64400

なすの実と茎を黒焼きにして、粉末にしたものと
塩を混合し、炒りあげて微粉末に仕上げていま
す。口臭を防ぎ、歯ぐきを引き締めます。

なすの黒焼
無双本舗

●容量：５０ｇ　●入数：10
●商品サイズ：150×110×5㎜
●商品重量：54g　●賞：3年

¥350（¥378）64401

「ビオ・ホワイトデンシーＳ」
の姉妹品。「より効果を実
感されたい方」のために機
能性を高めたプレミアム
な練り歯みがきです。自然
界の発酵過程で誕生した
洗浄成分を活かし、パール
とサンゴのパウダー（研磨
剤）を配合。天然水と天然
酸性水を使用しました。

デンタルホワイト（練り歯みがき）
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：６０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥2,300（¥2,530）63426

小麦フスマ、米ヌカ、天然ミネラルを原料に酵素
による発酵過程で生まれた「ＢＩＯ洗浄成分」を活
用し、自然海塩と天然のハッカ油、無農薬の抹茶
を配合した１００％ナチュラルのパウダー歯みがき
です。

ビオ・ホワイトデンシーＳ・本体
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥1,800（¥1,980）63446

パウダー歯みがきの詰替用です。容器はアルミ
平袋（チャックつき）です。

ビオ・ホワイトデンシーＳ・詰替
ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ

●容量：２０ｇ　●入数：12
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63447

合成界面活性剤を使用しないで、清浄剤には天
然の植物油脂を原料とした石けんを使用した歯
みがきです。

石けんハミガキ
パックス

●容量：１４０ｇ　●入数：10
●賞：-

¥350（¥385）64404

オーガニック美容液成分
を贅沢に54.5％も配合。
天然成分100％、紫外線
吸収剤不使用のノンケミ
カルな日焼け止め。化粧
下地やBBクリームとして
も、赤ちゃんや敏感肌の方
にもおすすめ。石けんで洗
い落せます。エコサート認
証化粧品。SPF30PA++。

オーガニックＵＶミルク
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：３０ｍｌ　●入数：84
●賞：-

¥2,800（¥3,080）64265

使用感が良く、天然原料を多く使用し、UV効果
はSPF30PA＋＋＋、強い紫外線からお肌をしっか
りガードします。

ぴたっとサンミルク
日本創健

●容量：４５ｇ　●入数：24
●賞：-

¥2,100（¥2,310）63934

厳選された原料で伝統的製法で作られた無香
料、無着色の馬油です。皮膚に素早く馴染み、サ
ラッとしてべたつきません。

ナチュラル馬油（ボトルタイプ）
日本創健

●容量：６０ｍｌ　●入数：20
●賞：-

¥2,500（¥2,750）63724

天然成分のすばらしさと、
さわやかな香り。お風呂用
天然抗菌芳香剤。その他、
洗濯時に、寝具・掃除機・部
屋のダニ対策に。

桧水・お風呂用
ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ

●容量：５００ｃｃ　●入数：30
●賞：-

¥1,800（¥1,980）64347
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

環境にやさしい！内モンゴ
ル原産・トロナ鉱床の重曹
は、料理、掃除、洗濯、入
浴、美容、除湿、磨き、ガー
デニングに大活躍する万
能の粉です。

重曹（ボトル入）
木曽路物産

●容量：３８０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×155㎜
●商品重量：430g　●賞：2年

¥400（¥432）64295

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：６００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：124×45×200㎜
●商品重量：610g　●賞：2年

¥400（¥432）64299

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：149×60×240㎜
●商品重量：1010g　●賞：2年

¥600（¥648）64298

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：２ｋｇ　●入数：8
●商品サイズ：170×70×280㎜
●商品重量：2010g　●賞：2年

¥1,000（¥1,080）64290

食物由来の１００％原料。ク
エン酸サイクル促進とアル
カリ性の汚れ落としに。消
臭・抗菌性にすぐれ、重曹
とペアで掃除、洗濯、美容
に最適。

クエン酸（ボトル入）
木曽路物産

●容量：３２０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×155㎜
●商品重量：370g　●賞：2年

¥600（¥648）64296

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×55×215㎜
●商品重量：310g　●賞：2年

¥450（¥486）64316

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：６００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×65×230㎜
●商品重量：615g　●賞：2年

¥800（¥864）64300

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×65×240㎜
●商品重量：1020g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）64291

重曹より強いアルカリパワーで、油汚れを中和し
ます。換気扇やガスレンジなどキッチンのベトベ
ト油汚れや手垢、皮脂汚れにも。 

セスキ炭酸ソーダ
木曽路物産

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：128×60×196㎜
●商品重量：310g　●賞：-

¥300（¥330）64297

木粉：国内産、タブ粉：インドネシア産、くすの木：中国産

天然木くすのきの抽出液を主成分に、甘い香りを
増すためにハチミツを加え、古典的な製法にこだ
わって練り上げたお線香です。

くすの木せんこう
りんねしゃ

●容量：７０ｇ　●入数：60
●賞：2年

¥940（¥1,034）64835

くすの木：中国産

衣類の防虫。天然成分のみですから、揮発成分
は人に優しく、しょうのう臭も大気に触れると分
解が早く、衣替え後の不快感も少ないです。

くすの木しょうのう
りんねしゃ

●容量：１０ｇ×８　●入数：40
●賞：3年

¥1,600（¥1,760）64409

天然ジョチュウギクから抽
出したジョチュウギクエキ
スと北海道オホーツク滝
上産薄荷脳を原料にした
防虫スプレーです。

菊花の防虫スプレー
りんねしゃ 夏季

●容量：１８０ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥1,350（¥1,485）64422

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。除虫菊を原料にした、虫よけ効果
と芳香性のある、身体にもやさしいお線香です。
約６時間燃焼タイプ。

防虫香・菊花せんこう
りんねしゃ 夏季

●容量：３０巻　●入数：20
●賞：3年

¥940（¥1,034）64412

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。角型のおしゃれなデザインで、芳
香性も虫よけ効果もあるので、玄関やリビングで
インテリアとしてもご使用ください。約３時間燃
焼タイプ。

菊花せんこう・角型ミニサイズ
りんねしゃ 夏季

●容量：３２巻　●入数：30
●賞：3年

¥760（¥836）64410

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。除虫菊を使用した虫よけ効果の
あるお線香です。愛犬のそばでも安心してご使
用いただけます。約９時間燃焼タイプ。

菊花せんこう・長時間用
りんねしゃ 夏季

●容量：２０巻　●入数：24
●賞：3年

¥1,080（¥1,188）64411

除虫菊：中国産他

植物成分だけで作った、防腐剤・着色剤・化学合
成品を使っていない、蚊取りせんこうです。（防除
用医薬部外品）

蚊取りせんこうmoneもね
りんねしゃ 夏季

●容量：２０巻　●入数：40
●賞：3年

¥860（¥946）64416
【成分】ショウガ末、スチレン・イソプレン・スチレンブロッ
クポリマー、酸化亜鉛、ポリブテン、BHT、生ゴム、流動パ
ラフィン、ポリイソプレン

香り・温感成分として生姜粉末を100％配合し
た、貼付シートです。

ホットパッチ
吉田養真堂

●容量：１０枚入り　●入数：50
●商品サイズ：250×150×10㎜
●商品重量：52.5g　●賞：-

¥500（¥550）63970

メントール、スチレン・イソプレン・スチレンブロックポリ
マー、酸化亜鉛、ポリイソプレン、ポリブテン、BHT、生ゴ
ム、流動パラフィン

疲れた肩・腰・脚へ貼ってください。天然メントー
ルの爽快感でスッキリ、リフレッシュできます。

貼るミント
吉田養真堂

●容量：１０枚入り　●入数：60
●商品サイズ：210×145×10㎜
●商品重量：52g　●賞：-

¥680（¥748）63968
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

環境にやさしい！内モンゴ
ル原産・トロナ鉱床の重曹
は、料理、掃除、洗濯、入
浴、美容、除湿、磨き、ガー
デニングに大活躍する万
能の粉です。

重曹（ボトル入）
木曽路物産

●容量：３８０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×155㎜
●商品重量：430g　●賞：2年

¥400（¥432）64295

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：６００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：124×45×200㎜
●商品重量：610g　●賞：2年

¥400（¥432）64299

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：149×60×240㎜
●商品重量：1010g　●賞：2年

¥600（¥648）64298

環境にやさしい！内モンゴル原産・トロナ鉱床の重
曹は、料理、掃除、洗濯、入浴、美容、除湿、磨き、
ガーデニングに大活躍する万能の粉です。

重曹
木曽路物産

●容量：２ｋｇ　●入数：8
●商品サイズ：170×70×280㎜
●商品重量：2010g　●賞：2年

¥1,000（¥1,080）64290

食物由来の１００％原料。ク
エン酸サイクル促進とアル
カリ性の汚れ落としに。消
臭・抗菌性にすぐれ、重曹
とペアで掃除、洗濯、美容
に最適。

クエン酸（ボトル入）
木曽路物産

●容量：３２０ｇ　●入数：24
●商品サイズ：65×65×155㎜
●商品重量：370g　●賞：2年

¥600（¥648）64296

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：３００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：120×55×215㎜
●商品重量：310g　●賞：2年

¥450（¥486）64316

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：６００ｇ　●入数：20
●商品サイズ：140×65×230㎜
●商品重量：615g　●賞：2年

¥800（¥864）64300

食物由来の１００％原料。クエン酸サイクル促進と
アルカリ性の汚れ落としに。消臭・抗菌性にすぐ
れ、重曹とペアで掃除、洗濯、美容に最適。

クエン酸
木曽路物産

●容量：１ｋｇ　●入数：12
●商品サイズ：150×65×240㎜
●商品重量：1020g　●賞：2年

¥1,200（¥1,296）64291

重曹より強いアルカリパワーで、油汚れを中和し
ます。換気扇やガスレンジなどキッチンのベトベ
ト油汚れや手垢、皮脂汚れにも。 

セスキ炭酸ソーダ
木曽路物産

●容量：３００ｇ　●入数：24
●商品サイズ：128×60×196㎜
●商品重量：310g　●賞：-

¥300（¥330）64297

木粉：国内産、タブ粉：インドネシア産、くすの木：中国産

天然木くすのきの抽出液を主成分に、甘い香りを
増すためにハチミツを加え、古典的な製法にこだ
わって練り上げたお線香です。

くすの木せんこう
りんねしゃ

●容量：７０ｇ　●入数：60
●賞：2年

¥940（¥1,034）64835

くすの木：中国産

衣類の防虫。天然成分のみですから、揮発成分
は人に優しく、しょうのう臭も大気に触れると分
解が早く、衣替え後の不快感も少ないです。

くすの木しょうのう
りんねしゃ

●容量：１０ｇ×８　●入数：40
●賞：3年

¥1,600（¥1,760）64409

天然ジョチュウギクから抽
出したジョチュウギクエキ
スと北海道オホーツク滝
上産薄荷脳を原料にした
防虫スプレーです。

菊花の防虫スプレー
りんねしゃ 夏季

●容量：１８０ｍｌ　●入数：24
●賞：-

¥1,350（¥1,485）64422

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。除虫菊を原料にした、虫よけ効果
と芳香性のある、身体にもやさしいお線香です。
約６時間燃焼タイプ。

防虫香・菊花せんこう
りんねしゃ 夏季

●容量：３０巻　●入数：20
●賞：3年

¥940（¥1,034）64412

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。角型のおしゃれなデザインで、芳
香性も虫よけ効果もあるので、玄関やリビングで
インテリアとしてもご使用ください。約３時間燃
焼タイプ。

菊花せんこう・角型ミニサイズ
りんねしゃ 夏季

●容量：３２巻　●入数：30
●賞：3年

¥760（¥836）64410

除虫菊：北海道・中国産他

虫よけで安心。除虫菊を使用した虫よけ効果の
あるお線香です。愛犬のそばでも安心してご使
用いただけます。約９時間燃焼タイプ。

菊花せんこう・長時間用
りんねしゃ 夏季

●容量：２０巻　●入数：24
●賞：3年

¥1,080（¥1,188）64411

除虫菊：中国産他

植物成分だけで作った、防腐剤・着色剤・化学合
成品を使っていない、蚊取りせんこうです。（防除
用医薬部外品）

蚊取りせんこうmoneもね
りんねしゃ 夏季

●容量：２０巻　●入数：40
●賞：3年

¥860（¥946）64416
【成分】ショウガ末、スチレン・イソプレン・スチレンブロッ
クポリマー、酸化亜鉛、ポリブテン、BHT、生ゴム、流動パ
ラフィン、ポリイソプレン

香り・温感成分として生姜粉末を100％配合し
た、貼付シートです。

ホットパッチ
吉田養真堂

●容量：１０枚入り　●入数：50
●商品サイズ：250×150×10㎜
●商品重量：52.5g　●賞：-

¥500（¥550）63970

メントール、スチレン・イソプレン・スチレンブロックポリ
マー、酸化亜鉛、ポリイソプレン、ポリブテン、BHT、生ゴ
ム、流動パラフィン

疲れた肩・腰・脚へ貼ってください。天然メントー
ルの爽快感でスッキリ、リフレッシュできます。

貼るミント
吉田養真堂

●容量：１０枚入り　●入数：60
●商品サイズ：210×145×10㎜
●商品重量：52g　●賞：-

¥680（¥748）63968
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。21cm羽なしタイプ。血量が少なめ、
生理日3日目以降の使用におすすめ。大入りの
24個入。

ナチュラムーン・ナプキン昼用（羽なし）
G-Place

●容量：２４個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64202

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。23.5cm羽なしタイプ。昼用羽つきと
同じ給水量で＋2枚お得。

ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽なし）
G-Place

●容量：１８個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64221

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。23.5cm羽つきタイプ。人気No.1！羽
つきなのでスポーツ時もおすすめ。

ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽つき）
G-Place

●容量：１６個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64205

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。29cm羽なしタイプ。夜用羽つきと同
じ給水量で＋2枚お得。

ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽なし）
G-Place

●容量：１２個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64214

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。29cm羽つきタイプ。羽つきなので寝
返りも安心◎

ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽つき）
G-Place

●容量：１０個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64223

表面材：コットン100％

Certifi ed to OE100 Standard認証のオーガ
ニックコットンをトップシートに100%使用、高分
子吸収材不使用のパンティライナーです。無漂
白・無染色のふわふわコットンが女性のデリケー
トゾーンを守ります。

ナチュラムーン・おりもの専用シート
G-Place

●容量：４０個　●入数：60
●賞：-

¥600（¥660）64204

表面材：コットン100％

従来のおりもの専用シートより長さが2cm、幅が
1cm大きくなりました。トップシートはオーガニッ
クコットン100%使用。生理の終わりかけ、生理
用ナプキンは少し大きい…、おりものシートでは
少し不安…というときに。大判になった事で吸水
量も増加。軽い尿漏れ対策にも。

ナチュラムーン・おりものシートロング
G-Place

●容量：36個　●入数：60
●賞：-

¥680（¥748）64213

吸収体：オーガニックコットン、アプリケーター：ポリエチレ
ン、紐：ポリエステル・ビスコース

吸収体にオーガニックコットンを１００％使用した
生理用タンポンです。初心者でも使いやすいア
プリケータータイプ。お出かけのとき、運動をする
ときなどに。普通の日用。

ナチュラムーン・タンポン（レギュラー）
G-Place

●容量：６個　●入数：60
●賞：-

¥440（¥484）64230

吸収体：オーガニックコットン、アプリケーター：ポリエチレ
ン、紐：ポリエステル・ビスコース

吸収体にオーガニックコットンを１００％使用した
生理用タンポンです。初心者でも使いやすいア
プリケータータイプ。お出かけのとき、運動をする
ときなどに。多い日用。

ナチュラムーン・タンポン（スーパー）
G-Place

●容量：６個　●入数：60
●賞：-

¥490（¥539）64231

専用発熱パック／ 鉄粉、バーキュライト、活性炭、塩類
専用ライナー／ 表面材：コットン、色調：白 

ショーツに貼るだけでぽっかぽかの心地よい温
かさを感じることができるオーガニックコットン
ライナーです。高分子吸収材不使用、肌に触れる
トップシートはオーガニックコットン100%です。

ナチュラムーン・くまこのぽっかぽか温めオーガニックライナー
G-Place

●容量：７セット　●入数：40
●賞：-

¥780（¥858）64224

【本体】肌側：オーガニックコットン、不織布フィルター部：
ポリプロピレン、外側：ポリエステル
【耳ひも部】ポリウレタン

内側にオーガニックコットン不織布を使用した肌
触りのよいマスクです。耳ゴムをマスクの外側に
取り付ける事で肌に優しく、またコットン自体の
吸湿性から長時間装用時も快適に使用できま
す。

ナチュラムーン・オーガニックコットンマスク
G-Place

●容量：７枚　●入数：12
●賞：-

¥780（¥858）64225

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用したくりぬき
弁当箱です。

月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#1
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,500（¥8,250）63971

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用したくりぬき
弁当箱です。

月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#2
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,800（¥8,580）63972

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸S
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥6,800（¥7,480）63973

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸M
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,800（¥8,580）63974

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸L
クアントバスタ

●入数：7
●賞：-

¥8,800（¥9,680）63975

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・泥色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63871
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。21cm羽なしタイプ。血量が少なめ、
生理日3日目以降の使用におすすめ。大入りの
24個入。

ナチュラムーン・ナプキン昼用（羽なし）
G-Place

●容量：２４個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64202

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。23.5cm羽なしタイプ。昼用羽つきと
同じ給水量で＋2枚お得。

ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽なし）
G-Place

●容量：１８個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64221

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。23.5cm羽つきタイプ。人気No.1！羽
つきなのでスポーツ時もおすすめ。

ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽つき）
G-Place

●容量：１６個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64205

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。29cm羽なしタイプ。夜用羽つきと同
じ給水量で＋2枚お得。

ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽なし）
G-Place

●容量：１２個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64214

表面材：コットン100％

トップシートに天然コットン100%使用、吸収体に
高分子吸収材不使用を実現したナチュラル生理
用品です。29cm羽つきタイプ。羽つきなので寝
返りも安心◎

ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽つき）
G-Place

●容量：１０個　●入数：24
●賞：-

¥474（¥521）64223

表面材：コットン100％

Certifi ed to OE100 Standard認証のオーガ
ニックコットンをトップシートに100%使用、高分
子吸収材不使用のパンティライナーです。無漂
白・無染色のふわふわコットンが女性のデリケー
トゾーンを守ります。

ナチュラムーン・おりもの専用シート
G-Place

●容量：４０個　●入数：60
●賞：-

¥600（¥660）64204

表面材：コットン100％

従来のおりもの専用シートより長さが2cm、幅が
1cm大きくなりました。トップシートはオーガニッ
クコットン100%使用。生理の終わりかけ、生理
用ナプキンは少し大きい…、おりものシートでは
少し不安…というときに。大判になった事で吸水
量も増加。軽い尿漏れ対策にも。

ナチュラムーン・おりものシートロング
G-Place

●容量：36個　●入数：60
●賞：-

¥680（¥748）64213

吸収体：オーガニックコットン、アプリケーター：ポリエチレ
ン、紐：ポリエステル・ビスコース

吸収体にオーガニックコットンを１００％使用した
生理用タンポンです。初心者でも使いやすいア
プリケータータイプ。お出かけのとき、運動をする
ときなどに。普通の日用。

ナチュラムーン・タンポン（レギュラー）
G-Place

●容量：６個　●入数：60
●賞：-

¥440（¥484）64230

吸収体：オーガニックコットン、アプリケーター：ポリエチレ
ン、紐：ポリエステル・ビスコース

吸収体にオーガニックコットンを１００％使用した
生理用タンポンです。初心者でも使いやすいア
プリケータータイプ。お出かけのとき、運動をする
ときなどに。多い日用。

ナチュラムーン・タンポン（スーパー）
G-Place

●容量：６個　●入数：60
●賞：-

¥490（¥539）64231

専用発熱パック／ 鉄粉、バーキュライト、活性炭、塩類
専用ライナー／ 表面材：コットン、色調：白 

ショーツに貼るだけでぽっかぽかの心地よい温
かさを感じることができるオーガニックコットン
ライナーです。高分子吸収材不使用、肌に触れる
トップシートはオーガニックコットン100%です。

ナチュラムーン・くまこのぽっかぽか温めオーガニックライナー
G-Place

●容量：７セット　●入数：40
●賞：-

¥780（¥858）64224

【本体】肌側：オーガニックコットン、不織布フィルター部：
ポリプロピレン、外側：ポリエステル
【耳ひも部】ポリウレタン

内側にオーガニックコットン不織布を使用した肌
触りのよいマスクです。耳ゴムをマスクの外側に
取り付ける事で肌に優しく、またコットン自体の
吸湿性から長時間装用時も快適に使用できま
す。

ナチュラムーン・オーガニックコットンマスク
G-Place

●容量：７枚　●入数：12
●賞：-

¥780（¥858）64225

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用したくりぬき
弁当箱です。

月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#1
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,500（¥8,250）63971

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用したくりぬき
弁当箱です。

月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#2
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,800（¥8,580）63972

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸S
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥6,800（¥7,480）63973

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸M
クアントバスタ

●入数：10
●賞：-

¥7,800（¥8,580）63974

原材料／ヒノキ

静岡県産・月齢伐採のヒノキを使用した一枚板の
まな板です。

月齢伐採ヒノキのまな板角丸L
クアントバスタ

●入数：7
●賞：-

¥8,800（¥9,680）63975

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・泥色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63871
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・泥色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63872

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・泥色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63873

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・すおう色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63874

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・すおう色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63875

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・すおう色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63876

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63877

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63878

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63879

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63880

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63881

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63882

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・青色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63883

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・青色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63884

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・青色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63885

材質／本体：ABS樹脂、蓋：PMMA（メタクリル）樹脂、精
米カゴ・精米羽ブレード：SUS304、糠BOX：PP樹脂

ご飯の美味しさの決め手はお米の鮮度！白米で
も分づき米でも「精米したて」が最も新鮮で美味
しい。栄養価の高い分づき米や胚芽米もセレクト
できる。お手入れもぬかBOXを洗うだけで簡単！

匠味米 MB-RC57W（ホワイト）
ＹＤＫ

●入数：4
●品番：MB-RC57W

¥21,800（¥23,980）64477

材質／本体：ABS樹脂、蓋：PMMA（メタクリル）樹脂、精
米カゴ・精米羽ブレード：SUS304、糠BOX：PP樹脂

ご飯の美味しさの決め手はお米の鮮度！白米で
も分づき米でも「精米したて」が最も新鮮で美味
しい。栄養価の高い分づき米や胚芽米もセレクト
できる。お手入れもぬかBOXを洗うだけで簡単！

匠味米 MB-RC57R（レッド）
ＹＤＫ

●入数：4
●品番：MB-RC57R

¥21,800（¥23,980）64488

マジックブラウン圧力鍋・２．８Ｌ
平和

●入数：6
●賞：-　●品番：ＭＢ－２１７

¥22,500（¥24,750）64452

マジックブラウン圧力鍋・４．５Ｌ
平和

●入数：4
●賞：-　●品番：ＭＢ－４２０

¥24,500（¥26,950）64453
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・泥色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63872

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性） 

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・泥色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63873

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・すおう色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63874

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・すおう色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63875

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・すおう色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63876

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63877

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63878

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・みつろう色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63879

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63880

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63881

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・ひすい色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63882

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Ｓサ
イズ：直径約130mm）

みつろうラップ・青色Ｓ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：90×90㎜
●賞：-

¥1,200（¥1,320）63883

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （M
サイズ：直径約190mm）

みつろうラップ・青色Ｍ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：140×90㎜
●賞：-

¥1,500（¥1,650）63884

オーガニックコットン、みつろう（岐阜県）、オーガニックホ
ホバオイル、天然樹脂（植物性）

洗って何度も繰り返し使えるミツロウから作った
天然ラップです。 手で温めると、みつろうが柔ら
かくなり、器や食材をぴたりとラップします。 （Lサ
イズ：直径約330mm）

みつろうラップ・青色Ｌ
acowrap

●入数：50
●商品サイズ：170×90㎜
●賞：-

¥2,650（¥2,915）63885

材質／本体：ABS樹脂、蓋：PMMA（メタクリル）樹脂、精
米カゴ・精米羽ブレード：SUS304、糠BOX：PP樹脂

ご飯の美味しさの決め手はお米の鮮度！白米で
も分づき米でも「精米したて」が最も新鮮で美味
しい。栄養価の高い分づき米や胚芽米もセレクト
できる。お手入れもぬかBOXを洗うだけで簡単！

匠味米 MB-RC57W（ホワイト）
ＹＤＫ

●入数：4
●品番：MB-RC57W

¥21,800（¥23,980）64477

材質／本体：ABS樹脂、蓋：PMMA（メタクリル）樹脂、精
米カゴ・精米羽ブレード：SUS304、糠BOX：PP樹脂

ご飯の美味しさの決め手はお米の鮮度！白米で
も分づき米でも「精米したて」が最も新鮮で美味
しい。栄養価の高い分づき米や胚芽米もセレクト
できる。お手入れもぬかBOXを洗うだけで簡単！

匠味米 MB-RC57R（レッド）
ＹＤＫ

●入数：4
●品番：MB-RC57R

¥21,800（¥23,980）64488

マジックブラウン圧力鍋・２．８Ｌ
平和

●入数：6
●賞：-　●品番：ＭＢ－２１７

¥22,500（¥24,750）64452

マジックブラウン圧力鍋・４．５Ｌ
平和

●入数：4
●賞：-　●品番：ＭＢ－４２０

¥24,500（¥26,950）64453
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64445 平和 パッキン ＰＣ－２８Ａ，ＭＢ－２１７ Ｐ－７ 1 ¥1,300（¥1,430）
64446 平和 パッキン ＰＣ－４５Ａ，ＭＢ－４２０ Ｐ－８ 1 ¥1,400（¥1,540）
64447 平和 パッキン ＰＣ－６０Ａ，ＭＢ－６２３ Ｐ－９ 1 ¥1,500（¥1,650）

取寄せ 64441 平和 パッキン ＰＣ－８W，１０Ｗ Ｐ－６ 1 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 64500 平和 パッキン ＰＣ－２４０，２４００ Ｐ－３ 1 ¥1,300（¥1,430）
取寄せ 64501 平和 パッキン ＰＣ－３８０，３８００ Ｐ－４ 1 ¥1,400（¥1,540）

マジックブラウン圧力鍋・６．０Ｌ
平和

●入数：4
●賞：-　●品番：ＭＢ－６２３

¥30,000（¥33,000）64454

４～５人家族用の高性能浄水器。１日３０Ｌでカート
リッジ交換は２年に１回。

スーパーアクアセンチュリー
ゼンケン

●入数：4
●品番：MFH-221

直送¥88,000（¥96,800）64580

コンパクトなボディでファミリー向けの浄水器。1
日30Ｌでカートリッジ交換は1年に1回。

アクアセンチュリープラス
ゼンケン

●入数：6
●品番：MFH-11K

¥27,000（¥29,700）64473

すっきり置けるコンパクトデザインの少人数世帯
向き浄水器。１日１９Ｌでカートリッジ交換は１年に１
回。

アクアセンチュリースマート
ゼンケン

●入数：6
●品番：MFH-70

¥21,000（¥23,100）64468

清潔感あふれるガラスボディー、スッキリとした
フォルム。１日１.５Ｌでカートリッジ交換は半年に１
回。

ビクラ浄水ポット
ゼンケン

●入数：12
●品番：VF-P1

¥4,000（¥4,400）64916

髪と肌にやさしいシャワーヘッドタイプの脱塩素
シャワー。カートリッジ交換は５ヵ月に１回。

浄水シャワー・ピュアストリーム３
ゼンケン

●入数：6
●品番：ＣＦ－１２Ｎ

¥6,200（¥6,820）64487

大容量塩素除去なのでシャワーでのご使用はも
ちろんのこと、浴槽にたっぷりためてもお使いい
ただけます。１日４００Ｌでカートリッジ交換は１年に
１回。

風呂用浄水器アクアセンチュリーレインボー
ゼンケン

●入数：4
●品番：CCF-151S

直送¥50,000（¥55,000）64888

※取付けには別途取付け工事費が必要です。
アクアホーム・専用水栓型
ゼンケン

●入数：1
●品番：KMD‐50-ZS

直送¥61,000（¥67,100）64871

※取付けには別途取付け工事費が必要です。
アクアホーム・複合水栓型
ゼンケン

●入数：1
●品番：KMD‐50‐ＺＫ

直送¥115,000（¥126,500）64897

アクアホーム・カートリッジ〈コーラルサンド入〉
ゼンケン

●入数：1
●品番：C-KMD‐50-Z

取寄せ¥18,500（¥20,350）64923
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64445 平和 パッキン ＰＣ－２８Ａ，ＭＢ－２１７ Ｐ－７ 1 ¥1,300（¥1,430）
64446 平和 パッキン ＰＣ－４５Ａ，ＭＢ－４２０ Ｐ－８ 1 ¥1,400（¥1,540）
64447 平和 パッキン ＰＣ－６０Ａ，ＭＢ－６２３ Ｐ－９ 1 ¥1,500（¥1,650）

取寄せ 64441 平和 パッキン ＰＣ－８W，１０Ｗ Ｐ－６ 1 ¥1,800（¥1,980）
取寄せ 64500 平和 パッキン ＰＣ－２４０，２４００ Ｐ－３ 1 ¥1,300（¥1,430）
取寄せ 64501 平和 パッキン ＰＣ－３８０，３８００ Ｐ－４ 1 ¥1,400（¥1,540）

マジックブラウン圧力鍋・６．０Ｌ
平和

●入数：4
●賞：-　●品番：ＭＢ－６２３

¥30,000（¥33,000）64454

４～５人家族用の高性能浄水器。１日３０Ｌでカート
リッジ交換は２年に１回。

スーパーアクアセンチュリー
ゼンケン

●入数：4
●品番：MFH-221

直送¥88,000（¥96,800）64580

コンパクトなボディでファミリー向けの浄水器。1
日30Ｌでカートリッジ交換は1年に1回。

アクアセンチュリープラス
ゼンケン

●入数：6
●品番：MFH-11K

¥27,000（¥29,700）64473

すっきり置けるコンパクトデザインの少人数世帯
向き浄水器。１日１９Ｌでカートリッジ交換は１年に１
回。

アクアセンチュリースマート
ゼンケン

●入数：6
●品番：MFH-70

¥21,000（¥23,100）64468

清潔感あふれるガラスボディー、スッキリとした
フォルム。１日１.５Ｌでカートリッジ交換は半年に１
回。

ビクラ浄水ポット
ゼンケン

●入数：12
●品番：VF-P1

¥4,000（¥4,400）64916

髪と肌にやさしいシャワーヘッドタイプの脱塩素
シャワー。カートリッジ交換は５ヵ月に１回。

浄水シャワー・ピュアストリーム３
ゼンケン

●入数：6
●品番：ＣＦ－１２Ｎ

¥6,200（¥6,820）64487

大容量塩素除去なのでシャワーでのご使用はも
ちろんのこと、浴槽にたっぷりためてもお使いい
ただけます。１日４００Ｌでカートリッジ交換は１年に
１回。

風呂用浄水器アクアセンチュリーレインボー
ゼンケン

●入数：4
●品番：CCF-151S

直送¥50,000（¥55,000）64888

※取付けには別途取付け工事費が必要です。
アクアホーム・専用水栓型
ゼンケン

●入数：1
●品番：KMD‐50-ZS

直送¥61,000（¥67,100）64871

※取付けには別途取付け工事費が必要です。
アクアホーム・複合水栓型
ゼンケン

●入数：1
●品番：KMD‐50‐ＺＫ

直送¥115,000（¥126,500）64897

アクアホーム・カートリッジ〈コーラルサンド入〉
ゼンケン

●入数：1
●品番：C-KMD‐50-Z

取寄せ¥18,500（¥20,350）64923
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64612 4906601003876 ゼンケン スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ C-MFH-221 8 ¥24,000（¥26,400）
64610 4906601003739 ゼンケン スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ C-MFH-220-Ｚ 8 ¥24,000（¥26,400）
64887 4906601002213 ゼンケン クリスタル２１ＳＤＸ・カートリッジ C-MFH-100SDX 12 ¥16,800（¥18,480）
64431 4906601001711 ゼンケン スリマー・カートリッジ C-MFH-35DX 12 ¥11,000（¥12,100）
64474 4906601003555 ゼンケン アクアセンチュリープラス・カートリッジ C-MFH-11K 12 ¥15,000（¥16,500）
64459 4906601002671 ゼンケン アクアセンチュリースマート・カートリッジ C-MFH-70 12 ¥9,500（¥10,450）
64917 4906601002794 ゼンケン ビクラ浄水ポット・カートリッジ VC-P1 12 ¥2,500（¥2,750）
64896 4906601002107 ゼンケン アクアセンチュリーポット・カートリッジ C-Z-075 12 ¥3,600（¥3,960）
64889 4906601002183 ゼンケン アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ C-CCF-150S 12 ¥12,800（¥14,080）
64472 4906601003579 ゼンケン 浄水シャワーピュアストリーム２・3共通カートリッジ C-CF-12 20 ¥3,000（¥3,300）
64467 4906601001667 ゼンケン 浄水シャワーピュアストリーム・カートリッジ C-CF-15 72 ¥2,500（¥2,750）
64464 4906601001308 ゼンケン バスシャワーレインボー・カートリッジ C-CCF-150 12 ¥6,500（¥7,150）
64587 4906601001520 ゼンケン クリスタル２１ＤＸ・カートリッジ C-MFH-502DX 12 ¥16,800（¥18,480）
64563 4906601001186 ゼンケン ＺＳ－２５００・カートリッジ 6 ¥9,200（¥10,120）
64571 4906601003982 ゼンケン 共通Ａカートリッジ C-MFH-KA 12 ¥16,800（¥18,480）
64895 4906601003685 ゼンケン アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ C-CCF-151S 12 ¥11,000（¥12,100）

刃を使用せず、スクリューによる毎分90回転の
低速搾り方式で野菜の栄養を生搾りするヨコ型
タイプのジューサーです。

ベジフルZ・ヨコ型低速回転ジューサー
ゼンケン

●入数：1
●品番：ZJ-B2Z

直送¥31,000（¥34,100）64890

食材をさいの目に切って、水とスープの素を入れ
るだけ。たった３０分で本格スープができあがりま
す。

スープリーズＲ
ゼンケン

●入数：3
●品番：ZSP-4

直送¥39,000（¥42,900）64938

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオ
イやホコリを除去します。シックハウス症候群の
原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去しま
す。マルチパワーカーボンフィルター付です。

空気清浄機エアフォレスト６層タイプ
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－２1００ｃ

直送¥39,800（¥43,780）64893

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオ
イやホコリを除去します。シックハウス症候群の
原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去しま
す。マルチパワーカーボンフィルターは付いてい
ません。

空気清浄機エアフォレスト５層タイプ
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－２１００

直送¥35,000（¥38,500）64894

※ZF-2100シリーズと共用です。
エアフォレストＺＦ－２０００用ＨＥＰＡフィルター
ゼンケン

●入数：10

取寄せ¥7,500（¥8,250）64891

※ZF-2100シリーズと共用です。
エアフォレストＺＦ－２０００用マルチパワーカーボンフィルター
ゼンケン

●入数：20

取寄せ¥4,800（¥5,280）64892

キレイな空気をひとりじめ。花粉やホコリ、ニオイ
等を除去できる、置き場所を選ばない小型の空
気清浄機です。

ミニエアクリーナー　ホワイト　
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－ＰＡ０５

直送¥12,000（¥13,200）64623

キレイな空気をひとりじめ。花粉やホコリ、ニオイ
等を除去できる、置き場所を選ばない小型の空
気清浄機です。

ミニエアクリーナー　レッド　
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－ＰＡ０５

直送¥12,000（¥13,200）64624

夏は涼しく冬は暖かく、１台でオールシーズン使
用できる温冷風扇です。

スリム温冷風扇・ヒート＆クール
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＨＣ－１２００

直送¥21,000（¥23,100）64486

「除菌・消臭機能」と「温風モード」を搭載した、衣
類乾燥機能付きサーキュレーターです。夏場は
サーキュレーターや扇風機として、冬場は温風機
能を搭載しているので、１年中使えます。

除菌・消臭サーキュレーター
ゼンケン

●入数：4
●品番：ＺＣＬ－１２００

直送¥15,000（¥16,500）64489

電磁波“低減”ヘアードライヤーです。大風量です
ばやく乾かせ、低温風＆遠赤外線により髪へのダ
メージ、パサつきを抑え、マイナスイオン効果によ
り髪に潤いと静電気を防ぎます。

電磁波低減ヘアードライヤー　レッド
ゼンケン

●入数：8
●品番：ZD-1000R

直送¥16,000（¥17,600）65010

電磁波“低減”ヘアードライヤーです。大風量です
ばやく乾かせ、低温風＆遠赤外線により髪へのダ
メージ、パサつきを抑え、マイナスイオン効果によ
り髪に潤いと静電気を防ぎます。

電磁波低減ヘアードライヤー　ピンク
ゼンケン

●入数：8
●品番：ZD-1000P

直送¥16,000（¥17,600）65011
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

ムソー
コード JANコード メーカー 商品名 品番 容量 入数 本体価格 （税込価格）

64612 4906601003876 ゼンケン スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ C-MFH-221 8 ¥24,000（¥26,400）
64610 4906601003739 ゼンケン スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ C-MFH-220-Ｚ 8 ¥24,000（¥26,400）
64887 4906601002213 ゼンケン クリスタル２１ＳＤＸ・カートリッジ C-MFH-100SDX 12 ¥16,800（¥18,480）
64431 4906601001711 ゼンケン スリマー・カートリッジ C-MFH-35DX 12 ¥11,000（¥12,100）
64474 4906601003555 ゼンケン アクアセンチュリープラス・カートリッジ C-MFH-11K 12 ¥15,000（¥16,500）
64459 4906601002671 ゼンケン アクアセンチュリースマート・カートリッジ C-MFH-70 12 ¥9,500（¥10,450）
64917 4906601002794 ゼンケン ビクラ浄水ポット・カートリッジ VC-P1 12 ¥2,500（¥2,750）
64896 4906601002107 ゼンケン アクアセンチュリーポット・カートリッジ C-Z-075 12 ¥3,600（¥3,960）
64889 4906601002183 ゼンケン アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ C-CCF-150S 12 ¥12,800（¥14,080）
64472 4906601003579 ゼンケン 浄水シャワーピュアストリーム２・3共通カートリッジ C-CF-12 20 ¥3,000（¥3,300）
64467 4906601001667 ゼンケン 浄水シャワーピュアストリーム・カートリッジ C-CF-15 72 ¥2,500（¥2,750）
64464 4906601001308 ゼンケン バスシャワーレインボー・カートリッジ C-CCF-150 12 ¥6,500（¥7,150）
64587 4906601001520 ゼンケン クリスタル２１ＤＸ・カートリッジ C-MFH-502DX 12 ¥16,800（¥18,480）
64563 4906601001186 ゼンケン ＺＳ－２５００・カートリッジ 6 ¥9,200（¥10,120）
64571 4906601003982 ゼンケン 共通Ａカートリッジ C-MFH-KA 12 ¥16,800（¥18,480）
64895 4906601003685 ゼンケン アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ C-CCF-151S 12 ¥11,000（¥12,100）

刃を使用せず、スクリューによる毎分90回転の
低速搾り方式で野菜の栄養を生搾りするヨコ型
タイプのジューサーです。

ベジフルZ・ヨコ型低速回転ジューサー
ゼンケン

●入数：1
●品番：ZJ-B2Z

直送¥31,000（¥34,100）64890

食材をさいの目に切って、水とスープの素を入れ
るだけ。たった３０分で本格スープができあがりま
す。

スープリーズＲ
ゼンケン

●入数：3
●品番：ZSP-4

直送¥39,000（¥42,900）64938

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオ
イやホコリを除去します。シックハウス症候群の
原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去しま
す。マルチパワーカーボンフィルター付です。

空気清浄機エアフォレスト６層タイプ
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－２1００ｃ

直送¥39,800（¥43,780）64893

ホコリ、花粉、ダニ、菌までも迅速に集塵し、ニオ
イやホコリを除去します。シックハウス症候群の
原因物質でもあるホルムアルデヒドも除去しま
す。マルチパワーカーボンフィルターは付いてい
ません。

空気清浄機エアフォレスト５層タイプ
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－２１００

直送¥35,000（¥38,500）64894

※ZF-2100シリーズと共用です。
エアフォレストＺＦ－２０００用ＨＥＰＡフィルター
ゼンケン

●入数：10

取寄せ¥7,500（¥8,250）64891

※ZF-2100シリーズと共用です。
エアフォレストＺＦ－２０００用マルチパワーカーボンフィルター
ゼンケン

●入数：20

取寄せ¥4,800（¥5,280）64892

キレイな空気をひとりじめ。花粉やホコリ、ニオイ
等を除去できる、置き場所を選ばない小型の空
気清浄機です。

ミニエアクリーナー　ホワイト　
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－ＰＡ０５

直送¥12,000（¥13,200）64623

キレイな空気をひとりじめ。花粉やホコリ、ニオイ
等を除去できる、置き場所を選ばない小型の空
気清浄機です。

ミニエアクリーナー　レッド　
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＦ－ＰＡ０５

直送¥12,000（¥13,200）64624

夏は涼しく冬は暖かく、１台でオールシーズン使
用できる温冷風扇です。

スリム温冷風扇・ヒート＆クール
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＨＣ－１２００

直送¥21,000（¥23,100）64486

「除菌・消臭機能」と「温風モード」を搭載した、衣
類乾燥機能付きサーキュレーターです。夏場は
サーキュレーターや扇風機として、冬場は温風機
能を搭載しているので、１年中使えます。

除菌・消臭サーキュレーター
ゼンケン

●入数：4
●品番：ＺＣＬ－１２００

直送¥15,000（¥16,500）64489

電磁波“低減”ヘアードライヤーです。大風量です
ばやく乾かせ、低温風＆遠赤外線により髪へのダ
メージ、パサつきを抑え、マイナスイオン効果によ
り髪に潤いと静電気を防ぎます。

電磁波低減ヘアードライヤー　レッド
ゼンケン

●入数：8
●品番：ZD-1000R

直送¥16,000（¥17,600）65010

電磁波“低減”ヘアードライヤーです。大風量です
ばやく乾かせ、低温風＆遠赤外線により髪へのダ
メージ、パサつきを抑え、マイナスイオン効果によ
り髪に潤いと静電気を防ぎます。

電磁波低減ヘアードライヤー　ピンク
ゼンケン

●入数：8
●品番：ZD-1000P

直送¥16,000（¥17,600）65011
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。暖房適室４.５～７
畳。遠赤外線の効果で部屋全体を優しく暖めま
す。本体の厚さがわずか7㎝の薄型タイプです。

超薄型 遠赤暖房器アーバンホット
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＲＨ－２２００

直送¥36,000（¥39,600）64930

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。足元に優しい暖か
さを。片手で楽々持ち運びできるパーソナルタイ
プ。

遠赤暖房器アーバンホットスリム
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＲＨ－５０２Ｍ

直送¥19,000（¥20,900）64929

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。薄さ3cmのスリム
設計だからデスクやドレッサーの下に最適です。
スチール製のデスクにはマグネットで取り付け簡
単。

スポットウォームS
冬季ゼンケン

●入数：6
●品番：ＲＨ－１５３

直送¥13,500（¥14,850）64434

電磁波９９％カットのホットカーペットの１畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 １畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１８２×８５（ｃｍ）カバー１８８×９０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－１０P

直送¥32,000（¥35,200）64881

電磁波９９％カットのホットカーペットの２畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 ２畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１７６×１７６（ｃｍ）カバー１８０×１８０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－２０P

直送¥46,000（¥50,600）64597

電磁波９９％カットのホットカーペットの3畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 ３畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１９５×２３５（ｃｍ）カバー２００×２４０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－３０P

直送¥59,000（¥64,900）64598

電磁波９９％カットのホットカーペットの1畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ １畳用
冬季ゼンケン

●容量：１８２×８５（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－１０P

直送¥26,000（¥28,600）64914

電磁波９９％カットのホットカーペットの２畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ ２畳用
冬季ゼンケン

●容量：１７６×１７６（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－２0P

直送¥36,000（¥39,600）64912

電磁波９９％カットのホットカーペットの３畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ ３畳用
冬季ゼンケン

●容量：１９５×２３５（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－３0P

直送¥48,000（¥52,800）64913

窓際に設置するだけで冬の室内窓の結露を軽減
し、サッシ枠のカビ予防になります。トイレや洗面
所などの補助暖房としてもご使用いただけます。
90cm～130cmの伸縮タイプ。

窓下ヒーター2
冬季ゼンケン

●容量：90cm～130cm　●入数：1
●品番：ＺＫ－１３０

直送¥27,000（¥29,700）64435

電磁波９９％カットの電気毛布。希少価値の高い
オーガニックコットンを使用しています。サイズ
130×180（cm）

電磁波カット電気掛敷オーガニック毛布
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＢ－ＯＣ１０１ＳＧＴ

直送¥22,800（¥25,080）64928

電磁波99％カットの電気ひざかけ。優しい綿
１００％素材、ワイドサイズで暖かなひざかけで
す。サイズ100（フリンジ含む）×93（cm）

電磁波カット・電気ひざかけ
冬季ゼンケン

●入数：10
●品番：ZR－５０LT

直送¥15,000（¥16,500）64926

電磁波９９％カットの一人用マット。軽量で持ち運
びも簡単です。サイズ80×180（cm）

電磁波カット・１人用電熱マット
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＭＴ－７５Ｃ

直送¥18,000（¥19,800）64876

電磁波99％カットの電熱マット。冷える足元も芯
からポカポカ。足先が冷えて、眠れない方におす
すめです。サイズ100×90（cm）

電磁波カット・足入れ電熱マット
冬季ゼンケン

●入数：5
●品番：ＺＭＴ－５０Ｆ

直送¥16,000（¥17,600）64867

電磁波99%カットの腰すっぽりヒーター。ソファ
やイスなどに置いて座るだけで、腰回りをぽかぽ
かとやさしく包み込みます。

電磁波カット･腰すっぽりヒーター　
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ZR－51HT

直送¥15,000（¥16,500）64879

座布団、足入れ以外にも、手やお腹、背中などを
マルチに暖めます。

マルチヒーター
冬季ゼンケン

●入数：5
●品番：ＺＲ－５２ＭＨ

直送¥14,000（¥15,400）64600

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はシングル、カバーの色は紺色です。

高反発マットキュービックボディ･シングル
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＰＴ－１００

直送¥38,000（¥41,800）64539

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はセミダブル、カバーの色は紺色です。

高反発マットキュービックボディ･セミダブル
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＰＴ－２００

直送¥46,000（¥50,600）64540
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・
スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　
缶・瓶詰、レトルト
農産　
缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　
缶・瓶詰、レトルト
その他　
缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん
日本茶・健康茶
紅茶・
ハーブティー
コーヒー・
ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・
ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。暖房適室４.５～７
畳。遠赤外線の効果で部屋全体を優しく暖めま
す。本体の厚さがわずか7㎝の薄型タイプです。

超薄型 遠赤暖房器アーバンホット
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＲＨ－２２００

直送¥36,000（¥39,600）64930

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。足元に優しい暖か
さを。片手で楽々持ち運びできるパーソナルタイ
プ。

遠赤暖房器アーバンホットスリム
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＲＨ－５０２Ｍ

直送¥19,000（¥20,900）64929

安全性が高く、空気を汚さず、身体を包み込むよ
うに暖める遠赤外線暖房器。薄さ3cmのスリム
設計だからデスクやドレッサーの下に最適です。
スチール製のデスクにはマグネットで取り付け簡
単。

スポットウォームS
冬季ゼンケン

●入数：6
●品番：ＲＨ－１５３

直送¥13,500（¥14,850）64434

電磁波９９％カットのホットカーペットの１畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 １畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１８２×８５（ｃｍ）カバー１８８×９０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－１０P

直送¥32,000（¥35,200）64881

電磁波９９％カットのホットカーペットの２畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 ２畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１７６×１７６（ｃｍ）カバー１８０×１８０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－２０P

直送¥46,000（¥50,600）64597

電磁波９９％カットのホットカーペットの3畳用。カ
バーは毛足の長いやわらかな起毛でシルキー
タッチ。どんなお部屋にも自然に溶け込みます。

電磁波カットカーペット・無地カバー付 ３畳用
冬季ゼンケン

●容量：本体１９５×２３５（ｃｍ）カバー２００×２４０（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣ－３０P

直送¥59,000（¥64,900）64598

電磁波９９％カットのホットカーペットの1畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ １畳用
冬季ゼンケン

●容量：１８２×８５（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－１０P

直送¥26,000（¥28,600）64914

電磁波９９％カットのホットカーペットの２畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ ２畳用
冬季ゼンケン

●容量：１７６×１７６（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－２0P

直送¥36,000（¥39,600）64912

電磁波９９％カットのホットカーペットの３畳用。「本
体のみ」タイプは必ず市販の電気カーペット用カ
バーを掛けてご使用ください。

電磁波カットカーペット・本体のみ ３畳用
冬季ゼンケン

●容量：１９５×２３５（ｃｍ）　●入数：1
●品番：ＺＣＢ－３0P

直送¥48,000（¥52,800）64913

窓際に設置するだけで冬の室内窓の結露を軽減
し、サッシ枠のカビ予防になります。トイレや洗面
所などの補助暖房としてもご使用いただけます。
90cm～130cmの伸縮タイプ。

窓下ヒーター2
冬季ゼンケン

●容量：90cm～130cm　●入数：1
●品番：ＺＫ－１３０

直送¥27,000（¥29,700）64435

電磁波９９％カットの電気毛布。希少価値の高い
オーガニックコットンを使用しています。サイズ
130×180（cm）

電磁波カット電気掛敷オーガニック毛布
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＢ－ＯＣ１０１ＳＧＴ

直送¥22,800（¥25,080）64928

電磁波99％カットの電気ひざかけ。優しい綿
１００％素材、ワイドサイズで暖かなひざかけで
す。サイズ100（フリンジ含む）×93（cm）

電磁波カット・電気ひざかけ
冬季ゼンケン

●入数：10
●品番：ZR－５０LT

直送¥15,000（¥16,500）64926

電磁波９９％カットの一人用マット。軽量で持ち運
びも簡単です。サイズ80×180（cm）

電磁波カット・１人用電熱マット
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ＺＭＴ－７５Ｃ

直送¥18,000（¥19,800）64876

電磁波99％カットの電熱マット。冷える足元も芯
からポカポカ。足先が冷えて、眠れない方におす
すめです。サイズ100×90（cm）

電磁波カット・足入れ電熱マット
冬季ゼンケン

●入数：5
●品番：ＺＭＴ－５０Ｆ

直送¥16,000（¥17,600）64867

電磁波99%カットの腰すっぽりヒーター。ソファ
やイスなどに置いて座るだけで、腰回りをぽかぽ
かとやさしく包み込みます。

電磁波カット･腰すっぽりヒーター　
冬季ゼンケン

●入数：1
●品番：ZR－51HT

直送¥15,000（¥16,500）64879

座布団、足入れ以外にも、手やお腹、背中などを
マルチに暖めます。

マルチヒーター
冬季ゼンケン

●入数：5
●品番：ＺＲ－５２ＭＨ

直送¥14,000（¥15,400）64600

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はシングル、カバーの色は紺色です。

高反発マットキュービックボディ･シングル
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＰＴ－１００

直送¥38,000（¥41,800）64539

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はセミダブル、カバーの色は紺色です。

高反発マットキュービックボディ･セミダブル
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＰＴ－２００

直送¥46,000（¥50,600）64540
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
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ハラール関連商品

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はダブル、カバーの色は紺色です。

高反発マットキュービックボディ・ダブル
ゼンケン

●入数：1
●品番：ＰＴ－３００

直送¥54,000（¥59,400）64541

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はシングル、カバーの色は白色です。

高反発マットキュービックボディ･シングル白色
ゼンケン

●入数：1
●品番：PT－100WH

直送¥38,000（¥41,800）64581

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はセミダブル、カバーの色は白色です。

高反発マットキュービックボディ･セミダブル白色
ゼンケン

●入数：1
●品番：PT－200WH

直送¥46,000（¥50,600）64584

優れた体圧分散と通気性により、快適な睡眠を
サポート。高品質の高反発マットレスです。サイズ
はダブル、カバーの色は白色です。

高反発マットキュービックボディ･ダブル白色
ゼンケン

●入数：1
●品番：PT－300WH

直送¥54,000（¥59,400）64586

反発性に優れた素材が頭をしっかり支え、スムー
ズな寝返りをサポート。中材の組み合わせで、お
好みの高さ・形に調整できる高反発枕です。

高反発キュービックボディー枕
ゼンケン

●入数：1
●品番：NPC－050

直送¥10,000（¥11,000）65105

抜群の反発性で体圧を分散、座り姿勢をサポー
ト。通気性に優れムレにくく、デスクワークや運転
など座る時間が長い方におすすめです。

高反発キュービックボディークッション
ゼンケン

●入数：1【5】
●品番：ＰＴ-０４０Ｗ

直送¥5,000（¥5,500）65106

トイレでのつらい立ち上がりをサポートする手す
りです。約3kgと軽量なのでトイレ内のお掃除も
ラクラクです。

トイレ用･置楽立ち上がり手すり
ゼンケン

●入数：1
●品番：TAT－002T

直送¥8,500（¥9,350）65107

床置きでしっかり安定し、つらかった立ち上がり
をサポートします。重量も約1.8kgと軽いので楽
に持ち運びができ、様々な場所で使用できます。

置楽立ち上がり手すり　
ゼンケン

●入数：1
●品番：TAT－002RW

直送¥9,000（¥9,900）65109

新編集版  無双原理・易
ｻﾝﾏｰｸ出版

●入数：1
●賞：-

取寄せ¥1,600（¥1,760）64789

手当て法
正食出版

●入数：1
●賞：-

¥630（¥693）64715
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地より、人気の銘柄（コシヒカリ、あきたこまち 
等々…）の「有機栽培米」をお届けします。

各品種、玄米、胚芽米、白米のそれぞれ2kgと5kgをご用
意。
また新鮮なお米をお届けするため、ご注文をいただいて
から精米しています。

産地直送 有機栽培米

※時期により産地・銘柄等が変わりますので、詳しくは担当者にお問い合わせください。

海道で安心安全な米作りに取り組む生産者団体を厳選、それぞれが一押しするおいしい
品種を出荷いたします。

いずれも地力を活かし、環境への負荷をできる限り低減した栽培方法による「特別栽培米」です。
各品種、玄米、白米のそれぞれ2kgと5kgをご用意。
納得頂ける味と、お求めやすい価格を実現しました。

北海道産 特別栽培米

小林邦弘さん
（北海道夕張郡長沼町）

肥料少なめ、株は小さめ、収量少なめ、
雑草少々で風通しが良いから病気も少
なめ。稲の生命力とクモや田んぼの力
をかりて時には長沼の平地を颯爽と抜
ける風の力で米作りをしています。小林
さんの田んぼがあるマオイ地区は粘土
質と黒土系の中間土壌。そして夕張川
の豊かな水と吹き抜ける風が美味しい
お米を作っています。

（長沼ゆめぴりか）

食味特Ａ評価の期待の北海道米。
ほどよい甘みと粘り、炊きあがりの美しさ、生産者が結束して守る品質の高さ。

首都圏でも高評価、北海道の最高峰米

粘りのよい低アミロース品種。粘りがとても強く、たいへん柔らかいので玄米食に最適。
圧力釜でも炊飯器でもおいしく炊けます。

玄米食に最適、炊飯器でも炊けます

つや、粘り、甘みのバランスが絶妙で、冷めてもおいしさが長持ち。
弁当、寿司などに人気です。

つや、粘り、甘みのバランスが魅力

産

北

ゆめぴりか

あやひめ

ななつぼし

生産者の声

新篠津村クリーンあやひめ生産組合
（北海道石狩郡新篠津村）

井伊さんは秋に田んぼの健康状態を調べます。
来年の春、丁度いい土のバランスで健康なあや
ひめを作ろうという想いからです。北海道開拓時
代から代々受け継いできた田んぼは持ち主の管
理によって個性が様々です。隣の田んぼが同じ
とは限りません。最近では海の恵みが大事では？
と鮭を原料としたぼかし肥料を使っています。海
と山はつながっているとよく耳にしますが、一理
あると井伊さんはいいます。おいしいあやひめ
を出荷するため、生産組合のみんなで海の恵み
を使っています。 （新篠津あやひめ）

生産者の声

小森正俊さん
（北海道滝川市江部乙町）

北海道でも有数の菜の花畑の町、滝川
町。こちらの生産者の小森さんは、より
安全で安心なお米を作りたいとの思い
から、平成26年より農薬・化学肥料不使
用のゆめぴりかを作り続けています。通
常の特別栽培も除草剤を1回のみ使用
で、殺虫・殺菌剤は使用しておりません。

（滝川ゆめぴりか）

生産者の声

1

2

1 ムソー・ハラール加工食品のワンストップサービスを展開

「安心」を全ての人に
　弊社は半世紀にわたり、オーガニック・ナチュラルフーズの開発・卸業者として日本国内の
食の安全・安心に貢献して参りました。増加する在日ムスリム、ムスリム旅行者に対し、現状
の日本の食環境は満足を提供できておりません。2020年の東京オリンピックを控え、国内
環境の整備は急務となっております。
　弊社は「お土産」「お菓子」のハラール食品の開発を皮切りに、より多くのハラール食品、
及びムスリム向けの食品・食材をご提供して参ります。また、弊社独自のネットワークを活用
し、東南アジア、中東を中心とするイスラーム世界へメイドイン・ジャパン食品市場拡大の架
け橋としての役割を果たして参ります。

事業内容
　弊社はハラール性が特に問題となる加工食品分野において、半世紀に渡る商品開発の経験を活かし、プロジェクト担
当者、社内のハラール食品管理者を中心に、商品開発、製造、プロモーション、販売までを総合的にサポートいたしま
す。また小売業者様、外食業者様への商品供給と決済を含め対応いたします。また、外部イスラーム専門家や弊社関連
企業との連携により、海外展示会への参加支援や、商品のマーケッティング、販促物作成など幅広くビジネスをサポー
トして参ります。

1
2
3

4
5
6

「聖典クルアーン」に基づいた商品選定を最優先
　クルアーンによる「ハラールな食品」及びそれらを使った加工食品で、ハラール認証を取
得した商品を、最優先に取扱いいたします。

7つの認証団体のハラール認証商品を採用
　世界中には多くのハラール認証団体が存在しますが、ムソーは下記7団体の認証した商品を採用いたします。
認証団体：JAKIM（マレーシア）、MUI（インドネシア）、MUIS（シンガポール）、CICOT（タイ）、IFANCA（アメリカ）、
NPO法人日本ハラール協会、NPO法人日本アジア・ハラール協会

ムソー・ムスリムフレンドリー商品
　ハラール認証を取得していませんが、下記条件を全て満たしているものを「ムソー・ムスリムフレンドリー商品」と称し
て採用します。

ハラール認証を取得し、尚且つムソー・ムスリムフレンドリー商品の基準に該当
する場合、「ムソー・プレミアムハラール食品」と称して最も推奨する商品と
いたします。

取扱商品については、ムソー・ハラール管理者および商品部にて検討し、販売
商品を決定します。

取扱基準については、適時見直しを行います。

※ハラームな食品　クルアーンに基づき、不浄なものや毒物・健康に害のあるもの・泥酔性のあるもの・ハラールに屠蓄されていない動物・人体的なものが含まれたもの・
不浄なものに触れた器具を用いて製造されたもの等。

ムソー・ハラール事業の概要

2 ムソー商品取扱い基準 （ムスリム向け商品版）

❶豚・アルコール及びそれらを含む原材料不使用。
❷❶に該当した場合でも一部原料については下記条件で採用します。
●砂糖及び糖類は、ろ過助剤の種類に係わらず採用する。
●酵母エキスは、アルコール発酵を起こさない酵母（パン酵母、トル
ラ酵母等）を使用している場合のみ採用する。（酢については、醸
造工程においてハラームな食品※に該当するため不採用）

❸不必要な添加物を使用しない。
❹遺伝子組換え原料不使用。

❺衛生的な環境で製造されていること。
❻トレーサビリティが可能。
❼放射性物質を確認すること。
●自主基準に沿って、放射性核種（セシウム-134・セシウム-137）
を確認します。
※放射性物質測定基準は随時見直しを行い環境状況に対応してまいります。
※詳しくは、ムソーホームページ（www.muso.co.jp）より「放射能物質検査の取り組みにつ
いて」をご参照ください。
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ハラール関連商品

地より、人気の銘柄（コシヒカリ、あきたこまち 
等々…）の「有機栽培米」をお届けします。

各品種、玄米、胚芽米、白米のそれぞれ2kgと5kgをご用
意。
また新鮮なお米をお届けするため、ご注文をいただいて
から精米しています。

産地直送 有機栽培米

※時期により産地・銘柄等が変わりますので、詳しくは担当者にお問い合わせください。

海道で安心安全な米作りに取り組む生産者団体を厳選、それぞれが一押しするおいしい
品種を出荷いたします。

いずれも地力を活かし、環境への負荷をできる限り低減した栽培方法による「特別栽培米」です。
各品種、玄米、白米のそれぞれ2kgと5kgをご用意。
納得頂ける味と、お求めやすい価格を実現しました。

北海道産 特別栽培米

小林邦弘さん
（北海道夕張郡長沼町）

肥料少なめ、株は小さめ、収量少なめ、
雑草少々で風通しが良いから病気も少
なめ。稲の生命力とクモや田んぼの力
をかりて時には長沼の平地を颯爽と抜
ける風の力で米作りをしています。小林
さんの田んぼがあるマオイ地区は粘土
質と黒土系の中間土壌。そして夕張川
の豊かな水と吹き抜ける風が美味しい
お米を作っています。

（長沼ゆめぴりか）

食味特Ａ評価の期待の北海道米。
ほどよい甘みと粘り、炊きあがりの美しさ、生産者が結束して守る品質の高さ。

首都圏でも高評価、北海道の最高峰米

粘りのよい低アミロース品種。粘りがとても強く、たいへん柔らかいので玄米食に最適。
圧力釜でも炊飯器でもおいしく炊けます。

玄米食に最適、炊飯器でも炊けます

つや、粘り、甘みのバランスが絶妙で、冷めてもおいしさが長持ち。
弁当、寿司などに人気です。

つや、粘り、甘みのバランスが魅力

産

北

ゆめぴりか

あやひめ

ななつぼし

生産者の声

新篠津村クリーンあやひめ生産組合
（北海道石狩郡新篠津村）

井伊さんは秋に田んぼの健康状態を調べます。
来年の春、丁度いい土のバランスで健康なあや
ひめを作ろうという想いからです。北海道開拓時
代から代々受け継いできた田んぼは持ち主の管
理によって個性が様々です。隣の田んぼが同じ
とは限りません。最近では海の恵みが大事では？
と鮭を原料としたぼかし肥料を使っています。海
と山はつながっているとよく耳にしますが、一理
あると井伊さんはいいます。おいしいあやひめ
を出荷するため、生産組合のみんなで海の恵み
を使っています。 （新篠津あやひめ）

生産者の声

小森正俊さん
（北海道滝川市江部乙町）

北海道でも有数の菜の花畑の町、滝川
町。こちらの生産者の小森さんは、より
安全で安心なお米を作りたいとの思い
から、平成26年より農薬・化学肥料不使
用のゆめぴりかを作り続けています。通
常の特別栽培も除草剤を1回のみ使用
で、殺虫・殺菌剤は使用しておりません。

（滝川ゆめぴりか）

生産者の声

1

2

1 ムソー・ハラール加工食品のワンストップサービスを展開

「安心」を全ての人に
　弊社は半世紀にわたり、オーガニック・ナチュラルフーズの開発・卸業者として日本国内の
食の安全・安心に貢献して参りました。増加する在日ムスリム、ムスリム旅行者に対し、現状
の日本の食環境は満足を提供できておりません。2020年の東京オリンピックを控え、国内
環境の整備は急務となっております。
　弊社は「お土産」「お菓子」のハラール食品の開発を皮切りに、より多くのハラール食品、
及びムスリム向けの食品・食材をご提供して参ります。また、弊社独自のネットワークを活用
し、東南アジア、中東を中心とするイスラーム世界へメイドイン・ジャパン食品市場拡大の架
け橋としての役割を果たして参ります。

事業内容
　弊社はハラール性が特に問題となる加工食品分野において、半世紀に渡る商品開発の経験を活かし、プロジェクト担
当者、社内のハラール食品管理者を中心に、商品開発、製造、プロモーション、販売までを総合的にサポートいたしま
す。また小売業者様、外食業者様への商品供給と決済を含め対応いたします。また、外部イスラーム専門家や弊社関連
企業との連携により、海外展示会への参加支援や、商品のマーケッティング、販促物作成など幅広くビジネスをサポー
トして参ります。

1
2
3

4
5
6

「聖典クルアーン」に基づいた商品選定を最優先
　クルアーンによる「ハラールな食品」及びそれらを使った加工食品で、ハラール認証を取
得した商品を、最優先に取扱いいたします。

7つの認証団体のハラール認証商品を採用
　世界中には多くのハラール認証団体が存在しますが、ムソーは下記7団体の認証した商品を採用いたします。
認証団体：JAKIM（マレーシア）、MUI（インドネシア）、MUIS（シンガポール）、CICOT（タイ）、IFANCA（アメリカ）、
NPO法人日本ハラール協会、NPO法人日本アジア・ハラール協会

ムソー・ムスリムフレンドリー商品
　ハラール認証を取得していませんが、下記条件を全て満たしているものを「ムソー・ムスリムフレンドリー商品」と称し
て採用します。

ハラール認証を取得し、尚且つムソー・ムスリムフレンドリー商品の基準に該当
する場合、「ムソー・プレミアムハラール食品」と称して最も推奨する商品と
いたします。

取扱商品については、ムソー・ハラール管理者および商品部にて検討し、販売
商品を決定します。

取扱基準については、適時見直しを行います。

※ハラームな食品　クルアーンに基づき、不浄なものや毒物・健康に害のあるもの・泥酔性のあるもの・ハラールに屠蓄されていない動物・人体的なものが含まれたもの・
不浄なものに触れた器具を用いて製造されたもの等。

ムソー・ハラール事業の概要

2 ムソー商品取扱い基準 （ムスリム向け商品版）

❶豚・アルコール及びそれらを含む原材料不使用。
❷❶に該当した場合でも一部原料については下記条件で採用します。
●砂糖及び糖類は、ろ過助剤の種類に係わらず採用する。
●酵母エキスは、アルコール発酵を起こさない酵母（パン酵母、トル
ラ酵母等）を使用している場合のみ採用する。（酢については、醸
造工程においてハラームな食品※に該当するため不採用）

❸不必要な添加物を使用しない。
❹遺伝子組換え原料不使用。

❺衛生的な環境で製造されていること。
❻トレーサビリティが可能。
❼放射性物質を確認すること。
●自主基準に沿って、放射性核種（セシウム-134・セシウム-137）
を確認します。
※放射性物質測定基準は随時見直しを行い環境状況に対応してまいります。
※詳しくは、ムソーホームページ（www.muso.co.jp）より「放射能物質検査の取り組みにつ
いて」をご参照ください。
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うるち米（国産山田錦）、米油、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。

山田錦せんべい箱入･塩
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30011

うるち米（国産山田錦）、米油、干海老、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。
国産の海老を使った海老サラダ味です。 

山田錦せんべい箱入･海老
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30012
えび

うるち米（国産山田錦）、米油、干海老、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。
素朴なサラダ味と海老サラダ味の詰め合わせで
す。

山田錦せんべい箱入･詰合せ
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30013
えび

餅米（岡山県産）、ごま（ミャンマー産等）、干海老（瀬戸内
海産）、青のり（瀬戸内海産）、食塩

国産もち米使用、３つの味（エビ・青のり・胡麻）の
おかきをミックスしました。食塩のみで、シンプル
な味に仕上げています。

ハラール・香味三種おかき袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30007
えび

餅米（岡山県産）、砂糖、赤米（岡山県産）、食塩

国産のもち米を使った生地に赤米を練り込み、ほ
んのり甘く仕上げました。

ハラール・赤米かん餅袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30008

餅米（国内産）、黒大豆（北海道産）、食塩

国産もち米を使った生地に、北海道産黒大豆を
練り込みました。食塩のみで、シンプルな味に仕
上げています。

ハラール・豆入りかん餅袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30009
大豆

もち玄米（岡山県産）、食塩（伊豆大島産）

国産のもち玄米と食塩のみでシンプルに仕上げ
ました。

ハラール・玄米塩おかき袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30010
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21853 ＡＵＧＡ　ＯＧキャロットスープ 50
21852 ＡＵＧＡ　ＯＧトマトスープ 50
21855 ＡＵＧＡ　ＯＧマッシュルームスープ 51
21854 ＡＵＧＡ　ＯＧミネストローネ 51
53578 Ｃ−バランス 115
63495ＥＭ液体洗濯せっけん 127
63496ＥＭ液体洗濯せっけん・詰替 127
63497ＥＭ食器洗い液体せっけん 126
63498ＥＭ食器洗い液体せっけん・詰替 127
63493ＥＭ石けん・浴用 125
63561ＥＭせっけんシャンプー 126
63563ＥＭせっけんシャンプー専用リンス 126
63564ＥＭせっけんシャンプー専用リンス・詰替 126
63562ＥＭせっけんシャンプー・詰替 126
63571ＥＭせっけんハミガキ 126
63492ＥＭ台所用石けん 126
63565ＥＭボディソープ 126
63566ＥＭボディソープ・詰替 126
33538 OKOMECUIT（おこめケット）黒ごま 108
33537 OKOMECUIT（おこめケット）プレーン 108
64265 オーガニックＵＶミルク 130
64096 ＵＶリクイドファンデーション・アーモンド 120
64094 ＵＶリクイドファンデーション・ピンク 120
64095 ＵＶリクイドファンデーション・ベージュ 120
64563ＺＳ−２５００・カートリッジ 139
21688３色の蒸しキヌア 62
22217 国内産５種の海藻サラダ 42
32797 ７大アレルゲン原料を使わない米粉のおやつ 86

10274 有機青じそノンオイルドレッシング 17
41577 青汁豆ジャン 79
10053 有機赤だし 3
20970 赤だし味噌汁 50
32856 赤ちゃんせんべい 83
41398 有機赤ちゃん番茶〈Ｔ．Ｂ〉 70
10477 有機アガベ・シロップゴールド 11
33243 有機アガベチョコレートダーク 110
33343 有機アガベチョコレート・ダークカカオ１００％ 110
33244 有機アガベチョコレート・ホワイト 110
64468 アクアセンチュリースマート 138
64459 アクアセンチュリースマート・カートリッジ 139
64473 アクアセンチュリープラス 138
64474 アクアセンチュリープラス・カートリッジ 139
64896 アクアセンチュリーポット・カートリッジ 139
64889 アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ 139
64895 アクアセンチュリーレインボー・カートリッジ 139
64923 アクアホーム・カートリッジ〈コーラルサンド入〉138
64871 アクアホーム・専用水栓型 138
64897 アクアホーム・複合水栓型 138
10401 赤穂の天塩〈粗塩〉 9
12018 浅漬けの素 58
21736 朝堀たけのこ・水煮ブロック 63
22401 味自慢出雲おでん（８種８個） 59
22396 国産・味付ざーさい 68
22395 味付けメンマ 68
10101 味の母 7

10102 味の母 7
20843 国内産有機・小豆 34
20848 国内産特別栽培・小豆 34
21729 小豆かぼちゃ　 63
41547 国産有機小豆茶ＴＢ 71
32749 あずきなクラッカー 85
21722 小豆の水煮 63
33486 オーガニックあずき美人茶 79
21692 有機あずき水煮 63
10629 圧搾一番しぼり 胡麻油 12
10630 圧搾一番しぼり 胡麻油 12
10372 あっさり醤油味の寄せ鍋スープ 26
43407 有機アップル・キャロット 76
33333 アップルグミ 98
42912 オーガニックアップルサイダー＋レモン 77
10107 有機アップルビネガー 6
20720 あづまの国の地粉 30
22349 炙りいか輪切り 59
10710 天塩こしょう 21
22243 奄美もずく・塩蔵 43
21303 宮崎県産甘らっきょう 58
20781 国内産あらいごま・黒 35
20873 有機あらいごま・黒 35
20782 国内産あらいごま・白 34
20872 有機あらいごま・白 35
33096 荒挽きえびせん 87
22209 伊勢志摩産・あらめ 41
21034 淡路島の手延べうどん 45
21033 淡路島手延べそうめん　うずしおの華 45
63711 泡ハンドソープ・詰替 119
63710 泡ハンドソープ・ポンプ式 119
33022 アーモンドキャラメル 92
70676 アーモンドクリーム 28
32880 アーモンドじゃこ 98

22359 いか丸やき 58
33369 磯辺巻 90
10561 国産いちごのジャム 27
21282 いぶりがっこ 58
32823 芋けんぴ 89
33676 純国産芋けんぴ 102
10634 煎らずに搾った 胡麻油 12
10635 煎らずに搾った 胡麻油 13
33169 煎り黒豆 106
20881 いりごま〈金胡麻〉 36
20783 国内産いりごま・黒 35
20875 有機いりごま・黒 36
20784 国内産いりごま・白 35
20874 有機いりごま・白 35
22407 いわしの白焼き風 60
22300 岩のり入り　のり佃煮 56
10627 インカグリーンナッツインカインチオイル 13
41482 オーガニックインスタント珈琲 73
41497 オーガニックインスタント珈琲・使い切りタイプ 73
41495 オーガニックインスタント珈琲・詰替用 73

10218 有機ウスターソース 14

10202 ウスターソース 14
21840 うずらの玉子・水煮 64
63073 ウッディーフローラルソープ 123
22185 旨しお海苔　プレミアム 43
10733 旨味本来・からしチューブ 19
10734 旨味本来・生おろししょうがチューブ 19
10732 旨味本来・生おろしわさびチューブ 19
10420 海の精・あらしお 8
10417 海の精・あらしお 8
10421 海の精・あらしお 8
10416 海の精・あらしお 8
10422 海の精・あらしお 8
10493 海の精・あらしおドライ 7
10427 海の精・ほししお 8
10425 海の精・やきしお〈ビン入〉 8
10428 海の精・やきしお〈スタンドパック〉 8
10426 海の精・やきしお〈詰替用〉 8
53567 梅エキス 〈梅炫〉 114
53568 梅エキス 〈梅炫〉 114
53938 梅エキス粒 〈梅炫〉 113
53939 梅エキス粒 〈梅炫〉 113
53940 梅エキス粒 〈梅炫〉 113
32807 梅塩あめ 92
10268 有機うめしょうゆノンオイルドレッシング 17
10772 有機・梅酢〈赤〉 7
10151 国内産・梅酢〈赤〉 7
10773 有機・梅酢〈白〉 7
10152 国内産・梅酢〈白〉 7
28103 梅びしお・チューブ入 57
53500 梅醤エキス 110
53683 有機梅醤陽寿 111
21200 有機・梅干 56
53694 梅ぼし墨（くろ）焼き 113
53574 梅ぼしさん・国産しそ梅干し100％ 114
53681 有機梅干番茶・スティック 111
53521 有機梅干番茶・スティック 111
21820 有機うらごしかぼちゃ 63
43435 国産温州みかん１００ 77
53700 有機雲南田七人参・顆粒 114
53742 有機雲南田七人参・粒 114

64891 エアフォレストＺＦ−２０００用ＨＥＰＡフィルター 140
64892 エアフォレストＺＦ−２０００用マルチパワーカーボンフィルター 140
32903 英字ビスケット 84
10647 オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle） 13
10651 オーガニックエクストラバージンオリーブオイル（Olivalle） 13
10628 オーガニックエキストラバージンオリーブ油 13
10480 エキストラバージン羅漢果 12
21103 液体ソース焼そば 49
10895 えごま油(低温圧搾) 13
32859 えび小判 97
33337 えびスナック 97
32835 えびせんべいノンフライ 87
32792 えびまるせん 87
64183 エマルジョンクリーム〈クリーム〉 116
53583 エルカルシウム・粒 115
53535 エルカルシウム・顆粒 115
21058 エルボパスタ〈北海道産小麦粉〉 44

英数字

あ

い

う

え

「有機 または 有機栽培」 …………………… 例：有機アップルビネガー ➡ アップルビネガー ➡ 「あ」
「オーガニック」 ……………………………… 例：オーガニックスパゲッティー ➡ スパゲッティー ➡ 「す」
「国内産 または ＊＊＊産」 ………………… 例：国内産・菜たね油 ➡ 菜たね油 ➡ 「な」
「産地直送」 …………………………………… 例：産地直送・焼きのり ➡ 焼のり ➡ 「や」
「＊＊＊（不）使用」 …………………………… 例：国内産大豆使用・きな粉 ➡ きな粉 ➡ 「き」

商品名索引例　商品名の頭に下記の言葉がついている商品は、例をご参照ください。

商 品 索 引 英数字
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醤油

味噌

酢

発酵調味料

食塩

糖類

食用油

ソース・ケチャップ

マヨネーズ

ドレッシング

カレー・シチュー

香辛料

加工調味料

ペースト
ジャム・

スプレッド・蜂蜜
粉類

雑穀

シリアル

加工乾物

農産乾物

海産乾物

海草・海草乾物

パスタ・マカロニ

乾麺・半生麺

植物タンパク

インスタント麺

みそ汁・スープ

ふりかけ・混ぜご飯

餅・加工米飯

煮豆・佃煮

梅干・漬物
水産　

缶・瓶詰、レトルト
農産　

缶・瓶詰、レトルト
植物タンパク　

缶・瓶詰、レトルト
その他　

缶・瓶詰、レトルト
こんにゃく、
ところてん

日本茶・健康茶
紅茶・

ハーブティー
コーヒー・

ココア・その他
水

お茶・紅茶

野菜系飲料

果汁系飲料

炭酸飲料

豆乳飲料

その他飲料

ムソーのお菓子

むそう商事のお菓子

サンコーのお菓子

その他のお菓子

正食品

植物性健康食品

動物性健康食品
ミネラル・

ビタミン健食
酵素健康食品

リマナチュラル商品

ボタニカノン商品

化粧品

シャボン玉石けん

ヘアケア雑貨

歯磨き

その他日用雑貨

日用雑貨・器具類

鍋・部品

ゼンケン商品

書籍

米

ハラール関連商品

うるち米（国産山田錦）、米油、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。

山田錦せんべい箱入･塩
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30011

うるち米（国産山田錦）、米油、干海老、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。
国産の海老を使った海老サラダ味です。 

山田錦せんべい箱入･海老
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30012
えび

うるち米（国産山田錦）、米油、干海老、塩、昆布、鰹節

幻の酒造好適米「山田錦」を１００％使用し、添加
物を使わず体にやさしいお煎餅に仕上げました。
素朴なサラダ味と海老サラダ味の詰め合わせで
す。

山田錦せんべい箱入･詰合せ
アリモト

●容量：３０枚　●入数：12
●商品サイズ：270×200×55㎜
●商品重量：230g　●賞：120日

¥800（¥864）30013
えび

餅米（岡山県産）、ごま（ミャンマー産等）、干海老（瀬戸内
海産）、青のり（瀬戸内海産）、食塩

国産もち米使用、３つの味（エビ・青のり・胡麻）の
おかきをミックスしました。食塩のみで、シンプル
な味に仕上げています。

ハラール・香味三種おかき袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30007
えび

餅米（岡山県産）、砂糖、赤米（岡山県産）、食塩

国産のもち米を使った生地に赤米を練り込み、ほ
んのり甘く仕上げました。

ハラール・赤米かん餅袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30008

餅米（国内産）、黒大豆（北海道産）、食塩

国産もち米を使った生地に、北海道産黒大豆を
練り込みました。食塩のみで、シンプルな味に仕
上げています。

ハラール・豆入りかん餅袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30009
大豆

もち玄米（岡山県産）、食塩（伊豆大島産）

国産のもち玄米と食塩のみでシンプルに仕上げ
ました。

ハラール・玄米塩おかき袋入
アリモト

●容量：５０ｇ　●入数：15
●商品サイズ：165×170×60㎜
●商品重量：60g　●賞：5ヵ月

¥320（¥345）30010
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21894 玄米とかぼちゃのポタージュ 51
21897 玄米とごぼうのポタージュ 51
21895 玄米とにんじんのポタージュ 51
21869 玄米トマトリゾット 54
32917 玄米パフのクランチチョコ 93
33346 有機玄米プラス･キヌア＆チアシード 99
33345 有機玄米プラス･黒胡麻 99
33347 有機玄米プラス･めかぶ 100
20804 有機玄米フレーク・プレーン 36
20806 有機玄米フレーク・フロスト 36
10770 国産有機・玄米味噌 3
21803 玄米もち・よもぎ〈特別栽培米使用〉 53
21802 玄米もち〈特別栽培米使用〉 53
21132 玄米ラーメン・ごましょうゆ味 50

12017 麹屋甚平・浅漬の素 58
22004 麹屋甚平・熟成ぬか床 58
22008 麹屋甚平・熟成ぬか床〈容器入〉 58
22009 麹屋甚平・補充用熟成ぬか 58
10702 香辛料〈一味〉 19
10709 香辛料〈黒コショー荒挽〉 20
10700 香辛料〈山椒〉 19
10701 香辛料〈七味〉 19
10705 香辛料〈白コショー〉 20
10731 香辛料〈すじ青のり〉 20
10699 香辛料〈ゆず七味〉 19
10704 香辛料〈洋からし〉 20
10703 香辛料〈わさび〉 20
10698 香辛料〈和七味〉 19
22284 小女子佃煮 56
65106 高反発キュービックボディークッション 143
65105 高反発キュービックボディー枕 143
64539 高反発マットキュービックボディ･シングル 142
64581 高反発マットキュービックボディ･シングル白色 143
64540 高反発マットキュービックボディ･セミダブル 142
64584 高反発マットキュービックボディ･セミダブル白色 143
64541 高反発マットキュービックボディ・ダブル 143
64586 高反発マットキュービックボディ･ダブル白色 143
21277 香味食菜・福神漬 57
21733 高野山金ごまとうふ 69
21734 高野山ゴマ豆腐 69
21732 高野山ごまとうふ・黒 69
21731 高野山ごまとうふ・白 68
32916 国産たまねぎのあられ 91
10187 国産有機･旨しぼり醤油 2
10369 コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ 26
10557 コクと香りのカレールゥ･まろやか中辛 17
32846 こぐまのビスケット 97
20956 有機穀物で作った天然酵母・ゆうきぱんこうぼ 32
32806 ココアプチクッキー 96
43398 オーガニックココナッツウォ−ター 79
21848 オーガニックココナッツクリーム 64
10505 オーガニックココヤシシュガー 11
32750 小魚スナック 87
32908 小魚せんべいノンフライ 87
21030 古式手延・稲庭うどん 45
10735 コチュジャン 21
33051 小粒水ようかん 95
63504 こどもせっけんハミガキ 128
10889 こどものためのレトルトカレー 67
10891 こどものためのレトルトコーンシチュー 67
10890 こどものためのレトルトハヤシ 67
63467 粉石けんスノール・紙袋 127
32752 ごぼうスナック 88
41445 有機ごぼう茶 71
33048 ごま入り味付いりこ 91
22282 胡麻昆布佃煮 56
33385 胡麻ゴーフレット 86
21306 有機ごま塩 52

10804 ごま鍋の素 24
21113 ごまらーめん 48
20905 国内産有機小麦粉・強力粉 29
20906 国内産有機小麦粉・全粒粉 29
20904 国内産有機小麦粉・薄力粉 29
20901 オーガニック小麦粉・強力粉 29
20714 オーガニック小麦粉・薄力粉 29
33738 国産小麦のベルギーワッフル ココア 107
33737 国産小麦のベルギーワッフル バター 107
81711 小結しらたき 69
33665 米粉入りお魚チップスオニオン 101
33664 米粉入りお魚チップスかぼちゃ 101
33666 米粉入りお魚チップスほうれん草 101
10082 国内産米こうじ・玄米 4
10081 国内産米こうじ・白米 4
33063 米粉クッキー 86
64051 米ぬか酵素洗顔クレンジング 124
64052 米ぬか酵素洗顔クレンジング・詰替 124
64053 米ぬか酵素ボディウォッシュ 124
64054 米ぬか酵素ボディウォッシュ・詰替 124
64050 米ぬかスキンケアローション 124
64049 米ぬか美容オイル 124
22206 三重県産・米ひじき 42
33053 こんにゃくソフト･梅しそ味 91
33052 こんにゃくソフト･しょうゆ味 91
41484 オーガニック珈琲・浅煎り 72
33032 珈琲キャラメル 92
33144 珈琲ゼリー・香ばしい深味焙煎 105
33724 有機コーヒーのカシューナッツコロン 98
33363 コーヒーバウムクーヘン 93
41485 オーガニック珈琲・深煎り 72
41524 珈琲リム・粉 73
53609 コーボン・うめ 116
53612 コーボンマーベル 116
64055 ゴーヤ濃縮海水スキンケアローション 124
20803 オーガニックコーンフレーク・プレーン 36
20805 オーガニックコーンフレーク・フロスト 36

22186 佐賀一番摘み　焼のり 43
22371 境港産いわし日和･生姜風味2尾 61
32796 さくさくポンせん　さつまいも 83
32766 さくふわせんべい･紫いも味 83
21027 桜うどん 45
22247 桜えび〈無着色〉 41
20815 雑穀ブレンド 34
33753 純国産さつま芋ちっぷ 103
53676 さといも粉・徳用 112
53686 さといも粉〈箱〉さらし付 112
10456 有機　砂糖 10
21648 サラダでおいしい切干大根 40
43384 国産有機さらつや美人番茶 74
10430 三温糖 10
10470 鹿児島県産三温糖 10
22189 酸処理していない味付のり 43
22187 酸処理していない旨しお海苔 43
22188 酸処理していない焼のり 42
63500 酸素系漂白剤 127
53649 蚕虫華草〈新冬虫夏草〉 115
64169 サンプロテクタークリーム 117

63515 シアバター洗顔せっけん 128
11640 大分産椎茸大粒どんこ 40
11642 大分産椎茸こうしん 40
11641 大分産椎茸小粒どんこ 40
22283 椎茸昆布佃煮 56
33770 純国産塩あめ 104
33768 純国産塩けんぴ 103
10074 国産有機玄米使用・塩麹 4

22294 塩吹昆布 52
21098 しおらーめん 48
10782 塩レモン鍋の素 25
10382 直火焙煎カレールゥ・甘口 17
10378 直火焙煎カレールゥ・辛口 18
10377 直火焙煎カレールゥ・中辛 18
10360 直火焙煎クリームシチュールゥ 18
10539 直火焙煎ハヤシ＆シチュールゥ 18
10708 軸付タカノ爪・さやとうがらし 19
64352 自然葉シャンプー 129
21307 しその粉・ふりかけ 52
21382 しそわかめふりかけ・根昆布入り 52
20788 有機しっとりすりごま・黒 36
20787 有機しっとりすりごま・白 35
63070 シトラスアロマシャンプー 123
63079 シトラスアロマシャンプー・詰替 123
63074 シトラスハーブモイストソープ 124
63072 シトラスハーブボディソープ 123
63081 シトラスハーブボディソープ・詰替 123
21325 地鶏めしの素 53
10540 有機シナモンココナッツシュガー 11
21367 自然薯鉄火みそ〈袋〉 112
21273 国産・しば漬 57
22324「島っこ」生のり佃煮 56
53515 釈迦蓮根 113
33387 じゃこ納豆 91
64298 重曹 131
64290 重曹 131
64299 重曹 131
64295 重曹（ボトル入） 131
21018 国内産・十割そば 44
21097 十穀らーめん・しお味 〈ノンフライ〉 48
21096 十穀らーめん・しょうゆ味 〈ノンフライ〉 48
10244 旬菜健美・胡麻ドレッシング 16
20936 純白玉粉･秋田県産もち米100％ 30
10175 純正淡口しょうゆ 1
10179 純正淡口しょうゆ 1
10906 純正濃口しょうゆ 1
10007 純正こいくち醤油 2
10173 純正濃口しょうゆ 1
10006 純正こいくち醤油 2
10003 有機純正醤油・紙パック 2
10596 純正なたねサラダ油 12
10595 純正なたねサラダ油 12
21100 純正ラーメン 47
43494 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43486 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43487 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43445 旬の実りをしぼった国産有機トマトジュース・無塩 75
10117 有機純米酢 4
10137 純米富士酢 5
10818 純米富士酢 4
10131 純米富士酢 4
10118 純米富士酢 5
10128 純りんご酢 6
53690 国産生姜入り梅干番茶・スティック 111
53684 生姜・番茶入り梅醤 111
53688 生姜粉末〈箱〉 112
53680 生姜粉末〈箱〉徳用 112
53678 有機生姜末・アルミパック 112
53677 有機生姜末・ビン入 112
32659 有機生姜使用・しょうが湯 81
32660 有機生姜使用・しょうが湯・箱入り 81
20934 特別栽培米あやひめ使用・上新粉 30
64467 浄水シャワーピュアストリーム・カートリッジ 139
64472 浄水シャワーピュアストリーム２・3共通カートリッジ 139
64487 浄水シャワー・ピュアストリーム３ 138
10646 小豆島手摘みオリーブオイル 13
10181 有機しょうゆ・濃口 1
21112 しょうゆらーめん 47
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64929 遠赤暖房器アーバンホットスリム 141

53524 オイスターＦゴールド 115
22408 オイスターオリーブオイル漬け 60
10195 オイスターソース 16
22339 オイルサーディン 60
41779 大麦甘酒 80
20920 国産有機・お菓子をつくるお米の粉 30
22321 おかずいりこ 41
33336 おから入り揚げあられ 97
32827 おから堅揚・しお 89
10485 沖縄の海水塩青い海 9
10406 沖縄の塩　シママース 9
65109 置楽立ち上がり手すり　 143
85024 奥出雲・生蕎麦 44
33303 有機小倉あん 108
33030 小倉ようかん 94
33043 有機小豆使用小倉ようかん 110
10214 お好みソース 15
10852 お好みソース関西風・チューブ 15
32409 おこめせん･にんじん&かぼちゃ味 90
32764 お米でつくったパフスナック･ソース味 88
32793 おこめのすなっく　しお味 89
20921 お米のホットケーキミックス 32
20909 お米を使ったお好み焼き粉 32
20908 お米を使った天ぷら粉 32
33668 お魚チップス・あおさ 101
33669 お魚チップス・甘えび 101
33667 お魚チップス・プレーン 101
33758 お魚チップス・のどぐろ入り 101
20811 押麦〈国内産〉 33
33340 おしゃぶりこんぶ 91
21600 おつゆふ 38
22344 大人の蒲焼 60
22250 御のり（板のり） 42
33367 おやつカステラ 94
63071 オリエンタルアロマリンス 123
63080 オリエンタルアロマリンス・詰替 123
70690 オーガニックピーナッツバター･塩クランチ 28
70691 オーガニックピーナッツバター･スムース 28
43426 オーガニックぶどうジュース 76
70692 オーガニックフムス（ひよこ豆ペースト） 28
33786 オーガニックボールクッキー・黒胡麻 107
33787 オーガニックボールクッキー・ココナッツ 107
33785 オーガニックボールクッキー・無双番茶 107
20802 北海道産・オートミール 33

21380 海鮮ふりかけ・小魚入り 52
10932 海鮮寄せ鍋つゆ 25
32751 海藻スナック 87
32645 かき氷シロップ・いちご 81
32646 かき氷シロップ・ぶどう 81
41460 柿茶 〈Ｔ．Ｂ〉 71
33662 柿の種 106
33058 柿ピー 90
43406 有機・果実と野菜のジュース 77
10376 果実と野菜の本格カレーペースト 17
10265 果実の恵みドレッシング 17
32825 国産果汁のみかんゼリー 95
32802 国産果汁のりんごゼリー 95
33567 カシューナッツコロン 98
20932 国内産有機片栗粉 30
20929 北海道産・片栗粉 30
10327 かつお削り節パック 40
33334 カップケーキ 93
64416 蚊取りせんこうmoneもね 132
41483 有機カフェインレスコーヒー（デカフェ） 73
33028 かぼちゃサブレ 85

41532 カメリアティー（箱入） 71
63605 カメリアビューティーソープ 119
20927 有機小麦粉使用・からあげ粉 32
20900 カラダキレイ国産十六雑穀米 34
33194 ガリバルジーアップル 106
33191 ガリバルジーレーズン 106
32819 カリポテスナック 88
32661 有機生姜使用・かりんしょうが湯 81
33050 カルシウムウエハース３００ 86
33037 カル鉄スティック・ココア味 85
10806 カレー鍋の素 25
10870 カレーパウダー 21
20808 皮去りほうじはとむぎ 34
10902 頑固・淡口醤油 1
10901 頑固“本生”濃口醤油 1
10170 頑固“本生”濃口醤油 1
21527 完熟トマトソース野菜大豆ボール 65
81709 乾燥糸こんにゃく・ぷるんぷあん 70
10077 乾燥玄米こうじ・国産有機米使用 4
10076 乾燥米こうじ・国産有機米使用 4
81719 乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり 69
22194 天然伊勢志摩・乾燥わかめ 42
10966 カンタン八芳酢 5
32744 寒天ゼリー・コーヒー味 94
21628 かんぴょう 40

21629 九州産きくらげ 40
22214 きざみだしこんぶ 41
22252 三重県伊勢湾産・きざみ焼のり 42
21242 紀州南高　はちみつ梅 57
64410 菊花せんこう・角型ミニサイズ 132
64411 菊花せんこう・長時間用 132
64422 菊花の防虫スプレー 132
20939 国内産有機きな粉 31
20924 国内産大豆使用きな粉 31
32901 きな粉ウエハース 86
33526 きな粉黒みつ寒天 109
10664 絹こし胡麻〈黒〉 27
10661 絹こし胡麻〈白〉 27
53703 機能性表示食品　青い瞳〈ＢＬＵＥ　ＥＹＥＳ〉114
10400 キパワーソルト 9
10396 キパワーソルト・容器入 9
10808 キムチ鍋の素 25
32733 牛乳かりんとう 89
21284 国産・きゅうり諸味漬 58
64571 共通Ａカートリッジ 139
10370 京風だしの素うすいろ 23
10276 金ごまドレッシング 16
10680 有機金ごまペースト 27
53523 ギンコロイドＦ 115
21704 有機金時煮豆 56
21707 有機金時豆 61
21724 金時豆の水煮 63
21792 有機キーマカレー・中辛 68

64894 空気清浄機エアフォレスト５層タイプ 140
64893 空気清浄機エアフォレスト６層タイプ 139
64291 クエン酸 131
64316 クエン酸 131
64300 クエン酸 131
64296 クエン酸（ボトル入） 131
21642 国内産・くずきり 39
64409 くすの木しょうのう 132
64835 くすの木せんこう 132
32767 くだものと野菜のスティックゼリー 95
63601 口紅・ヌードカラー・サーモンベリー 121
63600 口紅・ヌードカラー・ピクシー 121
63602 口紅・ヌードカラー・モカ 121

33190 グラノーラ 37
33403 グラノーラ 37
33615 オーガニックグラノーラ・チョコ 36
33614 オーガニックグラノーラ・ハニー 36
33616 オーガニックグラノーラ・ベリー 37
33407 栗しぐれ 94
64587 クリスタル２１ＤＸ・カートリッジ 139
64887 クリスタル２１ＳＤＸ・カートリッジ 139
32914 クリームサンドクラッカー メープル風味 85
33439 有機グリーンピースチップス 82
53576 グルコサミン粒 116
21504 グルテンバーガー 64
21501 グルテンミート 64
21606 北海道産全粒小麦粉使用くるまふ 38
21612 車麩 38
33064 くるみ餅 94
64179 クレンジングジェル〈メイク落とし〉 116
64180 クレンジングフォーム〈洗顔料〉 116
32737 黒ごまかりん糖 89
70688 黒ゴマクリーム 28
32653 黒ごま煎餅・特別栽培米あやひめ使用 80
10679 有機黒ごまペースト 26
32886 黒酢の飴 92
21689 有機黒煮豆 56
33376 黒棒 86
20844 国内産有機・黒豆 34
21723 黒豆の水煮 63
33555 黒蜜カステラ 98
33576 黒蜜どら焼 99

63066 月桃ミルクローション 122
63077 月桃ミルクローション・詰替 122
63971 月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#1 134
63972 月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#2 134
63975 月齢伐採ヒノキのまな板角丸L 134
63974 月齢伐採ヒノキのまな板角丸M 134
63973 月齢伐採ヒノキのまな板角丸S 134
10180 減塩醤油 2
53503 有機・玄心 111
53689 玄心スープ〈箱〉 111
33241 玄麦乾パン 107
21806 有機・玄米小豆粥 54
41755 玄米こうじ甘酒 79
41770 有機玄米甘酒・とろとろ玄米 80
41756 玄米あま酒〈有機米使用〉 79
21818 玄米いかごはん 55
21808 玄米いも粥 54
32720 玄米おこし 90
20941 玄米お好み焼粉 32
21807 玄米かぼちゃ粥 54
21805 有機・玄米粥 54
21868 玄米カレーリゾット 54
33198 玄米グラノーラ 37
33404 玄米グラノーラ 37
21810 玄米クリーム 54
21754 有機・玄米クリーム 54
20798 有機玄米粉 31
33380 玄米粉入り蒸しパン 94
33264 玄米このは・うす塩味 100
33265 玄米このは・しょうゆ味 100
33266 玄米このは・プレーン 100
10121 有機・玄米酢 5
33119 有機玄米セラピー・うす塩味 99
33107 有機玄米セラピー・黒胡麻 99
33108 有機玄米セラピー・白胡麻 99
33121 有機玄米セラピー・素焼き 99
33120 有機玄米セラピー・たまり醤油味 99
32651 玄米煎餅・特別栽培米あやひめ使用 80
21890 玄米豆乳リゾット 55
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21894 玄米とかぼちゃのポタージュ 51
21897 玄米とごぼうのポタージュ 51
21895 玄米とにんじんのポタージュ 51
21869 玄米トマトリゾット 54
32917 玄米パフのクランチチョコ 93
33346 有機玄米プラス･キヌア＆チアシード 99
33345 有機玄米プラス･黒胡麻 99
33347 有機玄米プラス･めかぶ 100
20804 有機玄米フレーク・プレーン 36
20806 有機玄米フレーク・フロスト 36
10770 国産有機・玄米味噌 3
21803 玄米もち・よもぎ〈特別栽培米使用〉 53
21802 玄米もち〈特別栽培米使用〉 53
21132 玄米ラーメン・ごましょうゆ味 50

12017 麹屋甚平・浅漬の素 58
22004 麹屋甚平・熟成ぬか床 58
22008 麹屋甚平・熟成ぬか床〈容器入〉 58
22009 麹屋甚平・補充用熟成ぬか 58
10702 香辛料〈一味〉 19
10709 香辛料〈黒コショー荒挽〉 20
10700 香辛料〈山椒〉 19
10701 香辛料〈七味〉 19
10705 香辛料〈白コショー〉 20
10731 香辛料〈すじ青のり〉 20
10699 香辛料〈ゆず七味〉 19
10704 香辛料〈洋からし〉 20
10703 香辛料〈わさび〉 20
10698 香辛料〈和七味〉 19
22284 小女子佃煮 56
65106 高反発キュービックボディークッション 143
65105 高反発キュービックボディー枕 143
64539 高反発マットキュービックボディ･シングル 142
64581 高反発マットキュービックボディ･シングル白色 143
64540 高反発マットキュービックボディ･セミダブル 142
64584 高反発マットキュービックボディ･セミダブル白色 143
64541 高反発マットキュービックボディ・ダブル 143
64586 高反発マットキュービックボディ･ダブル白色 143
21277 香味食菜・福神漬 57
21733 高野山金ごまとうふ 69
21734 高野山ゴマ豆腐 69
21732 高野山ごまとうふ・黒 69
21731 高野山ごまとうふ・白 68
32916 国産たまねぎのあられ 91
10187 国産有機･旨しぼり醤油 2
10369 コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ 26
10557 コクと香りのカレールゥ･まろやか中辛 17
32846 こぐまのビスケット 97
20956 有機穀物で作った天然酵母・ゆうきぱんこうぼ 32
32806 ココアプチクッキー 96
43398 オーガニックココナッツウォ−ター 79
21848 オーガニックココナッツクリーム 64
10505 オーガニックココヤシシュガー 11
32750 小魚スナック 87
32908 小魚せんべいノンフライ 87
21030 古式手延・稲庭うどん 45
10735 コチュジャン 21
33051 小粒水ようかん 95
63504 こどもせっけんハミガキ 128
10889 こどものためのレトルトカレー 67
10891 こどものためのレトルトコーンシチュー 67
10890 こどものためのレトルトハヤシ 67
63467 粉石けんスノール・紙袋 127
32752 ごぼうスナック 88
41445 有機ごぼう茶 71
33048 ごま入り味付いりこ 91
22282 胡麻昆布佃煮 56
33385 胡麻ゴーフレット 86
21306 有機ごま塩 52

10804 ごま鍋の素 24
21113 ごまらーめん 48
20905 国内産有機小麦粉・強力粉 29
20906 国内産有機小麦粉・全粒粉 29
20904 国内産有機小麦粉・薄力粉 29
20901 オーガニック小麦粉・強力粉 29
20714 オーガニック小麦粉・薄力粉 29
33738 国産小麦のベルギーワッフル ココア 107
33737 国産小麦のベルギーワッフル バター 107
81711 小結しらたき 69
33665 米粉入りお魚チップスオニオン 101
33664 米粉入りお魚チップスかぼちゃ 101
33666 米粉入りお魚チップスほうれん草 101
10082 国内産米こうじ・玄米 4
10081 国内産米こうじ・白米 4
33063 米粉クッキー 86
64051 米ぬか酵素洗顔クレンジング 124
64052 米ぬか酵素洗顔クレンジング・詰替 124
64053 米ぬか酵素ボディウォッシュ 124
64054 米ぬか酵素ボディウォッシュ・詰替 124
64050 米ぬかスキンケアローション 124
64049 米ぬか美容オイル 124
22206 三重県産・米ひじき 42
33053 こんにゃくソフト･梅しそ味 91
33052 こんにゃくソフト･しょうゆ味 91
41484 オーガニック珈琲・浅煎り 72
33032 珈琲キャラメル 92
33144 珈琲ゼリー・香ばしい深味焙煎 105
33724 有機コーヒーのカシューナッツコロン 98
33363 コーヒーバウムクーヘン 93
41485 オーガニック珈琲・深煎り 72
41524 珈琲リム・粉 73
53609 コーボン・うめ 116
53612 コーボンマーベル 116
64055 ゴーヤ濃縮海水スキンケアローション 124
20803 オーガニックコーンフレーク・プレーン 36
20805 オーガニックコーンフレーク・フロスト 36

22186 佐賀一番摘み　焼のり 43
22371 境港産いわし日和･生姜風味2尾 61
32796 さくさくポンせん　さつまいも 83
32766 さくふわせんべい･紫いも味 83
21027 桜うどん 45
22247 桜えび〈無着色〉 41
20815 雑穀ブレンド 34
33753 純国産さつま芋ちっぷ 103
53676 さといも粉・徳用 112
53686 さといも粉〈箱〉さらし付 112
10456 有機　砂糖 10
21648 サラダでおいしい切干大根 40
43384 国産有機さらつや美人番茶 74
10430 三温糖 10
10470 鹿児島県産三温糖 10
22189 酸処理していない味付のり 43
22187 酸処理していない旨しお海苔 43
22188 酸処理していない焼のり 42
63500 酸素系漂白剤 127
53649 蚕虫華草〈新冬虫夏草〉 115
64169 サンプロテクタークリーム 117

63515 シアバター洗顔せっけん 128
11640 大分産椎茸大粒どんこ 40
11642 大分産椎茸こうしん 40
11641 大分産椎茸小粒どんこ 40
22283 椎茸昆布佃煮 56
33770 純国産塩あめ 104
33768 純国産塩けんぴ 103
10074 国産有機玄米使用・塩麹 4

22294 塩吹昆布 52
21098 しおらーめん 48
10782 塩レモン鍋の素 25
10382 直火焙煎カレールゥ・甘口 17
10378 直火焙煎カレールゥ・辛口 18
10377 直火焙煎カレールゥ・中辛 18
10360 直火焙煎クリームシチュールゥ 18
10539 直火焙煎ハヤシ＆シチュールゥ 18
10708 軸付タカノ爪・さやとうがらし 19
64352 自然葉シャンプー 129
21307 しその粉・ふりかけ 52
21382 しそわかめふりかけ・根昆布入り 52
20788 有機しっとりすりごま・黒 36
20787 有機しっとりすりごま・白 35
63070 シトラスアロマシャンプー 123
63079 シトラスアロマシャンプー・詰替 123
63074 シトラスハーブモイストソープ 124
63072 シトラスハーブボディソープ 123
63081 シトラスハーブボディソープ・詰替 123
21325 地鶏めしの素 53
10540 有機シナモンココナッツシュガー 11
21367 自然薯鉄火みそ〈袋〉 112
21273 国産・しば漬 57
22324「島っこ」生のり佃煮 56
53515 釈迦蓮根 113
33387 じゃこ納豆 91
64298 重曹 131
64290 重曹 131
64299 重曹 131
64295 重曹（ボトル入） 131
21018 国内産・十割そば 44
21097 十穀らーめん・しお味 〈ノンフライ〉 48
21096 十穀らーめん・しょうゆ味 〈ノンフライ〉 48
10244 旬菜健美・胡麻ドレッシング 16
20936 純白玉粉･秋田県産もち米100％ 30
10175 純正淡口しょうゆ 1
10179 純正淡口しょうゆ 1
10906 純正濃口しょうゆ 1
10007 純正こいくち醤油 2
10173 純正濃口しょうゆ 1
10006 純正こいくち醤油 2
10003 有機純正醤油・紙パック 2
10596 純正なたねサラダ油 12
10595 純正なたねサラダ油 12
21100 純正ラーメン 47
43494 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43486 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43487 純天然のアルカリイオン水「金城の華」 74
43445 旬の実りをしぼった国産有機トマトジュース・無塩 75
10117 有機純米酢 4
10137 純米富士酢 5
10818 純米富士酢 4
10131 純米富士酢 4
10118 純米富士酢 5
10128 純りんご酢 6
53690 国産生姜入り梅干番茶・スティック 111
53684 生姜・番茶入り梅醤 111
53688 生姜粉末〈箱〉 112
53680 生姜粉末〈箱〉徳用 112
53678 有機生姜末・アルミパック 112
53677 有機生姜末・ビン入 112
32659 有機生姜使用・しょうが湯 81
32660 有機生姜使用・しょうが湯・箱入り 81
20934 特別栽培米あやひめ使用・上新粉 30
64467 浄水シャワーピュアストリーム・カートリッジ 139
64472 浄水シャワーピュアストリーム２・3共通カートリッジ 139
64487 浄水シャワー・ピュアストリーム３ 138
10646 小豆島手摘みオリーブオイル 13
10181 有機しょうゆ・濃口 1
21112 しょうゆらーめん 47
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64929 遠赤暖房器アーバンホットスリム 141

53524 オイスターＦゴールド 115
22408 オイスターオリーブオイル漬け 60
10195 オイスターソース 16
22339 オイルサーディン 60
41779 大麦甘酒 80
20920 国産有機・お菓子をつくるお米の粉 30
22321 おかずいりこ 41
33336 おから入り揚げあられ 97
32827 おから堅揚・しお 89
10485 沖縄の海水塩青い海 9
10406 沖縄の塩　シママース 9
65109 置楽立ち上がり手すり　 143
85024 奥出雲・生蕎麦 44
33303 有機小倉あん 108
33030 小倉ようかん 94
33043 有機小豆使用小倉ようかん 110
10214 お好みソース 15
10852 お好みソース関西風・チューブ 15
32409 おこめせん･にんじん&かぼちゃ味 90
32764 お米でつくったパフスナック･ソース味 88
32793 おこめのすなっく　しお味 89
20921 お米のホットケーキミックス 32
20909 お米を使ったお好み焼き粉 32
20908 お米を使った天ぷら粉 32
33668 お魚チップス・あおさ 101
33669 お魚チップス・甘えび 101
33667 お魚チップス・プレーン 101
33758 お魚チップス・のどぐろ入り 101
20811 押麦〈国内産〉 33
33340 おしゃぶりこんぶ 91
21600 おつゆふ 38
22344 大人の蒲焼 60
22250 御のり（板のり） 42
33367 おやつカステラ 94
63071 オリエンタルアロマリンス 123
63080 オリエンタルアロマリンス・詰替 123
70690 オーガニックピーナッツバター･塩クランチ 28
70691 オーガニックピーナッツバター･スムース 28
43426 オーガニックぶどうジュース 76
70692 オーガニックフムス（ひよこ豆ペースト） 28
33786 オーガニックボールクッキー・黒胡麻 107
33787 オーガニックボールクッキー・ココナッツ 107
33785 オーガニックボールクッキー・無双番茶 107
20802 北海道産・オートミール 33

21380 海鮮ふりかけ・小魚入り 52
10932 海鮮寄せ鍋つゆ 25
32751 海藻スナック 87
32645 かき氷シロップ・いちご 81
32646 かき氷シロップ・ぶどう 81
41460 柿茶 〈Ｔ．Ｂ〉 71
33662 柿の種 106
33058 柿ピー 90
43406 有機・果実と野菜のジュース 77
10376 果実と野菜の本格カレーペースト 17
10265 果実の恵みドレッシング 17
32825 国産果汁のみかんゼリー 95
32802 国産果汁のりんごゼリー 95
33567 カシューナッツコロン 98
20932 国内産有機片栗粉 30
20929 北海道産・片栗粉 30
10327 かつお削り節パック 40
33334 カップケーキ 93
64416 蚊取りせんこうmoneもね 132
41483 有機カフェインレスコーヒー（デカフェ） 73
33028 かぼちゃサブレ 85

41532 カメリアティー（箱入） 71
63605 カメリアビューティーソープ 119
20927 有機小麦粉使用・からあげ粉 32
20900 カラダキレイ国産十六雑穀米 34
33194 ガリバルジーアップル 106
33191 ガリバルジーレーズン 106
32819 カリポテスナック 88
32661 有機生姜使用・かりんしょうが湯 81
33050 カルシウムウエハース３００ 86
33037 カル鉄スティック・ココア味 85
10806 カレー鍋の素 25
10870 カレーパウダー 21
20808 皮去りほうじはとむぎ 34
10902 頑固・淡口醤油 1
10901 頑固“本生”濃口醤油 1
10170 頑固“本生”濃口醤油 1
21527 完熟トマトソース野菜大豆ボール 65
81709 乾燥糸こんにゃく・ぷるんぷあん 70
10077 乾燥玄米こうじ・国産有機米使用 4
10076 乾燥米こうじ・国産有機米使用 4
81719 乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり 69
22194 天然伊勢志摩・乾燥わかめ 42
10966 カンタン八芳酢 5
32744 寒天ゼリー・コーヒー味 94
21628 かんぴょう 40

21629 九州産きくらげ 40
22214 きざみだしこんぶ 41
22252 三重県伊勢湾産・きざみ焼のり 42
21242 紀州南高　はちみつ梅 57
64410 菊花せんこう・角型ミニサイズ 132
64411 菊花せんこう・長時間用 132
64422 菊花の防虫スプレー 132
20939 国内産有機きな粉 31
20924 国内産大豆使用きな粉 31
32901 きな粉ウエハース 86
33526 きな粉黒みつ寒天 109
10664 絹こし胡麻〈黒〉 27
10661 絹こし胡麻〈白〉 27
53703 機能性表示食品　青い瞳〈ＢＬＵＥ　ＥＹＥＳ〉114
10400 キパワーソルト 9
10396 キパワーソルト・容器入 9
10808 キムチ鍋の素 25
32733 牛乳かりんとう 89
21284 国産・きゅうり諸味漬 58
64571 共通Ａカートリッジ 139
10370 京風だしの素うすいろ 23
10276 金ごまドレッシング 16
10680 有機金ごまペースト 27
53523 ギンコロイドＦ 115
21704 有機金時煮豆 56
21707 有機金時豆 61
21724 金時豆の水煮 63
21792 有機キーマカレー・中辛 68

64894 空気清浄機エアフォレスト５層タイプ 140
64893 空気清浄機エアフォレスト６層タイプ 139
64291 クエン酸 131
64316 クエン酸 131
64300 クエン酸 131
64296 クエン酸（ボトル入） 131
21642 国内産・くずきり 39
64409 くすの木しょうのう 132
64835 くすの木せんこう 132
32767 くだものと野菜のスティックゼリー 95
63601 口紅・ヌードカラー・サーモンベリー 121
63600 口紅・ヌードカラー・ピクシー 121
63602 口紅・ヌードカラー・モカ 121

33190 グラノーラ 37
33403 グラノーラ 37
33615 オーガニックグラノーラ・チョコ 36
33614 オーガニックグラノーラ・ハニー 36
33616 オーガニックグラノーラ・ベリー 37
33407 栗しぐれ 94
64587 クリスタル２１ＤＸ・カートリッジ 139
64887 クリスタル２１ＳＤＸ・カートリッジ 139
32914 クリームサンドクラッカー メープル風味 85
33439 有機グリーンピースチップス 82
53576 グルコサミン粒 116
21504 グルテンバーガー 64
21501 グルテンミート 64
21606 北海道産全粒小麦粉使用くるまふ 38
21612 車麩 38
33064 くるみ餅 94
64179 クレンジングジェル〈メイク落とし〉 116
64180 クレンジングフォーム〈洗顔料〉 116
32737 黒ごまかりん糖 89
70688 黒ゴマクリーム 28
32653 黒ごま煎餅・特別栽培米あやひめ使用 80
10679 有機黒ごまペースト 26
32886 黒酢の飴 92
21689 有機黒煮豆 56
33376 黒棒 86
20844 国内産有機・黒豆 34
21723 黒豆の水煮 63
33555 黒蜜カステラ 98
33576 黒蜜どら焼 99

63066 月桃ミルクローション 122
63077 月桃ミルクローション・詰替 122
63971 月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#1 134
63972 月齢伐採ヒノキのくり抜き弁当箱#2 134
63975 月齢伐採ヒノキのまな板角丸L 134
63974 月齢伐採ヒノキのまな板角丸M 134
63973 月齢伐採ヒノキのまな板角丸S 134
10180 減塩醤油 2
53503 有機・玄心 111
53689 玄心スープ〈箱〉 111
33241 玄麦乾パン 107
21806 有機・玄米小豆粥 54
41755 玄米こうじ甘酒 79
41770 有機玄米甘酒・とろとろ玄米 80
41756 玄米あま酒〈有機米使用〉 79
21818 玄米いかごはん 55
21808 玄米いも粥 54
32720 玄米おこし 90
20941 玄米お好み焼粉 32
21807 玄米かぼちゃ粥 54
21805 有機・玄米粥 54
21868 玄米カレーリゾット 54
33198 玄米グラノーラ 37
33404 玄米グラノーラ 37
21810 玄米クリーム 54
21754 有機・玄米クリーム 54
20798 有機玄米粉 31
33380 玄米粉入り蒸しパン 94
33264 玄米このは・うす塩味 100
33265 玄米このは・しょうゆ味 100
33266 玄米このは・プレーン 100
10121 有機・玄米酢 5
33119 有機玄米セラピー・うす塩味 99
33107 有機玄米セラピー・黒胡麻 99
33108 有機玄米セラピー・白胡麻 99
33121 有機玄米セラピー・素焼き 99
33120 有機玄米セラピー・たまり醤油味 99
32651 玄米煎餅・特別栽培米あやひめ使用 80
21890 玄米豆乳リゾット 55
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22362 とろさんま・みそ味 59
22244 函館産とろろ昆布（富士酢使用） 43
21168 とんこつラーメン 48
21177 どんぶり麺・カレーうどん 46
21175 どんぶり麺・きつねうどん 46
21176 どんぶり麺・山菜そば 46
21179 どんぶり麺・しお味ラーメン 46
21174 どんぶり麺・しょうゆ味ラーメン 46
21178 どんぶり麺・納豆そば 47

64401 なすの黒焼 130
10600 国産なたねサラダ油 12
10604 国産なたねサラダ油PET 12
10597 国産なたね油 12
64213 ナチュラムーン・おりものシートロング 133
64204 ナチュラムーン・おりもの専用シート 133
64224 ナチュラムーン・くまこのぽっかぽか温めオーガニックライナー 134
64231 ナチュラムーン・タンポン（スーパー） 133
64230 ナチュラムーン・タンポン（レギュラー）133
64205 ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽つき）133
64221 ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽なし） 133
64202 ナチュラムーン・ナプキン昼用（羽なし）133
64223 ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽つき）133
64214 ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽なし）133
64225 ナチュラムーン・オーガニックコットンマスク 134
33204 ナチュラルチョコレート･スィート 82
33206 ナチュラルチョコレート･ビター 82
33205 ナチュラルチョコレート・ホワイト 82
33199 ナチュラルチョコレート･抹茶 82
33203 ナチュラルチョコレート・ミルク 82
63724 ナチュラル馬油（ボトルタイプ） 130
33254 有機ナッツ・ウォールナッツ 105
33255 有機ナッツ・ローストアーモンド 105
81752 国産有機生芋100%・手結びしらたき 69
81705 有機生芋板こんにゃく・広島原料 69
81706 有機生芋糸こんにゃく・広島原料 69
41780 生玄米甘酒一日一糀・乳酸菌入り 80
41781 生玄米甘酒 紫の一日一糀・乳酸菌入り 80
10452 生･羅漢果顆粒 11
41399 奈良の大和茶・有機煎茶 71
41400 奈良の大和茶・有機緑茶 71

21623 有機大豆使用・にがり高野豆腐 37
21622 有機大豆使用・にがり凍み豆腐 37
21631 国産有機大豆にがり凍み豆腐・さいの目 37
21766 有機肉豆腐の素 68
西21851
東21898 仁多の杵つきもち・白米 53
21017 国内産・二八そば 44
10304 煮干いりこ 40
43386 有機の日本茶 74
43419 有機にんじんジュース 75

32721 根昆布あられ 90
22258 根昆布入こんぶ茶 43
21387 根昆布入りしそひじきふりかけ 52
22253 根昆布入昆布粉末 43
33025 ねじりん棒 88
32809 ねじりん棒・カレー味 88
32834 ねじりん棒･ミニパック 89
10657 練り胡麻・黒 26
10656 練り胡麻・白 26
10665 ねり胡麻チューブ入り 〈白〉 27
10669 ねり胡麻チューブ 〈金〉 27
10666 ねり胡麻チューブ 〈黒〉 27

10220 有機濃厚ソース 14

10206 濃厚ソース 14
10391 濃厚にがり液・海の調べ 9
41463 農薬を使わずに育てた紅茶TBケニア 72
33353 のど飴 91
33357 のどガム 93

20820 胚芽押麦〈国内産〉 33
32805 胚芽スティック 84
32774 胚芽ビスケット 84
53572 有機・梅肉エキス 113
53573 有機・梅肉エキス粒 113
33168 ハイピーナッツ 106
33366 バウムクーヘン 93
41581 麦芽豆ジャン 78
41765 白米あま酒 79
20712 国内産薄力粉 29
20710 岐阜県産薄力粉 29
64464 バスシャワーレインボー・カートリッジ 139
21073 オーガニックパスタ・スパゲッティ 43
11521 オーガニックパスタソース・アラビアータ 15
11520 オーガニックパスタソース・ナポリ 15
11522 オーガニックパスタソース・バジル 15
21075 オーガニックパスタ･トリコロールフジッリ 44
21074 オーガニックパスタ･ペンネ 44
33011 畑のクラッカー 85
32781 畑のスナック・カレー味 88
10536 ブルガリア産オーガニックハチミツ 29
33563 はちみつカステラ 98
21759 発芽玄米・特別栽培米あきたこまち 55
21755 有機発芽玄米おにぎり 55
21863 有機発芽玄米おにぎり・小豆 55
21865 発芽玄米おにぎり・おかか 55
21757 有機発芽玄米おにぎり・しそ 55
21756 有機発芽玄米おにぎり・わかめ 55
33015 発芽玄米ブランのサンド 85
64500 パッキン ＰＣ−２４０，２４００ 137
64445 パッキン ＰＣ−２８Ａ，ＭＢ−２１７ 137
64501 パッキン ＰＣ−３８０，３８００ 137
64446 パッキン ＰＣ−４５Ａ，ＭＢ−４２０ 137
64447 パッキン ＰＣ−６０Ａ，ＭＢ−６２３ 137
64441 パッキン ＰＣ−８W，１０Ｗ 137
20925 国内産裸麦使用・はったい粉 31
10052 有機八丁味噌 3
20893 岩手県産・はとむぎ 33
32719 はとむぎおこし 90
20835 国内産ハトムギ 33
10325 花かつお 40
53824 はなどおりカプセルタイプ 115
63557 バブルガード 127
63558 バブルガード・詰替 127
30008 ハラール・赤米かん餅袋入 147
30010 ハラール・玄米塩おかき袋入 147
30007 ハラール・香味三種おかき袋入 147
30009 ハラール・豆入りかん餅袋入 147
33072 ぱりまる・黒糖風味 86
21641 国内産・春雨 39
21122 国産はるさめ 39
63968 貼るミント 132
21638 有機育ち・パン粉 38
21619 国内産・パン粉 39
10958 オーガニックバージンココナッツオイル 13
63067 ハーバルエッセンスミルク(芳樟) 122
63078 ハーバルエッセンスミルク(芳樟)・詰替 122
64339 ハーバルカラー・オレンジブラウン 129
64335 ハーバルカラー・スーパーブラウン 128
64340 ハーバルカラー・ナチュラルブラウン 129
64334 ハーバルカラー・ライトブラウン 128
63709 ハーバルボディソープ・詰替 119
63708 ハーバルボディソープ・ポンプ式 119

63068 ハーバルモイストハンドクリーム 123
41456 ハーブコーヒー・タンポポ 73
10393 有機ハーブソルト 20
10476 有機ハーブソルト・詰め替え用 20
41451 オーガニックハーブティー・カモミール 72
41450 オーガニックハーブティー・ペパーミント 72
41452 オーガニックハーブティー・レモンバーム 72
41454 オーガニックハーブティー・ローズヒップ 72

20892 岩手県産・ひえ 33
63447 ビオ・ホワイトデンシーＳ・詰替 130
63446 ビオ・ホワイトデンシーＳ・本体 130
64916 ビクラ浄水ポット 138
64917 ビクラ浄水ポット・カートリッジ 139
10207 有機ピザソース 16
22207 三重県産・ひじき 42
33392 ひじきあられ 90
33036 ひじきスティック 84
22213 日高昆布 41
63934 ぴたっとサンミルク 130
64347 桧水・お風呂用 130
10405 ヒマラヤ岩塩 9
10433 ヒマラヤ岩塩（ミル付き） 10
21107 冷しらーめん 50
64102 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・アーモンド 121
64100 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ピンク 121
64101 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ベージュ 121
64147 ピュアＵＶファンデーション用パフ・四角形 121
64126 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・アーモンド 121
64124 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ピンク 121
64125 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ベージュ 121
64110 ピュアアイカラー・パープル系 121
64111 ピュアアイカラー・ブラウン系 121
64161 ピュアアイカラー・レフィル・パープル 121
64157 ピュアアイカラー・レフィル・ブラウン 121
64156 ピュアアイカラー・レフィル・ブルー 121
64160 ピュアアイカラー・レフィル・ホワイト 121
64159 ピュアアイカラー・レフィル・モスグリーン 121
64105 ピュアアイブロー・レフィル・ブラウン 121
64106 ピュアアイブロー・レフィル・ブラックグレー 121
64103 ピュアアイブロー・ブラウン〈眉墨〉 121
64104 ピュアアイブロー・ブラックグレー〈眉墨〉 121
64109 ピュアチークカラー・オレンジ系 121
64107 ピュアチークカラー・ピンク系 121
64108 ピュアチークカラー・レッド系 121
64153 ピュアチークカラー・レフィル・オレンジ 121
64151 ピュアチークカラー・レフィル・ピンク 121
64152 ピュアチークカラー・レフィル・ライトオレンジ 121
64150 ピュアチークカラー・レフィル・ライトピンク 121
64154 ピュアチークカラー・レフィル・ライトレッド 121
64155 ピュアチークカラー・レフィル・レッド 121
64168 ピュアトリートメントハンド 117
64185 ピュアトリートメントリップ 117
64186 ピュアミスト・化粧水 116
64182 ピュアミルクローション〈乳液〉 116
64099 ピュアＵＶファンデーション・アーモンド 120
64097 ピュアＵＶファンデーション・ピンク 120
64098 ピュアＵＶファンデーション・ベージュ 120
64123 ピュアＵＶモイスチャーパクト・アーモンド 120
64121 ピュアＵＶモイスチャーパクト・ピンク 120
64122 ピュアＵＶモイスチャーパクト・ベージュ 120
64112 ピュアリップスティック・ヴィヴィットピンク 121
64117 ピュアリップスティック・ヴィヴィットワイン 121
64118 ピュアリップスティック・オランジュ 121
64119 ピュアリップスティック・ゴールデンタン 121
64113 ピュアリップスティック・ストロベリー 121
64120 ピュアリップスティック・チョコレート 121
64114 ピュアリップスティック・ライトローズ 121
64116 ピュアリップスティック・ラズベリー 121
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64489 除菌・消臭サーキュレーター 140
10136 職人の夢・有機すだちぽん酢 23
10223 職人の夢・有機中濃ソース 14
63461 食器洗い機専用 128
20818 国産有機白玉だんご粉 31
33293 しるこ 〈玉あられ付〉 110
70687 白ゴマクリーム 28
10678 有機白ごまペースト 26
10449 オーガニックシロップ 11
10495 有機白みそ 3
10161 白みそ 3
21801 国内産有機・白もち 53
43443 オーガニックジンジャーエール 78
64789 新編集版  無双原理・易 144
43399 有機じんわーりしょうが 79

32918 スイートポリコーン 90
10005 有機杉樽しょうゆ・濃口 2
63063 スキンローション月桃 122
63075 スキンローション月桃・詰替 122
63065 スキンローションピュアパッションフルーツ 122
63064 スキンローション芳樟 122
63076 スキンローション芳樟・詰替 122
21817 助っ人飯米・小豆入り玄米ごはん 53
21814 助っ人飯米・玄米ごはん 53
21815 助っ人飯米・白米ごはん 53
33658 富士酢使用・酢昆布 106
10148 有機すだち果汁 6
43402 すっとゆずドリンク 76
63545 スノール液体・詰替 127
22232 国内産・素干しえび 41
64434 スポットウォームS 141
43448 オーガニックスポーツドリンクＰＥＴ 79
20785 国内産すりごま・黒 35
20786 国内産すりごま・白 35
64431 スリマー・カートリッジ 139
64486 スリム温冷風扇・ヒート＆クール 140
64580 スーパーアクアセンチュリー 138
64612 スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ 139
64610 スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ 139
21715 スーパー発芽黒豆 62
21714 スーパー発芽大豆 62
64938 スープリーズＲ 139

64177 精製椿油 117
21383 贅沢おかか・昆布ふりかけ 52
37416 赤飯　祝御膳2号炊き 55
21726 オーガニック赤飯用あずき・缶入 63
64297 セスキ炭酸ソーダ 131
63444 せっけんハミガキ 128
64404 石けんハミガキ 130
63471 洗たく槽クリーナー 127
32854 全粒粉クラッカー 85

32731 ソイラテキャンディ・ほうじ茶 92
32730 ソイラテキャンディ・抹茶 92
32681 草加せん・ごま 80
32680 草加せん・しょうゆ 80
32682 草加せん・のり 80
32683 草加せん・ミックス 81
21047 そうめん 45
21016 食塩不使用そうめん(有機小麦使用) 45
10338 そうめんつゆ・ストレートタイプ 22
32714 素材を味わう全粒粉バー 85
10440 粗精糖 10
21832 そのままあさり 59
21833 そのまましじみ 59

21745 そのまままぜる雑穀･１０種 62
32732 そばかりん糖 89
20922 有機国内産そば粉・石臼挽き 31
20822 国内産そば米 34
33167 蕎麦ぼうろ 105
33236 ソフトあんドーナツ 99
32760 ソフト昆布飴 92

10541 タイ･グリーンカレー 66
10543 タイ・ベジタブルカレー 66
10542 タイ・レッドカレー 66
53687 大根干葉〈箱〉塩付き 113
20839 国内産有機・大豆 34
21524 大豆たんぱく・うす切り 45
21537 大豆たんぱく・中粒 46
21523 大豆たんぱく・細切り 45
32837 大豆チップスしお味 87
32838 大豆チップスのり塩 87
21831 有機ダイストマト 61
21703 有機大豆煮豆 56
10267 大豆のこだわりマヨネ 16
41580 国産大豆の調製豆乳 78
10063 三河産大豆の八丁味噌 3
21520 大豆のハム 65
21721 大豆の水煮 62
43503 国産大豆の無調整豆乳 78
21544 国産大豆ミート・ミンチ 45
21521 大豆ローフ〈リッチテイスト〉 64
64488 匠味米 MB-RC57R（レッド） 136
64477 匠味米 MB-RC57W（ホワイト） 136
10040 だし入りかけ醤油 2
10282 だし亭や・いりこだし〈箱入〉 22
10281 だし亭や・いりこだし〈袋入〉 22
10280 だし亭や・かつおだし〈箱入〉 22
10279 だし亭や・かつおだし〈袋入〉 21
10314 だしの素こいいろ 23
33170 種なしほし梅･国産有機梅使用 106
32833 タマゴボーロ 96
10278 玉ねぎドレッシング 17
10182 オーガニックたまり醤油 2
63082 タンカンマンダリンディッシュソープ 124
41475 タンポポコーヒー・カップ用 74
41473 タンポポコーヒー・ポット用 74

10291 チキンコンソメ・液体タイプ 23
21517 中華風野菜大豆ボール 65
10219 有機中濃ソース 14
10197 中濃ソース 14
10934 チョイ辛旨みそ鍋つゆ 25
64930 超薄型 遠赤暖房器アーバンホット 141
10025 超特選 減塩醤油 2
33331 オーガニックチョコ･スーパーナッツ 83
33330 オーガニックチョコ･プレーン(クラシック） 83
33271 オーガニックチョコ･ホワイトバニラ 83
33269 オーガニックチョコ･アーモンド＆オレンジ 83
22323 ちりめん昆布 52
22329 ちりめんわかめ 52
21746 有機青椒肉絲（チンジャオロースー）の素 67

21061 ツイストパスタ〈北海道産小麦粉〉 44
32911 包み黒糖飴 92
64178 椿油 117
33647 北海道産有機小豆使用つぶあん 108

64715 手当て法 144
43455 オーガニックティー・加糖 75

21327 鉄火みそふりかけ・ビン 111
21328 鉄火みそふりかけ〈袋〉 111
33546 手づくり葛あいすのもと 109
21519 デミグラスソース風野菜大豆バーグ 65
21518 てり焼き野菜大豆バーグ 65
21614 国産小麦粉使用天かす一番 39
西42960
東42964 天恵水〈生〉 74
西42961
東42965 天恵水〈生〉 74
10432 北海道産・てんさい含蜜糖 10
10504 北海道産・てんさい含蜜糖・粉末 10
10458 有機てんさい糖 10
64879 電磁波カット･腰すっぽりヒーター　 142
64867 電磁波カット・足入れ電熱マット 142
64914 電磁波カットカーペット・本体のみ １畳用 141
64912 電磁波カットカーペット・本体のみ ２畳用 141
64913 電磁波カットカーペット・本体のみ ３畳用 141
64881 電磁波カットカーペット・無地カバー付 １畳用 141
64597 電磁波カットカーペット・無地カバー付 ２畳用 141
64598 電磁波カットカーペット・無地カバー付 ３畳用 141
64928 電磁波カット電気掛敷オーガニック毛布 142
64926 電磁波カット・電気ひざかけ 142
64876 電磁波カット・１人用電熱マット 142
65011 電磁波低減ヘアードライヤー　ピンク 140
65010 電磁波低減ヘアードライヤー　レッド 140
64400 デンシー練り歯みがき 129
63426 デンタルホワイト（練り歯みがき） 130
21621 国産有機小麦粉使用天然酵母パン粉 38
21251 国産・天日干したくあんハーフサイズ 57
20926 有機小麦粉使用・天ぷら粉 31

65107トイレ用･置楽立ち上がり手すり 143
41575 豆ジャン 78
41578 豆ジャン 78
21915 豆乳仕立てのかぼちゃスープ 51
21913 豆乳仕立てのじゃがいもスープ 51
21916 豆乳仕立てのとうもろこしスープ 51
21914 豆乳仕立てのにんじんスープ 51
33477 豆乳ぜんざい 108
32869 豆乳どーなっつ 93
10805 豆乳鍋の素 25
32787 豆乳プチクッキー 96
33088 豆乳マドレーヌ 94
43505 有機豆乳・無調整 78
33384 とうもろこしあられ 91
81710 特別栽培・しらたき 69
33449 特別栽培米ふっくりんこＪＡＰＯＮ・白米プレーン 108
84953 ところてん・カップ入り 70
84954 ところてん〈黒糖みつ〉 70
81715 ところてん〈固形タイプ〉 70
41476 鳥取はとむぎ茶 72
10208トマトケチャップ 15
10215 有機トマトケチャップ・チューブ 15
43423 オーガニックトマトジュース 76
43420トマトジュース 76
43425 オーガニックトマトジュース･無塩 76
43421トマトジュース・無塩 76
10198 オーガニックトマトソース・あっさり味 15
21515トマトソース野菜大豆バーグ 65
10211 有機トマトピューレー 15
33259 有機ドライフルーツ・プルーン（種あり）105
33253 有機ドライフルーツ・干しいちじく 105
33258 有機ドライフルーツ・レーズン 105
33284 どら焼 98
10933 鶏だしコク鍋つゆ 25
64167トリートメントヘアスプレー 118
22402 とろイワシ水煮 59
22348 とろさば・水煮 60
22347 とろさば・みそ煮 60
22361 とろさんま・しょうゆ味 59
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22362 とろさんま・みそ味 59
22244 函館産とろろ昆布（富士酢使用） 43
21168 とんこつラーメン 48
21177 どんぶり麺・カレーうどん 46
21175 どんぶり麺・きつねうどん 46
21176 どんぶり麺・山菜そば 46
21179 どんぶり麺・しお味ラーメン 46
21174 どんぶり麺・しょうゆ味ラーメン 46
21178 どんぶり麺・納豆そば 47

64401 なすの黒焼 130
10600 国産なたねサラダ油 12
10604 国産なたねサラダ油PET 12
10597 国産なたね油 12
64213 ナチュラムーン・おりものシートロング 133
64204 ナチュラムーン・おりもの専用シート 133
64224 ナチュラムーン・くまこのぽっかぽか温めオーガニックライナー 134
64231 ナチュラムーン・タンポン（スーパー） 133
64230 ナチュラムーン・タンポン（レギュラー）133
64205 ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽つき）133
64221 ナチュラムーン・ナプキン多い日の昼用（羽なし） 133
64202 ナチュラムーン・ナプキン昼用（羽なし）133
64223 ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽つき）133
64214 ナチュラムーン・ナプキン夜用（羽なし）133
64225 ナチュラムーン・オーガニックコットンマスク 134
33204 ナチュラルチョコレート･スィート 82
33206 ナチュラルチョコレート･ビター 82
33205 ナチュラルチョコレート・ホワイト 82
33199 ナチュラルチョコレート･抹茶 82
33203 ナチュラルチョコレート・ミルク 82
63724 ナチュラル馬油（ボトルタイプ） 130
33254 有機ナッツ・ウォールナッツ 105
33255 有機ナッツ・ローストアーモンド 105
81752 国産有機生芋100%・手結びしらたき 69
81705 有機生芋板こんにゃく・広島原料 69
81706 有機生芋糸こんにゃく・広島原料 69
41780 生玄米甘酒一日一糀・乳酸菌入り 80
41781 生玄米甘酒 紫の一日一糀・乳酸菌入り 80
10452 生･羅漢果顆粒 11
41399 奈良の大和茶・有機煎茶 71
41400 奈良の大和茶・有機緑茶 71

21623 有機大豆使用・にがり高野豆腐 37
21622 有機大豆使用・にがり凍み豆腐 37
21631 国産有機大豆にがり凍み豆腐・さいの目 37
21766 有機肉豆腐の素 68
西21851
東21898 仁多の杵つきもち・白米 53
21017 国内産・二八そば 44
10304 煮干いりこ 40
43386 有機の日本茶 74
43419 有機にんじんジュース 75

32721 根昆布あられ 90
22258 根昆布入こんぶ茶 43
21387 根昆布入りしそひじきふりかけ 52
22253 根昆布入昆布粉末 43
33025 ねじりん棒 88
32809 ねじりん棒・カレー味 88
32834 ねじりん棒･ミニパック 89
10657 練り胡麻・黒 26
10656 練り胡麻・白 26
10665 ねり胡麻チューブ入り 〈白〉 27
10669 ねり胡麻チューブ 〈金〉 27
10666 ねり胡麻チューブ 〈黒〉 27

10220 有機濃厚ソース 14

10206 濃厚ソース 14
10391 濃厚にがり液・海の調べ 9
41463 農薬を使わずに育てた紅茶TBケニア 72
33353 のど飴 91
33357 のどガム 93

20820 胚芽押麦〈国内産〉 33
32805 胚芽スティック 84
32774 胚芽ビスケット 84
53572 有機・梅肉エキス 113
53573 有機・梅肉エキス粒 113
33168 ハイピーナッツ 106
33366 バウムクーヘン 93
41581 麦芽豆ジャン 78
41765 白米あま酒 79
20712 国内産薄力粉 29
20710 岐阜県産薄力粉 29
64464 バスシャワーレインボー・カートリッジ 139
21073 オーガニックパスタ・スパゲッティ 43
11521 オーガニックパスタソース・アラビアータ 15
11520 オーガニックパスタソース・ナポリ 15
11522 オーガニックパスタソース・バジル 15
21075 オーガニックパスタ･トリコロールフジッリ 44
21074 オーガニックパスタ･ペンネ 44
33011 畑のクラッカー 85
32781 畑のスナック・カレー味 88
10536 ブルガリア産オーガニックハチミツ 29
33563 はちみつカステラ 98
21759 発芽玄米・特別栽培米あきたこまち 55
21755 有機発芽玄米おにぎり 55
21863 有機発芽玄米おにぎり・小豆 55
21865 発芽玄米おにぎり・おかか 55
21757 有機発芽玄米おにぎり・しそ 55
21756 有機発芽玄米おにぎり・わかめ 55
33015 発芽玄米ブランのサンド 85
64500 パッキン ＰＣ−２４０，２４００ 137
64445 パッキン ＰＣ−２８Ａ，ＭＢ−２１７ 137
64501 パッキン ＰＣ−３８０，３８００ 137
64446 パッキン ＰＣ−４５Ａ，ＭＢ−４２０ 137
64447 パッキン ＰＣ−６０Ａ，ＭＢ−６２３ 137
64441 パッキン ＰＣ−８W，１０Ｗ 137
20925 国内産裸麦使用・はったい粉 31
10052 有機八丁味噌 3
20893 岩手県産・はとむぎ 33
32719 はとむぎおこし 90
20835 国内産ハトムギ 33
10325 花かつお 40
53824 はなどおりカプセルタイプ 115
63557 バブルガード 127
63558 バブルガード・詰替 127
30008 ハラール・赤米かん餅袋入 147
30010 ハラール・玄米塩おかき袋入 147
30007 ハラール・香味三種おかき袋入 147
30009 ハラール・豆入りかん餅袋入 147
33072 ぱりまる・黒糖風味 86
21641 国内産・春雨 39
21122 国産はるさめ 39
63968 貼るミント 132
21638 有機育ち・パン粉 38
21619 国内産・パン粉 39
10958 オーガニックバージンココナッツオイル 13
63067 ハーバルエッセンスミルク(芳樟) 122
63078 ハーバルエッセンスミルク(芳樟)・詰替 122
64339 ハーバルカラー・オレンジブラウン 129
64335 ハーバルカラー・スーパーブラウン 128
64340 ハーバルカラー・ナチュラルブラウン 129
64334 ハーバルカラー・ライトブラウン 128
63709 ハーバルボディソープ・詰替 119
63708 ハーバルボディソープ・ポンプ式 119

63068 ハーバルモイストハンドクリーム 123
41456 ハーブコーヒー・タンポポ 73
10393 有機ハーブソルト 20
10476 有機ハーブソルト・詰め替え用 20
41451 オーガニックハーブティー・カモミール 72
41450 オーガニックハーブティー・ペパーミント 72
41452 オーガニックハーブティー・レモンバーム 72
41454 オーガニックハーブティー・ローズヒップ 72

20892 岩手県産・ひえ 33
63447 ビオ・ホワイトデンシーＳ・詰替 130
63446 ビオ・ホワイトデンシーＳ・本体 130
64916 ビクラ浄水ポット 138
64917 ビクラ浄水ポット・カートリッジ 139
10207 有機ピザソース 16
22207 三重県産・ひじき 42
33392 ひじきあられ 90
33036 ひじきスティック 84
22213 日高昆布 41
63934 ぴたっとサンミルク 130
64347 桧水・お風呂用 130
10405 ヒマラヤ岩塩 9
10433 ヒマラヤ岩塩（ミル付き） 10
21107 冷しらーめん 50
64102 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・アーモンド 121
64100 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ピンク 121
64101 ピュアＵＶファンデーション・レフィル・ベージュ 121
64147 ピュアＵＶファンデーション用パフ・四角形 121
64126 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・アーモンド 121
64124 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ピンク 121
64125 ピュアＵＶモイスチャーパクト・レフィル・ベージュ 121
64110 ピュアアイカラー・パープル系 121
64111 ピュアアイカラー・ブラウン系 121
64161 ピュアアイカラー・レフィル・パープル 121
64157 ピュアアイカラー・レフィル・ブラウン 121
64156 ピュアアイカラー・レフィル・ブルー 121
64160 ピュアアイカラー・レフィル・ホワイト 121
64159 ピュアアイカラー・レフィル・モスグリーン 121
64105 ピュアアイブロー・レフィル・ブラウン 121
64106 ピュアアイブロー・レフィル・ブラックグレー 121
64103 ピュアアイブロー・ブラウン〈眉墨〉 121
64104 ピュアアイブロー・ブラックグレー〈眉墨〉 121
64109 ピュアチークカラー・オレンジ系 121
64107 ピュアチークカラー・ピンク系 121
64108 ピュアチークカラー・レッド系 121
64153 ピュアチークカラー・レフィル・オレンジ 121
64151 ピュアチークカラー・レフィル・ピンク 121
64152 ピュアチークカラー・レフィル・ライトオレンジ 121
64150 ピュアチークカラー・レフィル・ライトピンク 121
64154 ピュアチークカラー・レフィル・ライトレッド 121
64155 ピュアチークカラー・レフィル・レッド 121
64168 ピュアトリートメントハンド 117
64185 ピュアトリートメントリップ 117
64186 ピュアミスト・化粧水 116
64182 ピュアミルクローション〈乳液〉 116
64099 ピュアＵＶファンデーション・アーモンド 120
64097 ピュアＵＶファンデーション・ピンク 120
64098 ピュアＵＶファンデーション・ベージュ 120
64123 ピュアＵＶモイスチャーパクト・アーモンド 120
64121 ピュアＵＶモイスチャーパクト・ピンク 120
64122 ピュアＵＶモイスチャーパクト・ベージュ 120
64112 ピュアリップスティック・ヴィヴィットピンク 121
64117 ピュアリップスティック・ヴィヴィットワイン 121
64118 ピュアリップスティック・オランジュ 121
64119 ピュアリップスティック・ゴールデンタン 121
64113 ピュアリップスティック・ストロベリー 121
64120 ピュアリップスティック・チョコレート 121
64114 ピュアリップスティック・ライトローズ 121
64116 ピュアリップスティック・ラズベリー 121
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64489 除菌・消臭サーキュレーター 140
10136 職人の夢・有機すだちぽん酢 23
10223 職人の夢・有機中濃ソース 14
63461 食器洗い機専用 128
20818 国産有機白玉だんご粉 31
33293 しるこ 〈玉あられ付〉 110
70687 白ゴマクリーム 28
10678 有機白ごまペースト 26
10449 オーガニックシロップ 11
10495 有機白みそ 3
10161 白みそ 3
21801 国内産有機・白もち 53
43443 オーガニックジンジャーエール 78
64789 新編集版  無双原理・易 144
43399 有機じんわーりしょうが 79

32918 スイートポリコーン 90
10005 有機杉樽しょうゆ・濃口 2
63063 スキンローション月桃 122
63075 スキンローション月桃・詰替 122
63065 スキンローションピュアパッションフルーツ 122
63064 スキンローション芳樟 122
63076 スキンローション芳樟・詰替 122
21817 助っ人飯米・小豆入り玄米ごはん 53
21814 助っ人飯米・玄米ごはん 53
21815 助っ人飯米・白米ごはん 53
33658 富士酢使用・酢昆布 106
10148 有機すだち果汁 6
43402 すっとゆずドリンク 76
63545 スノール液体・詰替 127
22232 国内産・素干しえび 41
64434 スポットウォームS 141
43448 オーガニックスポーツドリンクＰＥＴ 79
20785 国内産すりごま・黒 35
20786 国内産すりごま・白 35
64431 スリマー・カートリッジ 139
64486 スリム温冷風扇・ヒート＆クール 140
64580 スーパーアクアセンチュリー 138
64612 スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ 139
64610 スーパーアクアセンチュリー・カートリッジ 139
21715 スーパー発芽黒豆 62
21714 スーパー発芽大豆 62
64938 スープリーズＲ 139

64177 精製椿油 117
21383 贅沢おかか・昆布ふりかけ 52
37416 赤飯　祝御膳2号炊き 55
21726 オーガニック赤飯用あずき・缶入 63
64297 セスキ炭酸ソーダ 131
63444 せっけんハミガキ 128
64404 石けんハミガキ 130
63471 洗たく槽クリーナー 127
32854 全粒粉クラッカー 85

32731 ソイラテキャンディ・ほうじ茶 92
32730 ソイラテキャンディ・抹茶 92
32681 草加せん・ごま 80
32680 草加せん・しょうゆ 80
32682 草加せん・のり 80
32683 草加せん・ミックス 81
21047 そうめん 45
21016 食塩不使用そうめん(有機小麦使用) 45
10338 そうめんつゆ・ストレートタイプ 22
32714 素材を味わう全粒粉バー 85
10440 粗精糖 10
21832 そのままあさり 59
21833 そのまましじみ 59

21745 そのまままぜる雑穀･１０種 62
32732 そばかりん糖 89
20922 有機国内産そば粉・石臼挽き 31
20822 国内産そば米 34
33167 蕎麦ぼうろ 105
33236 ソフトあんドーナツ 99
32760 ソフト昆布飴 92

10541 タイ･グリーンカレー 66
10543 タイ・ベジタブルカレー 66
10542 タイ・レッドカレー 66
53687 大根干葉〈箱〉塩付き 113
20839 国内産有機・大豆 34
21524 大豆たんぱく・うす切り 45
21537 大豆たんぱく・中粒 46
21523 大豆たんぱく・細切り 45
32837 大豆チップスしお味 87
32838 大豆チップスのり塩 87
21831 有機ダイストマト 61
21703 有機大豆煮豆 56
10267 大豆のこだわりマヨネ 16
41580 国産大豆の調製豆乳 78
10063 三河産大豆の八丁味噌 3
21520 大豆のハム 65
21721 大豆の水煮 62
43503 国産大豆の無調整豆乳 78
21544 国産大豆ミート・ミンチ 45
21521 大豆ローフ〈リッチテイスト〉 64
64488 匠味米 MB-RC57R（レッド） 136
64477 匠味米 MB-RC57W（ホワイト） 136
10040 だし入りかけ醤油 2
10282 だし亭や・いりこだし〈箱入〉 22
10281 だし亭や・いりこだし〈袋入〉 22
10280 だし亭や・かつおだし〈箱入〉 22
10279 だし亭や・かつおだし〈袋入〉 21
10314 だしの素こいいろ 23
33170 種なしほし梅･国産有機梅使用 106
32833 タマゴボーロ 96
10278 玉ねぎドレッシング 17
10182 オーガニックたまり醤油 2
63082 タンカンマンダリンディッシュソープ 124
41475 タンポポコーヒー・カップ用 74
41473 タンポポコーヒー・ポット用 74

10291 チキンコンソメ・液体タイプ 23
21517 中華風野菜大豆ボール 65
10219 有機中濃ソース 14
10197 中濃ソース 14
10934 チョイ辛旨みそ鍋つゆ 25
64930 超薄型 遠赤暖房器アーバンホット 141
10025 超特選 減塩醤油 2
33331 オーガニックチョコ･スーパーナッツ 83
33330 オーガニックチョコ･プレーン(クラシック） 83
33271 オーガニックチョコ･ホワイトバニラ 83
33269 オーガニックチョコ･アーモンド＆オレンジ 83
22323 ちりめん昆布 52
22329 ちりめんわかめ 52
21746 有機青椒肉絲（チンジャオロースー）の素 67

21061 ツイストパスタ〈北海道産小麦粉〉 44
32911 包み黒糖飴 92
64178 椿油 117
33647 北海道産有機小豆使用つぶあん 108

64715 手当て法 144
43455 オーガニックティー・加糖 75

21327 鉄火みそふりかけ・ビン 111
21328 鉄火みそふりかけ〈袋〉 111
33546 手づくり葛あいすのもと 109
21519 デミグラスソース風野菜大豆バーグ 65
21518 てり焼き野菜大豆バーグ 65
21614 国産小麦粉使用天かす一番 39
西42960
東42964 天恵水〈生〉 74
西42961
東42965 天恵水〈生〉 74
10432 北海道産・てんさい含蜜糖 10
10504 北海道産・てんさい含蜜糖・粉末 10
10458 有機てんさい糖 10
64879 電磁波カット･腰すっぽりヒーター　 142
64867 電磁波カット・足入れ電熱マット 142
64914 電磁波カットカーペット・本体のみ １畳用 141
64912 電磁波カットカーペット・本体のみ ２畳用 141
64913 電磁波カットカーペット・本体のみ ３畳用 141
64881 電磁波カットカーペット・無地カバー付 １畳用 141
64597 電磁波カットカーペット・無地カバー付 ２畳用 141
64598 電磁波カットカーペット・無地カバー付 ３畳用 141
64928 電磁波カット電気掛敷オーガニック毛布 142
64926 電磁波カット・電気ひざかけ 142
64876 電磁波カット・１人用電熱マット 142
65011 電磁波低減ヘアードライヤー　ピンク 140
65010 電磁波低減ヘアードライヤー　レッド 140
64400 デンシー練り歯みがき 129
63426 デンタルホワイト（練り歯みがき） 130
21621 国産有機小麦粉使用天然酵母パン粉 38
21251 国産・天日干したくあんハーフサイズ 57
20926 有機小麦粉使用・天ぷら粉 31

65107トイレ用･置楽立ち上がり手すり 143
41575 豆ジャン 78
41578 豆ジャン 78
21915 豆乳仕立てのかぼちゃスープ 51
21913 豆乳仕立てのじゃがいもスープ 51
21916 豆乳仕立てのとうもろこしスープ 51
21914 豆乳仕立てのにんじんスープ 51
33477 豆乳ぜんざい 108
32869 豆乳どーなっつ 93
10805 豆乳鍋の素 25
32787 豆乳プチクッキー 96
33088 豆乳マドレーヌ 94
43505 有機豆乳・無調整 78
33384 とうもろこしあられ 91
81710 特別栽培・しらたき 69
33449 特別栽培米ふっくりんこＪＡＰＯＮ・白米プレーン 108
84953 ところてん・カップ入り 70
84954 ところてん〈黒糖みつ〉 70
81715 ところてん〈固形タイプ〉 70
41476 鳥取はとむぎ茶 72
10208トマトケチャップ 15
10215 有機トマトケチャップ・チューブ 15
43423 オーガニックトマトジュース 76
43420トマトジュース 76
43425 オーガニックトマトジュース･無塩 76
43421トマトジュース・無塩 76
10198 オーガニックトマトソース・あっさり味 15
21515トマトソース野菜大豆バーグ 65
10211 有機トマトピューレー 15
33259 有機ドライフルーツ・プルーン（種あり）105
33253 有機ドライフルーツ・干しいちじく 105
33258 有機ドライフルーツ・レーズン 105
33284 どら焼 98
10933 鶏だしコク鍋つゆ 25
64167トリートメントヘアスプレー 118
22402 とろイワシ水煮 59
22348 とろさば・水煮 60
22347 とろさば・みそ煮 60
22361 とろさんま・しょうゆ味 59
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10095 みやこの料理酒 7
64259 ミルキィスタイリングフォーム 118
33338 ミルクキャラメル 92
33044 ミルクスティック 84
32850 ミレービスケット 84
32836 ミレービスケットノンフライ 84
33016 ミントガム 93
21791 有機ミートソース 68
21751 ミートソース・レトルト 68

33166 昔ながらのしょうがあめ 106
33498 有機むき栗・天津あまぐり 108
41397 有機・麦茶 71
41413 国内産・麦茶〈Ｔ．Ｂ〉 71
41396 有機麦茶・ティーバッグ 71
10776 国産有機・麦味噌 3
21712 有機蒸し大豆 61
21687 有機蒸しひよこ豆 62
21690 有機蒸しミックスビーンズ 62
21668 国産蒸しもち麦 62
10544 無双信州味噌 3
41410 有機・無双番茶 70
41401 無双番茶 70
41402 有機・無双番茶〈Ｔ．Ｂ〉 70
41409 無双番茶・徳用 70
20931 無双本葛１００％ 30
20935 無双本葛１００％粉末 30
20960 無双本葛１００％粉末・お徳用 30
22269 無添加･だしパック(精進だし)[黄] 22
22268 無添加･だしパック(鰹昆布だし)[青] 22
33106 無添加・山田錦せんべい袋入・塩 101
63510 無添加せっけんシャンプー泡タイプ 125
63511 無添加せっけんシャンプー泡タイプ詰替 125
63384 無添加せっけんシャンプー専用リンス 125
63385 無添加せっけんシャンプー専用リンス詰替 125
10073 無添加 長崎麦みそ 3
63388 無添加フェイシャルソープ 125
63389 無添加フェイシャルソープ詰替用 125
63448 無添加ボディソープたっぷり泡 125
63449 無添加ボディーソープたっぷり泡詰替用 125
21650 国内産無漂白・糸かんてん 39
32779 紫いもチップ 88

33112 召しませ日本・玄米塩おかき 100
33113 召しませ日本・玄米醤油おかき 100
33115 召しませ日本・玄米ぽん煎餅 100
33102 召しませ日本・島醤油煎餅 101
33116 召しませ日本・丹波黒豆玉子煎餅 100
33109 召しませ日本・焼塩煎餅 100
10365 めんつゆ 22
10337 めんつゆ・ストレートタイプ 22
10509 オーガニックメープルシロップ 11

64148 モイスチャーパクト用パフ・丸形 121
20977 もずくスープ〈ＦＤ〉 50
20891 岩手県産・もちあわ 33
20890 岩手県産・もちきび 33
10450 もち米飴 11
21602 もちふ 38
33383 もものドリンク 96
21767 有機もやし味噌炒めの素 68
10395 モンゴル塩 9
10403 モンゴル塩こしょうミル付 21
10397 モンゴル塩（ミル付き） 9
10398 モンゴル塩こしょう 21

22343 焼き塩さば 60
21060 焼そば 44
10855 やきそばソース 14
10353 焼肉のたれ 24
10339 焼肉のたれ・醤油 24
10340 焼肉のたれ・味噌 24
22251 焼のり 42
21601 やきふ 38
33660 焼めざし 106
63546 薬用せっけんハミガキ・スペアミント 128
10385 野菜がおいしいとり塩鍋スープ 26
43409 国産有機野菜ジュース 75
43422 有機野菜使用・野菜ジュース 75
43424 有機野菜使用・野菜ジュース無塩 75
33039 野菜スティック 84
32756 野菜スナック 88
10763 野菜でうまみ〈食塩無添加〉 21
43447 有機野菜とバナナのスムージー 75
10271 国産なたね油使用･野菜ドレッシング 17
10761 野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉 21
10762 野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉徳用 21
33029 国産野菜のかりんとう 97
10546 国産野菜のカレー甘口 66
10547 国産野菜のカレー辛口 66
21377 国産野菜の五目ちらしずしの素 53
33057 国産野菜のチップス 89
43408 有機野菜飲むならこれ！１日分 75
32853 野菜プチクッキー 96
21104 野菜ラーメン 〈ノンフライ〉 47
33080 やさしいラムネ 96
10530 野生黒蜂蜜 29
21728 野生種なめ茸 64
41468 野茶い焙煎 73
41530 野茶い焙煎・詰替用 73
30012 山田錦せんべい箱入･海老 147
30011 山田錦せんべい箱入･塩 147
30013 山田錦せんべい箱入･詰合せ 147
21823 宍道湖産大和しじみ 59
32765 やわらか仕立ての大豆＆玄米バー 86
53505 陽泉 113

10441 優糖精 10
10142 有機ゆず果汁 6
10134 ゆず醤油かけぽん 23
10554 有機ゆずフルーツスプレッド 28
10795 ゆずぽん酢 23
21725 オーガニックゆであずき・缶入 63

63462 浴用石けん 128

22227 羅臼昆布・切りおとし 41
10451 羅漢果顆粒ゴールド 11
33489 有機・楽笑栗 108
53660 卵黄油 115
21136 有機育ち・有機らーめん〈醤油味〉 47
21137 有機育ち・有機らーめん〈味噌味〉 47
10632 一番搾り胡麻油使用・辣油 14

41478 有機リカフェ・ファミリー 114
41477 有機リカフェ・ボックス 114
64146 リクイドファンデーション用パフ・ひし形 121
22212 利尻昆布 41
20943 リブレフラワー・ブラウン（深炒り焙煎） 31
20942 リブレフラワー・ホワイト（浅炒り焙煎） 31
63689 リマナチュラルヘナ・インディゴ 119

63697 リマナチュラルヘナ・オレンジ 119
63694 リマナチュラルヘナ・オレンジ徳用 119
63699 リマナチュラルヘナ・ダークブラウン 119
63696 リマナチュラルヘナ・ダークブラウン徳用 119
63698 リマナチュラルヘナ・ライトブラウン 119
63695 リマナチュラルヘナ・ライトブラウン徳用 119
33447 有機緑豆チップス 82
21632 緑豆はるさめ 39
21502 リンケッツ 64
33041 りんごガム 93
43403 オーガニックりんごジュース 76
33422 りんごのドリンク 95

64138 ルースパウダー〈フェイスパウダー〉 121

10357 レトルト・ベジタリアンのための根菜カレー 66
10358 レトルト・ベジタリアンのための豆カレー 67
10359 レトルト・ベジタリアンのための野菜カレー 67
10150 オーガニックレモン100％しぼりたて 6
10822 国産有機レモン果汁 6
42911 レモンサイダー 78
10560 有機・レモンマーマレード 28
53516 蓮根粉末 〈コーレン〉 112

21057 ロングパスタ〈北海道産小麦粉〉 44

20971 わかめみそ汁 50
10938 和然鰹だしつゆ 22
10936 和然昆布つゆ 23
33779 ワッフルクッキー・にんじん 107
33778 ワッフルクッキー・プレーン 107
33780 ワッフルクッキー・ほうれんそう 107
21528 和風野菜大豆ボール 65
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64115 ピュアリップスティック・レッドワイン 121
64181 ピュアローション〈化粧水〉 116
64184 ビューティーエッセンス〈美容液〉 117
63547 ビューティーソープ 128
21706 有機ひよこ豆 61
10898 平飼い鶏の有精卵タルタルソース 16
10894 平飼い鶏の有精卵マヨネーズ 16
10373 ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ 26
10683 ピーナッツバター 27
70672 ピーナッツバター 28

43451 フェッラレッレ炭酸水 77
43452 フェッラレッレ炭酸水 77
33420 ふ菓子 84
10992 冨貴のつゆ・イタリアントマト 24
10998 冨貴のつゆ・梅かつお 24
10997 冨貴のつゆ・ごま味噌豆乳 24
10993 冨貴のつゆ・塩レモン 24
21272 国産・福神漬 57
10784 富士玄米黒酢 5
10785 富士玄米黒酢 5
10135 富士すし酢 6
10786 富士すのもの酢 6
10819 富士酢プレミアム 5
10783 富士酢プレミアム 5
10792 富士ピクル酢 6
10144 富士ゆずぽん酢 23
43434 国産ふじりんご１００ 77
33131 節れんこんのど飴 105
53504 節蓮根粉末 112
53812 有機フジワラの青汁・粉末タイプ 114
21862 秋田県産ふっくらやわらか有機玄米 54
43446 オーガニックぶどうサイダー＋レモン 77
33423 ぶどうのドリンク 95
33410 ふところ餅 94
22228 国内産・ふのり 42
41494 オーガニックブラックココア 73
33323 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・アーモンド 81
33326 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ココナッツ 82
33325 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ザクロ 81
53590 フルーツビネガー有機りんごの酢 79
33081 フルーツラムネ 96
43439 有機フルーティーMixジュース+野菜 77
33146 ブルーベリーゼリー・完熟味 105
10562 国産ブルーベリーのジャム 27
32769 フレッシュゼリー 95
63607 プレミアムアイクリーム〈目元・口元用クリーム〉 117
64137 プレミアムエステパック〈泥パック〉 117
21643 フレーク寒天 39
64888 風呂用浄水器アクアセンチュリーレインボー 138
32747 ふわふわチップ にんじん味 86
10462 粉末黒糖 11

64846 ヘアカラースティック・ダークブラウン 129
64166 ヘアクリーム 118
64176 ヘアトニック 118
20821 米粒麦〈国内産〉 33
11519 ベジタブルミートソース　トマトソース味 65
21102 ベジタリアンのソース焼そば 49
10380 ベジタリアンのためのカレー 18
21789 ベジタリアンのためのグラタンミックス（パスタ付） 18
10383 ベジタリアンのためのシチュー 18
21101 ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん 49
21108 ベジタリアンの豚骨風らーめん 49
21110 ベジタリアンのためのラーメン・醤油 49
21111 ベジタリアンのためのラーメン・みそ 49
21512 ベジツナ 64
64890 ベジフルZ・ヨコ型低速回転ジューサー 139

32794 ベジポリ　玉ねぎ＆パセリ 89
32795 ベジポリ　紫いも＆メープル 90
10392 有機ペッパーソルト 20
10475 有機ペッパーソルト・詰め替え用 20
64208 ヘナオーガニータ・アースブラウン 129
64207 ヘナオーガニータ・サハラブラウン 129
64209 ヘナオーガニータ・ディープブラウン 129
64206 ヘナオーガニータ・ビターオレンジ 129
10780 紅玉梅酢 7
21221 国産有機・紅玉梅干 57
28108 国産・紅玉小梅 57
41388 べにふうき緑茶・ＴＢ 72
20764 ベーキングパウダー 32

21747 有機回鍋肉（ホイコーロー）の素 67
64412 防虫香・菊花せんこう 132
33635 宮崎県産ほしいも 108
32808 干し柿寒天 95
33756 純国産北海道おかき とうもろこし 102
33772 純国産北海道かりんとう 103
33782 純国産北海道皮付さきいか 104
33754 純国産北海道きなこかりんとう 103
33776 純国産北海道きなこねじり 103
33771 純国産北海道黒豆の甘納豆 103
33685 純国産北海道鮭とば 104
21663 北海道全粒粉小町麩 38
21662 北海道全粒粉豆麩 38
33680 純国産北海道２色の煎り大豆 103
33470 北海道のほしいも 104
33777 純国産北海道のりかりんとう 103
33687 純国産北海道バタークッキー 103
33757 純国産北海道はちみつミントのど飴 104
33677 純国産北海道パリポリ昆布 104
33781 純国産北海道ホタテ貝ひも 104
33727 純国産北海道ポップコーン 102
33673 純国産北海道ぼーろ 104
33688 北海道米の甘だれ醤油せんべい 102
33689 北海道米の野菜せんべい 102
20949 ホットケーキミックス・砂糖入り 32
20948 ホットケーキミックス・無糖 32
63970 ホットパッチ 132
63606 ボディケアセラム 117
33000 ポテトチップス 88
33558 純国産ポテトチップス・うすしお味 102
33482 純国産ポテトチップス・黒ごま 102
33478 純国産ポテトチップス・柚子 102
33491 純国産ポテトチップスのり塩 102
21691 有機ほの甘あずき 62
64261 ボリュームアップシャンプー 119
63702 ボリュームアップシャンプー・詰替 119
64262 ボリュームアップリンス 119
63703 ボリュームアップリンス・詰替 119
10364 ホワイトソース 18
33298 本葛仕立水ようかん 109
33299 本くず餅 109
33297 本くず湯〈生姜〉 110
33296 本くず湯 〈詰合せ〉 110
33295 本くず湯 〈蓮根〉 110
10145 有機ぽん酢しょうゆ 23
10113 本造り米酢 4
21790 本造りなめ茸 64
10931 本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 25
21249 本干たくあん 57
33300 本わらび餅 109
21633 ホーザンビーフン 39
63069 ホーリーバジルインフューズドバーム 123
21830 有機ホールトマト 61

20978 毎日かんたんおみそ汁 50
10638 まいにちのこめ油 13
64170 マイルドシャンプー 118
64171 マイルドシャンプー・徳用（ポンプ式） 118
64172 マイルドシャンプー・詰替 118
64173 マイルドリンス 118
64174 マイルドリンス・（徳用）ポンプ式 118
64175 マイルドリンス・詰替 119
22370 真いわしの水煮 61
22353 鮪ライトツナフレーク・油漬 60
22352 鮪ライトツナフレーク・オイル無添加 60
22221 北海道函館産・真昆布 41
64452 マジックブラウン圧力鍋・２．８Ｌ 136
64453 マジックブラウン圧力鍋・４．５Ｌ 136
64454 マジックブラウン圧力鍋・６．０Ｌ 137
33143 抹茶ゼリー・濃茶の旨み 104
64435 窓下ヒーター2 142
33525 豆かんてん・黒蜜 109
10178 豆しょう〈再仕込醤油〉 1
10248 マヨネーズ・甘口 16
10249 マヨネーズ・辛口 16
53716 マリンコラーゲン 115
32863 まるごと小魚 98
21738 国産有機まるごとトマト 61
33657 まるごと有機のブランチップス 37
64600 マルチヒーター 142
10374 まろやか豆乳鍋スープ 26
42972 マンゴードリンク 77
10793 麻婆鍋の素 25
21535 麻婆豆腐の素 65
21765 有機麻婆の素 67
21753 麻婆の素 68

42913 みかんサイダー＋レモン 78
43444 有機みかんジュース 76
33417 みかんのドリンク 96
33475 有機水ようかん・小倉 109
33492 有機水ようかん・こし 109
33493 有機水ようかん・抹茶 109
21099 みそらーめん 48
21705 有機ミックスビーンズ 61
63885 みつろうラップ・青色Ｌ 136
63884 みつろうラップ・青色Ｍ 136
63883 みつろうラップ・青色Ｓ 136
63876 みつろうラップ・すおう色Ｌ 135
63875 みつろうラップ・すおう色Ｍ 135
63874 みつろうラップ・すおう色Ｓ 135
63873 みつろうラップ・泥色Ｌ 135
63872 みつろうラップ・泥色Ｍ 135
63871 みつろうラップ・泥色Ｓ 134
63882 みつろうラップ・ひすい色Ｌ 136
63881 みつろうラップ・ひすい色Ｍ 136
63880 みつろうラップ・ひすい色Ｓ 135
63879 みつろうラップ・みつろう色Ｌ 135
63878 みつろうラップ・みつろう色Ｍ 135
63877 みつろうラップ・みつろう色Ｓ 135
64623 ミニエアクリーナー　ホワイト　 140
64624 ミニエアクリーナー　レッド　 140
33086 ミニえびまるせん 97
33006 ミニ柿ピー 98
32740 ミニ小魚スナック 97
32872 ミニどうぶつビスケット 97
33061 ミニどら焼 94
22351 ミニとろイワシ・味付 59
33379 ミニバウムクーヘン 93
32820 ミニミレービスケット 96
32743 ミニ野菜スティック 97
10132 美濃有機玄米黒酢 5
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10095 みやこの料理酒 7
64259 ミルキィスタイリングフォーム 118
33338 ミルクキャラメル 92
33044 ミルクスティック 84
32850 ミレービスケット 84
32836 ミレービスケットノンフライ 84
33016 ミントガム 93
21791 有機ミートソース 68
21751 ミートソース・レトルト 68

33166 昔ながらのしょうがあめ 106
33498 有機むき栗・天津あまぐり 108
41397 有機・麦茶 71
41413 国内産・麦茶〈Ｔ．Ｂ〉 71
41396 有機麦茶・ティーバッグ 71
10776 国産有機・麦味噌 3
21712 有機蒸し大豆 61
21687 有機蒸しひよこ豆 62
21690 有機蒸しミックスビーンズ 62
21668 国産蒸しもち麦 62
10544 無双信州味噌 3
41410 有機・無双番茶 70
41401 無双番茶 70
41402 有機・無双番茶〈Ｔ．Ｂ〉 70
41409 無双番茶・徳用 70
20931 無双本葛１００％ 30
20935 無双本葛１００％粉末 30
20960 無双本葛１００％粉末・お徳用 30
22269 無添加･だしパック(精進だし)[黄] 22
22268 無添加･だしパック(鰹昆布だし)[青] 22
33106 無添加・山田錦せんべい袋入・塩 101
63510 無添加せっけんシャンプー泡タイプ 125
63511 無添加せっけんシャンプー泡タイプ詰替 125
63384 無添加せっけんシャンプー専用リンス 125
63385 無添加せっけんシャンプー専用リンス詰替 125
10073 無添加 長崎麦みそ 3
63388 無添加フェイシャルソープ 125
63389 無添加フェイシャルソープ詰替用 125
63448 無添加ボディソープたっぷり泡 125
63449 無添加ボディーソープたっぷり泡詰替用 125
21650 国内産無漂白・糸かんてん 39
32779 紫いもチップ 88

33112 召しませ日本・玄米塩おかき 100
33113 召しませ日本・玄米醤油おかき 100
33115 召しませ日本・玄米ぽん煎餅 100
33102 召しませ日本・島醤油煎餅 101
33116 召しませ日本・丹波黒豆玉子煎餅 100
33109 召しませ日本・焼塩煎餅 100
10365 めんつゆ 22
10337 めんつゆ・ストレートタイプ 22
10509 オーガニックメープルシロップ 11

64148 モイスチャーパクト用パフ・丸形 121
20977 もずくスープ〈ＦＤ〉 50
20891 岩手県産・もちあわ 33
20890 岩手県産・もちきび 33
10450 もち米飴 11
21602 もちふ 38
33383 もものドリンク 96
21767 有機もやし味噌炒めの素 68
10395 モンゴル塩 9
10403 モンゴル塩こしょうミル付 21
10397 モンゴル塩（ミル付き） 9
10398 モンゴル塩こしょう 21

22343 焼き塩さば 60
21060 焼そば 44
10855 やきそばソース 14
10353 焼肉のたれ 24
10339 焼肉のたれ・醤油 24
10340 焼肉のたれ・味噌 24
22251 焼のり 42
21601 やきふ 38
33660 焼めざし 106
63546 薬用せっけんハミガキ・スペアミント 128
10385 野菜がおいしいとり塩鍋スープ 26
43409 国産有機野菜ジュース 75
43422 有機野菜使用・野菜ジュース 75
43424 有機野菜使用・野菜ジュース無塩 75
33039 野菜スティック 84
32756 野菜スナック 88
10763 野菜でうまみ〈食塩無添加〉 21
43447 有機野菜とバナナのスムージー 75
10271 国産なたね油使用･野菜ドレッシング 17
10761 野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉 21
10762 野菜のおかげ〈国内産野菜使用〉徳用 21
33029 国産野菜のかりんとう 97
10546 国産野菜のカレー甘口 66
10547 国産野菜のカレー辛口 66
21377 国産野菜の五目ちらしずしの素 53
33057 国産野菜のチップス 89
43408 有機野菜飲むならこれ！１日分 75
32853 野菜プチクッキー 96
21104 野菜ラーメン 〈ノンフライ〉 47
33080 やさしいラムネ 96
10530 野生黒蜂蜜 29
21728 野生種なめ茸 64
41468 野茶い焙煎 73
41530 野茶い焙煎・詰替用 73
30012 山田錦せんべい箱入･海老 147
30011 山田錦せんべい箱入･塩 147
30013 山田錦せんべい箱入･詰合せ 147
21823 宍道湖産大和しじみ 59
32765 やわらか仕立ての大豆＆玄米バー 86
53505 陽泉 113

10441 優糖精 10
10142 有機ゆず果汁 6
10134 ゆず醤油かけぽん 23
10554 有機ゆずフルーツスプレッド 28
10795 ゆずぽん酢 23
21725 オーガニックゆであずき・缶入 63

63462 浴用石けん 128

22227 羅臼昆布・切りおとし 41
10451 羅漢果顆粒ゴールド 11
33489 有機・楽笑栗 108
53660 卵黄油 115
21136 有機育ち・有機らーめん〈醤油味〉 47
21137 有機育ち・有機らーめん〈味噌味〉 47
10632 一番搾り胡麻油使用・辣油 14

41478 有機リカフェ・ファミリー 114
41477 有機リカフェ・ボックス 114
64146 リクイドファンデーション用パフ・ひし形 121
22212 利尻昆布 41
20943 リブレフラワー・ブラウン（深炒り焙煎） 31
20942 リブレフラワー・ホワイト（浅炒り焙煎） 31
63689 リマナチュラルヘナ・インディゴ 119

63697 リマナチュラルヘナ・オレンジ 119
63694 リマナチュラルヘナ・オレンジ徳用 119
63699 リマナチュラルヘナ・ダークブラウン 119
63696 リマナチュラルヘナ・ダークブラウン徳用 119
63698 リマナチュラルヘナ・ライトブラウン 119
63695 リマナチュラルヘナ・ライトブラウン徳用 119
33447 有機緑豆チップス 82
21632 緑豆はるさめ 39
21502 リンケッツ 64
33041 りんごガム 93
43403 オーガニックりんごジュース 76
33422 りんごのドリンク 95

64138 ルースパウダー〈フェイスパウダー〉 121

10357 レトルト・ベジタリアンのための根菜カレー 66
10358 レトルト・ベジタリアンのための豆カレー 67
10359 レトルト・ベジタリアンのための野菜カレー 67
10150 オーガニックレモン100％しぼりたて 6
10822 国産有機レモン果汁 6
42911 レモンサイダー 78
10560 有機・レモンマーマレード 28
53516 蓮根粉末 〈コーレン〉 112

21057 ロングパスタ〈北海道産小麦粉〉 44

20971 わかめみそ汁 50
10938 和然鰹だしつゆ 22
10936 和然昆布つゆ 23
33779 ワッフルクッキー・にんじん 107
33778 ワッフルクッキー・プレーン 107
33780 ワッフルクッキー・ほうれんそう 107
21528 和風野菜大豆ボール 65
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64115 ピュアリップスティック・レッドワイン 121
64181 ピュアローション〈化粧水〉 116
64184 ビューティーエッセンス〈美容液〉 117
63547 ビューティーソープ 128
21706 有機ひよこ豆 61
10898 平飼い鶏の有精卵タルタルソース 16
10894 平飼い鶏の有精卵マヨネーズ 16
10373 ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ 26
10683 ピーナッツバター 27
70672 ピーナッツバター 28

43451 フェッラレッレ炭酸水 77
43452 フェッラレッレ炭酸水 77
33420 ふ菓子 84
10992 冨貴のつゆ・イタリアントマト 24
10998 冨貴のつゆ・梅かつお 24
10997 冨貴のつゆ・ごま味噌豆乳 24
10993 冨貴のつゆ・塩レモン 24
21272 国産・福神漬 57
10784 富士玄米黒酢 5
10785 富士玄米黒酢 5
10135 富士すし酢 6
10786 富士すのもの酢 6
10819 富士酢プレミアム 5
10783 富士酢プレミアム 5
10792 富士ピクル酢 6
10144 富士ゆずぽん酢 23
43434 国産ふじりんご１００ 77
33131 節れんこんのど飴 105
53504 節蓮根粉末 112
53812 有機フジワラの青汁・粉末タイプ 114
21862 秋田県産ふっくらやわらか有機玄米 54
43446 オーガニックぶどうサイダー＋レモン 77
33423 ぶどうのドリンク 95
33410 ふところ餅 94
22228 国内産・ふのり 42
41494 オーガニックブラックココア 73
33323 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・アーモンド 81
33326 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ココナッツ 82
33325 オーガニックフルーツ＆ナッツバー・ザクロ 81
53590 フルーツビネガー有機りんごの酢 79
33081 フルーツラムネ 96
43439 有機フルーティーMixジュース+野菜 77
33146 ブルーベリーゼリー・完熟味 105
10562 国産ブルーベリーのジャム 27
32769 フレッシュゼリー 95
63607 プレミアムアイクリーム〈目元・口元用クリーム〉 117
64137 プレミアムエステパック〈泥パック〉 117
21643 フレーク寒天 39
64888 風呂用浄水器アクアセンチュリーレインボー 138
32747 ふわふわチップ にんじん味 86
10462 粉末黒糖 11

64846 ヘアカラースティック・ダークブラウン 129
64166 ヘアクリーム 118
64176 ヘアトニック 118
20821 米粒麦〈国内産〉 33
11519 ベジタブルミートソース　トマトソース味 65
21102 ベジタリアンのソース焼そば 49
10380 ベジタリアンのためのカレー 18
21789 ベジタリアンのためのグラタンミックス（パスタ付） 18
10383 ベジタリアンのためのシチュー 18
21101 ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん 49
21108 ベジタリアンの豚骨風らーめん 49
21110 ベジタリアンのためのラーメン・醤油 49
21111 ベジタリアンのためのラーメン・みそ 49
21512 ベジツナ 64
64890 ベジフルZ・ヨコ型低速回転ジューサー 139

32794 ベジポリ　玉ねぎ＆パセリ 89
32795 ベジポリ　紫いも＆メープル 90
10392 有機ペッパーソルト 20
10475 有機ペッパーソルト・詰め替え用 20
64208 ヘナオーガニータ・アースブラウン 129
64207 ヘナオーガニータ・サハラブラウン 129
64209 ヘナオーガニータ・ディープブラウン 129
64206 ヘナオーガニータ・ビターオレンジ 129
10780 紅玉梅酢 7
21221 国産有機・紅玉梅干 57
28108 国産・紅玉小梅 57
41388 べにふうき緑茶・ＴＢ 72
20764 ベーキングパウダー 32

21747 有機回鍋肉（ホイコーロー）の素 67
64412 防虫香・菊花せんこう 132
33635 宮崎県産ほしいも 108
32808 干し柿寒天 95
33756 純国産北海道おかき とうもろこし 102
33772 純国産北海道かりんとう 103
33782 純国産北海道皮付さきいか 104
33754 純国産北海道きなこかりんとう 103
33776 純国産北海道きなこねじり 103
33771 純国産北海道黒豆の甘納豆 103
33685 純国産北海道鮭とば 104
21663 北海道全粒粉小町麩 38
21662 北海道全粒粉豆麩 38
33680 純国産北海道２色の煎り大豆 103
33470 北海道のほしいも 104
33777 純国産北海道のりかりんとう 103
33687 純国産北海道バタークッキー 103
33757 純国産北海道はちみつミントのど飴 104
33677 純国産北海道パリポリ昆布 104
33781 純国産北海道ホタテ貝ひも 104
33727 純国産北海道ポップコーン 102
33673 純国産北海道ぼーろ 104
33688 北海道米の甘だれ醤油せんべい 102
33689 北海道米の野菜せんべい 102
20949 ホットケーキミックス・砂糖入り 32
20948 ホットケーキミックス・無糖 32
63970 ホットパッチ 132
63606 ボディケアセラム 117
33000 ポテトチップス 88
33558 純国産ポテトチップス・うすしお味 102
33482 純国産ポテトチップス・黒ごま 102
33478 純国産ポテトチップス・柚子 102
33491 純国産ポテトチップスのり塩 102
21691 有機ほの甘あずき 62
64261 ボリュームアップシャンプー 119
63702 ボリュームアップシャンプー・詰替 119
64262 ボリュームアップリンス 119
63703 ボリュームアップリンス・詰替 119
10364 ホワイトソース 18
33298 本葛仕立水ようかん 109
33299 本くず餅 109
33297 本くず湯〈生姜〉 110
33296 本くず湯 〈詰合せ〉 110
33295 本くず湯 〈蓮根〉 110
10145 有機ぽん酢しょうゆ 23
10113 本造り米酢 4
21790 本造りなめ茸 64
10931 本場長崎ちゃんぽん鍋つゆ 25
21249 本干たくあん 57
33300 本わらび餅 109
21633 ホーザンビーフン 39
63069 ホーリーバジルインフューズドバーム 123
21830 有機ホールトマト 61

20978 毎日かんたんおみそ汁 50
10638 まいにちのこめ油 13
64170 マイルドシャンプー 118
64171 マイルドシャンプー・徳用（ポンプ式） 118
64172 マイルドシャンプー・詰替 118
64173 マイルドリンス 118
64174 マイルドリンス・（徳用）ポンプ式 118
64175 マイルドリンス・詰替 119
22370 真いわしの水煮 61
22353 鮪ライトツナフレーク・油漬 60
22352 鮪ライトツナフレーク・オイル無添加 60
22221 北海道函館産・真昆布 41
64452 マジックブラウン圧力鍋・２．８Ｌ 136
64453 マジックブラウン圧力鍋・４．５Ｌ 136
64454 マジックブラウン圧力鍋・６．０Ｌ 137
33143 抹茶ゼリー・濃茶の旨み 104
64435 窓下ヒーター2 142
33525 豆かんてん・黒蜜 109
10178 豆しょう〈再仕込醤油〉 1
10248 マヨネーズ・甘口 16
10249 マヨネーズ・辛口 16
53716 マリンコラーゲン 115
32863 まるごと小魚 98
21738 国産有機まるごとトマト 61
33657 まるごと有機のブランチップス 37
64600 マルチヒーター 142
10374 まろやか豆乳鍋スープ 26
42972 マンゴードリンク 77
10793 麻婆鍋の素 25
21535 麻婆豆腐の素 65
21765 有機麻婆の素 67
21753 麻婆の素 68

42913 みかんサイダー＋レモン 78
43444 有機みかんジュース 76
33417 みかんのドリンク 96
33475 有機水ようかん・小倉 109
33492 有機水ようかん・こし 109
33493 有機水ようかん・抹茶 109
21099 みそらーめん 48
21705 有機ミックスビーンズ 61
63885 みつろうラップ・青色Ｌ 136
63884 みつろうラップ・青色Ｍ 136
63883 みつろうラップ・青色Ｓ 136
63876 みつろうラップ・すおう色Ｌ 135
63875 みつろうラップ・すおう色Ｍ 135
63874 みつろうラップ・すおう色Ｓ 135
63873 みつろうラップ・泥色Ｌ 135
63872 みつろうラップ・泥色Ｍ 135
63871 みつろうラップ・泥色Ｓ 134
63882 みつろうラップ・ひすい色Ｌ 136
63881 みつろうラップ・ひすい色Ｍ 136
63880 みつろうラップ・ひすい色Ｓ 135
63879 みつろうラップ・みつろう色Ｌ 135
63878 みつろうラップ・みつろう色Ｍ 135
63877 みつろうラップ・みつろう色Ｓ 135
64623 ミニエアクリーナー　ホワイト　 140
64624 ミニエアクリーナー　レッド　 140
33086 ミニえびまるせん 97
33006 ミニ柿ピー 98
32740 ミニ小魚スナック 97
32872 ミニどうぶつビスケット 97
33061 ミニどら焼 94
22351 ミニとろイワシ・味付 59
33379 ミニバウムクーヘン 93
32820 ミニミレービスケット 96
32743 ミニ野菜スティック 97
10132 美濃有機玄米黒酢 5
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本カタログ掲載商品について
※２０１9年10月現在の最新情報を掲載しています。
※法律の改正により、消費税の変更等で税込価格が変わる場合がございます。
※価格・デザイン・仕様等を予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合がございますので予めご了

承ください。
※印刷のため、色彩が現品とは異なる場合がございます。 
※一部商品は在庫していないため、すぐにお届けできない場合がございます。

　2019年10月現在、日本で流通が認められている遺伝子組み換え作物は、大豆、とうもろこし、ばれ
いしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤです。これら８作物を使った加工食品には、遺
伝子組み換え作物使用についての表示義務があります（油、醤油などは除く）。
　日本では、遺伝子組み換え食品の安全性の評価を国が行い、問題がないと判断された遺伝子組換
え食品だけが流通を認められています。しかし弊社は、遺伝子組み換え食品に反対の立場です。種の
壁を超える遺伝子操作の安全性を立証するデータが不十分であるとともに、人間にとって本来食べも
のはどうあるべきかを問うマクロビオティックの考え方にもそぐわないからです。
　弊社では、取扱品の中から、遺伝子組み換え不分別の原料、および不分別原料由来の原材料を極力
排除しています。各商品の「遺伝子組み換え原料の分別状態」は、以下のマークでご確認いただけます。

遺伝子組み換え作物及びそれを使った原料について

商品表記のご説明

各マークの説明

＊ 「商品名」及び「原材料」は、スペースの都合により実際の商品の表示と異なる場合がございます。
＊ 季節商品は、季節によって取り扱いしていない場合がございます。
＊ 限定商品は、生産の時期や数量が限られています。時期により取り扱いしていない場合や生産後すぐに完売し

てしまう場合がございます。
＊ 直送商品は、在庫していませんが、ご注文いただきましたらメーカーより指定のお届け先に直接お送りします。
＊ 取寄せ商品は在庫していませんので、ご注文を頂いてからお届けまで数日（７～１０日程度）かかります。
＊ 発注単位が記載されている商品は、その数量または倍数でご注文ください。 
（例：発注単位【6】の場合、ご注文は6個、12個、18個･･･でお願いします）

ご注意ください

「遺伝子組み換え原料」とは、遺伝子組み換えされた農作物及びそれが不分別の原料を基につくられた原材料を統合したもの
を言います。

有機JAS認定マーク

アレルゲンマーク
各アレルゲンが含まれていることを示しています。
大豆につきましてはムソー独自の追加項目です。

有機ＪＡＳ認定を受けた商品です。

その季節のみ販売している商品です。

限定商品マーク
直送商品マーク
取寄せ商品マーク

※ 消費税は軽減税率８%、標準税率10%の税込価格です。

「遺伝子組み換え原料」とはまったく
無縁な食品（8作物を含まない食品）

ＧＭＯ－Ｆｒｅｅ、「遺伝子組み換え原料」の
割合が０．１％未満

ＮＯＮ－ＧＭＯ、「遺伝子組み換え原料」の
割合が５％未満

上記の他の食品

原材料

栄養成分 100ｇあたり

商品名
メーカー名

¥本体価格（税込価格）

商品説明欄

商品写真

エネルギー 00kcal
たんぱく質 00g
脂質 00g
炭水化物 00g
糖質 00g
食物繊維 00g
ナトリウム 00mg
食塩相当量 00g

大豆

直送

直送

直送

かに 大豆乳 卵 小麦 そば 落花生 えび

限定

取寄せ

冬季
夏季 季節商品マーク

※

栄養成分表　Ｔｒ・・・微量

遺伝子記号　ページ下部参照

容量：00g ●● 入数：00　
商品サイズ：00×00×00mm
商品重量：00g ●●

●

賞：00年

ムソーコード

生態系に有害である農薬、化学肥料の使用を控え、3年以上
化学合成農薬、化学肥料、化学土地改良材を使用していな
い土地で作られた農作物を優先して使用します。

有機農産物優先1

日本の食料自給率アップ、日本の大地の秩序回復、日本の伝
統食復権のため、国内産農作物原料を優先して使用します。
その中でも、産地特定・トレースできて安全の担保ができる
国内産農産物を最優先して使用します。

国内産農産物優先2

指定添加物および既存添加物（天然添加物）の使用は認め
ません。
ただし品質都合上、食品添加物を使用する場合、添加の必
要性、安全性を確認検討し、最小限の使用を容認します。

食品添加物使用禁止3

化学調味料（うまみ調味料）は使用しません。
化学調味料（うまみ調味料）使用禁止4

安全性についての疑問、他品種との交雑による環境汚染問
題、作物の種を一部企業が独占する危惧を考慮し、「遺伝子
組み換えされた農産物」および「遺伝子組み換え不分別の
農産物」は使用しません。

遺伝子組み換え原料使用禁止5

自主基準に沿って、放射性核種（セシウム-134・セシウム
-137）を確認します。
※放射性物質測定基準は随時見直しを行い環境状況に対応してまいります。
※詳しくは、ムソーホームページ（www.muso.co.jp）より「放射能物質検査の取り組
みについて」をご参照ください。

放射性物質を確認6

製造から消費、廃棄に至るまで人体にとって安全であり、環
境への負荷の少ない容器包材を選択します。

環境負荷の少ない容器包材の使用7

ムソーブランド基準

以上の基本姿勢を遵守するために、以下の7つの約束を遵守します。ムソー7つの約束

顔の見える生産地からの原材料確保、すなわち誰がどこでどのようにして作ったかのトレーサビリティー確保による安全性の追求に努
めます。

安全性の確保を最優先1

原材料の持つ栄養・風味をできる限り保持した健全でおいしい商品開発に努めます。そのために新鮮で上質な原材料を確保し、
化学調味料をはじめとする食品添加物を必要としない商品を開発します。

素材を活かしたおいしさを追求2

味わいや風味を豊かにし機能性成分強化につながる発酵食品を推奨します。日本古来の製造技術と思いを継承し、
食べ物本来の深みある味をひきたたせる伝統製法を推奨します。

発酵食品・伝統製法の推奨3

ムソーの原点であるマクロビオティック生活を提案すると同時に、最新の科学的・医学的知見に基づいた生活提案にも取り組みます。
自律神経のバランスを整えて免疫力を上げるには、適度な運動・質の良い睡眠・栄養バランスのとれた食生活が大切です。

真の健康を確立する生活提案4

ムソーブランド商品は、私たちムソーの理想を社会に向けて表現できる最高のツールです。この基本姿勢で示した「安全性」「おいしさ」
「発酵食品・伝統食品」「真の健康」をキーワードに、ムソーならではの独自性・物語性の高い商品開発と安定供給に努めます。

オリジナリティーを重視5

ムソーブランド商品の開発・製造において以下の5つの基本姿勢を遵守します。5つの基本姿勢

はじめに

　ムソーブランド商品については「商品取り扱い基準」に沿ってよりよい商品を開発します。
ここに宣言した「５つの基本姿勢」「７つの約束」とともに「ムソーブランド商品基準」を今後も適宜見直
し、時代に合わせてさらなるレベルアップを永続的に図ります。
　この取り組みによって、消費者の安心・安全・健康に寄与するとともに、持続可能な環境保全型第一次
産業、伝統製法を受け継ぐ加工業者を応援してまいります。
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