2021 年 7 月号
保存版

食品原材料一覧

新商品
有機純玄米使用・ポン菓子
海鮮だし味

うるち玄米 ( 北海道産）、乾燥オキアミ ( オキアミ（国産））、醤油（本醸造）、砂糖（てんさい）、
だし（鰹節、真昆布（北海道産））、有機白ごま、乾燥片口いわし（片口いわし（国産））、食塩、
MS291
乾燥あおさのり、乾燥青のり（一部に小麦・大豆・ごまを含む）
北海道新篠津村産有機玄米を使用・油不使用

有機純玄米使用・ポン菓子
焼きとうもろこし味

うるち玄米 ( 北海道産）、乾燥とうもろこし ( とうもろこし（北海道産））、甜菜シロップ、
MS292 とうもろこしフレーク（とうもろこし（北海道産））、醤油（本醸造）（大豆を含む）、食塩
北海道新篠津村産有機玄米を使用・油不使用

オーガニック
アップルジュース

H0355 有機りんご（イタリア）

オーガニック
ピーチミックスジュース

H0356 有機ももピューレ、有機濃縮りんご果汁、有機濃縮レモン果汁（イタリア）

オーガニック
オレンジミックスジュース

H0357 有機オレンジ果汁、有機濃縮りんご果汁（イタリア）
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安全すたいるオリジナル
幸せになるだし 180g

A0809 胡麻、いわし煮干し、焼あご（飛魚）、昆布

天然だし調味粉 180g

A0810 いわし煮干し、焼あご（飛魚）、昆布

ミネラルラーメン

めん（小麦粉（国内製造）、小麦全粒粉（国内製造）、植物性たん白、食塩、馬鈴しょでん粉）、
添付粉末調味料（すりゴマ、煮干し粉、チキンエキスパウダー、醤油パウダー、砂糖、食
A0708
塩、焼きあご粉末、酵母エキス、デキストリン、オニオンパウダー、発酵調味料、昆布粉末、
麦芽エキスパウダー、ごま油、香辛料）／かんすい（一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む）

だし
無添加白だし三合わせ

S0005 風味原料（いわしぶし、とびうお煮干、昆布）、天日塩、三温糖

だしはこれ

S0017 国内産まいわし、国内産かたくちいわし、食塩

天然だしパック だしはこれ

S0018 まいわし、かつお、昆布、しいたけ

ままの恵み（焼あご粉末）

S0022 長崎県産あご（飛魚）

根昆布入昆布粉末

MS280 真昆布（北海道函館産）

即席麺
油揚げめん〔小麦粉、植物油脂 ( パーム油 )、澱粉、植物性たん白、食塩〕、チキンエキス、食塩、
醤油粉末（大豆・小麦を含む）、砂糖、酵母エキス、デキストリン、野菜粉末、野菜エキス、
お湯かけ麺（チキンしょうゆ） L0030
発酵調味料、麦芽エキス、白ごま、ごま油、乾燥ねぎ、香辛料、昆布粉末、貝カルシウム、
酸化防止剤（ビタミンＥ）
油揚げめん〔小麦粉、植物油脂 ( パーム油 )、澱粉、植物性たん白、食塩〕、食塩、チキンエキス、
酵母エキス、砂糖、ポークエキス、発酵調味料、野菜粉末、白ごま、醤油粉末（大豆・小
お湯かけ麺（シーフードしお） L0031
麦を含む）、乾燥わかめ、ホタテエキス、香辛料、乾燥たまねぎ、えび粉末、いか粉末、ア
サリエキス、ごま油、昆布粉末、貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンＥ）
お湯かけ麺（わかめうどん）

油揚げめん〔小麦粉、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物性たん白、食塩〕、添付調味料〔食塩、
糖類、醤油粉末（大豆・小麦を含む）、酵母エキス、かつおエキスパウダー、デキストリン、
L0066
麦芽エキス、乾燥わかめ、かつお節粉末、昆布粉末、乾燥ねぎ、ごま油〕、酸化防止剤（ビ
タミンＥ）

お湯かけ麺（カレーうどん）

油揚げめん〔小麦粉、植物油脂（パーム油）、澱粉、植物性たん白、食塩〕、添付調味料〔澱粉、
L0067 食塩、糖類、酵母エキス、香辛料、醤油粉末（大豆・小麦を含む）、オニオンパウダー、オ
ニオンエキスパウダー、乾燥ねぎ、昆布粉末、乾燥とうもろこし〕、酸化防止剤（ビタミンＥ）

しょうゆらーめん

油揚げめん［小麦粉、植物油脂（パーム油、ごま油）、卵白、小麦たん白、食塩、卵殻カル
シウム］、食塩、砂糖、粉末しょうゆ、酵母エキス、魚醤パウダー、肉エキス（チキン、ポーク）、
F0310
香辛料、ココアパウダー、ほたてエキス、ねぎ、混合節粉末（かつお、さば）、麦芽エキス、
ごま油（原材料の一部に大豆を含む）

ごまらーめん

油揚げめん［小麦粉、植物油脂（パーム油、ごま油）、卵白、小麦たん白、食塩、卵殻カ
ルシウム］、食塩、砂糖、酵母エキス、粉末しょうゆ、ごま、肉エキス（チキン、ポーク）、
F0311
魚醤パウダー、香辛料、ごま油、ココアパウダー、ねぎ、混合節粉末（かつお、さば）、麦
芽エキス、するめパウダー（原材料の一部に大豆を含む）

みそらーめん

油揚げめん［小麦粉、植物油脂（パーム油、ごま油）、卵白、小麦たん白、食塩、卵殻カル
F0312 シウム］、粉末みそ、食塩、砂糖、酵母エキス、ほたてエキス、混合節粉末（かつお、さば）、
香辛料、チキンエキス、ねぎ、ごま油（原材料の一部に大豆を含む）

しおらーめん

油揚げめん［小麦粉、植物油脂（パーム油、ごま油）、卵白、小麦たん白、食塩、卵殻カル
F0317 シウム］、食塩、砂糖、チキンエキス、ごま、酵母エキス、香辛料、ねぎ、ごま油（原材料
の一部に大豆を含む）

液体ソース焼そば

油揚げめん［小麦粉、植物油脂（パーム油、ごま油）、卵白、小麦たん白、食塩、卵殻カル
シウム］、ソース［砂糖、トマトピューレー、食塩、醸造酢、りんごパルプ、ごま油、酵母
F0319
エキス、香辛料、麦芽エキス］、ふりかけ［青のり、紅しょうが］、
（原材料の一部に大豆を
含む）
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どんぶり麺・きつねうどん

油揚げめん（小麦粉、パーム油、馬鈴薯でんぷん、食塩、しょうゆ（大豆、小麦を含む）
、オ
MS031 ニオンパウダー）
、食塩、砂糖、粉末醤油（大豆、小麦を含む）
、油揚げ、デキストリン、魚醤
粉末、酵母エキス、ねぎ、ほたてエキス、混合節粉末（サバを含む）
、ごま油、昆布粉末

どんぶり麺・納豆そば

油揚げめん（小麦粉、そば粉、パーム油、馬鈴薯でん粉、食塩）、納豆、食塩、粉末醤油（大
MS034 豆、小麦を含む）、砂糖、酵母エキス、ねぎ、混合節粉末（カツオ節、サバ節）、魚醤粉末、
ほたてエキス、椎茸エキス、麦芽エキス、ごま油

食塩不使用そうめん

F0320 北海道産有機小麦粉

ジロロモーニシリーズ
有機エキストラヴァージン
オリーブオイル 250 ㎖

L0075 有機食用オリーブ油（イタリア）

有機パスタソース
トマト & バジル

L0037

有機トマト〔イタリア〕、有機たまねぎ〔イタリア〕、有機食用オリーブ油〔イタリア〕、有
機にんじん〔イタリア〕、有機バジル〔イタリア〕、有機セロリ〔イタリア〕、食塩〔イタリア〕

ルウ・レトルトカレー・乾燥スープ・その他
麻婆豆腐の素 ( レトルト )

野菜（玉ねぎ、にんにく、しょうが、長ねぎ )、醤油（大豆、小麦を含む )、鶏肉、べに花油 ( 有
L0018 機栽培 )、砂糖、でん粉、ごま油、味噌（大豆を含む )、ホタテエキス ( 大豆、小麦を含む )、
ラージャン、酵母エキス、食塩、米酢、香辛料

ベジタリアンのための
豆カレー（レトルト）

国内産野菜（玉ねぎ、にんにく）
、国内産豆（大福豆、手亡豆、青えんどう）
、トマトピューレ、
植物性油脂、小麦粉、昆布だし、砂糖、マンゴーチャツネ、食塩、香辛料、しょうゆ、ピーナッ
F0309
ツペースト、味噌、カレー粉、発酵調味料、酵母エキス、ココアパウダー ※ 原材料の一部に
大豆を含む

有機ミートソース

野菜（有機たまねぎ、有機にんじん、有機トマト、有機にんにく）、有機牛肉、有機トマトペー
F0508 スト、有機トマトケチャップ、有機ウスターソース、ばれいしょでんぷん、食塩、有機砂糖、
有機オリーブオイル、香辛料、（原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む）

チキンカレー
( 中辛・レトルト )

炒め玉ねぎ、鶏肉、野菜（にんじん、にんにく、しょうが）、小麦粉、トマト ( 有機栽培 )、
L0013 りんごピューレ、べに花油 ( 有機栽培 )、チキンスープ、カレー粉、醤油 ( 大豆、小麦を含む )、
砂糖、全粉乳、食塩、マーガリン ( 乳、大豆を含む ) 、野菜エキス、酵母エキス

ハヤシビーフ ( レトルト )

野菜（玉ねぎ、マッシュルーム、にんにく）、牛肉、トマト ( 有機栽培）、小麦粉、チキンスー
L0014 プ、炒め玉ねぎ、砂糖、べに花油 ( 有機栽培 )、ワイン、醤油 ( 大豆、小麦を含む )、全粉乳、
ポークエキス、食塩、レモン濃縮果汁、野菜エキス、麦芽エキス、酵母エキス

オニオンスープ 5 個

チキンエキス、澱粉、醤油、オニオンエキス、砂糖、白菜エキス、パーム油、酵母エキス
L0022 パウダー、にんにく、デキストリン、香辛料、うきみ（ソテーオニオン（たまねぎ、パー
ム油）、乾燥パセリ )、（原材料の一部に小麦、大豆を含む。）

植物油 ( べに花油、パーム油 )、小麦粉、砂糖、調味料 [ チキンブイヨン、酵母エキス ( 大
マイルドカレー ( 甘口・ルウ ) L0007 豆を含む )、チキンエキス ]、カレー粉、食塩、りんご果汁、脱脂粉乳、粉末トマト、麦芽
エキス、香辛料、別添小袋（カレー粉、香辛料）
植物油 ( べに花油、パーム油 )、小麦粉、砂糖、調味料 [ チキンブイヨン、酵母エキス ( 大
豆を含む )、チキンエキス ]、カレー粉、食塩、りんご果汁、麦芽エキス、香辛料

グルメカレー ( 中辛・ルウ )

L0008

インドカレー ( 辛口・ルウ )

植物油 ( べに花油、パーム油 )、小麦粉、調味料 [ 酵母エキス ( 大豆を含む )、チキンブイヨン、
L0009 チキンエキス ]、砂糖、カレー粉、食塩、りんご果汁、香辛料、麦芽エキス、別添小袋（カ
レー粉、香辛料）

ミネストローネ

醤油（大豆：アメリカ、小麦：アメリカ、カナダ、食塩：メキシコ）、チキンエキス（九州、
山口、広島、岡山、愛媛）、トマトペースト（イタリア）、澱粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、
L0088 食塩（メキシコ）、パーム油（マレーシア）、酵母エキスパウダー（大分、奈良）、香辛料（マレー
シア、インド、トルコ）、具［トマト・ジュースづけ（イタリア）、キャベツ（福岡）、玉ね
ぎ（佐賀、北海道）、ピーマン（宮崎）、いんげん（タイ）］

コーンクリームシチュー・ルウ L0017

植物油 ( べに花油、パーム油 )、小麦粉、粉乳 ( 脱脂、全脂 )、調味料 ( チキンブイヨン、酵母エキス）、
砂糖、食塩、コーンパウダー、パセリ ( 別添小袋 )

有機回鍋肉の素

有機米味噌（大豆を含む）、有機砂糖、有機コーンスターチ、有機米醗酵調味料、食塩、オ
イスターエキス、有機にんにく、胡麻油、唐辛子、有機醤油（大豆、小麦を含む）

F0510
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タイ・グリーンカレー

野菜（なすび、たけのこ）、有機ココナッツミルク、鶏肉、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
MS173
シード、有機ガランガル、有機カフィアライム、有機クミン）、植物油脂、有機砂糖、ナン
プラー（魚介類）、赤唐辛子／酸味料（クエン酸）

有機麻婆の素

有機醤油（大豆、小麦を含む）、有機米味噌（大豆を含む）、有機ばれいしょでんぷん、有
F0512 機米醗酵調味料、有機砂糖、有機にんにくピューレー、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

りんごピューレ、ソテーオニオン、トマトピューレ、にんじん、カレー粉、砂糖、ポーク
果実と野菜の本格カレーペー
MS226 エキス、チキンエキス、セロリ、チャツネ、食塩、発酵乳、ごまペースト、おろしにんに
スト
く
有機キーマカレー

野菜 ( 有機たまねぎ、有機にんじん）、有機牛肉、有機ウスターソース、有機トマトペース
F0519 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

植物素材のバターチキン風
カレー

トマトピューレ（トマト（国内産））、大豆たんぱく［大豆（国内産）
：遺伝子組換えでない］、
植物油脂〔なたね油［なたね（国内産）］〕、ココナッツミルク（タイ）、ソテーオニオン（兵
L0112 庫県淡路島）、カシューナッツ（インド、ベトナム）、おろししょうが（国内産）、おろしに
んにく（国内産）、ガラムマサラ、ウコン（中国）、砂糖［喜界島粗糖（鹿児島県喜界島）］、
食塩（オーストラリア、国内産）、シナモン（中国）、カルダモン（グアテマラ）

麺・粉類
北海道産かたくり粉

L0074 馬鈴薯澱粉（遺伝子組換えではありません。）

古式とろづけ讃岐うどん

L0080 小麦粉（香川県産）、塩（香川県産）

オーガニックパン粉

F0620 有機小麦粉、天然酵母、食塩

信州純そばがき

F0804 そば（北海道産）

有機穀物で作った天然酵母
（ドライイースト）
十勝産有機全粒粉

石臼挽き

F0625 有機とうもろこし、有機小麦、有機馬鈴薯でん粉、酵母
F0724 有機小麦（北海道産）

オーガニック食パンミックス
F0652 有機小麦全粒粉、有機砂糖、有機小麦でんぷん、食塩
粉（全粒粉）
玄米もち

MS172 水稲もち米（北海道）

玄米もち・よもぎ

MS172 水稲もち米（北海道）、よもぎ（青森）

米粉

F0720 無農薬米（福岡県産）

古代小麦有機スパゲッティー

L0100 有機デュラム小麦（グラツィエッラ・ラ）のセモリナ（イタリア）

北海道産有機小麦 全粒粉
F0071 有機小麦（北海道産）、塩、ベーキングパウダー（アルミニウムフリー）
ホットケーキミックス（無糖）
食塩不使用そうめん

F0320 北海道産有機小麦粉

オーサワの有機発芽玄米粥

SW012 有機発芽玄米（秋田）、食塩

オーサワの龍神梅入り玄米粥 SW013 有機発芽玄米（秋田、山形）、梅干し（和歌山）
特選そば
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F0808 そば粉 ( 国内産）

調味料 / 味噌・しょうゆ
「ゆっくりね のんびりと」
国産丸大豆しょうゆ

S0115 大豆、小麦、食塩

吟醸純生しょうゆ

S0201 国内産大豆、国内産小麦、食塩

有機しょうゆ

S0207 国内産大豆（遺伝子組換えでない）、国内産有機小麦、食塩

吟醸純生しょうゆ 200ml
デラミボトル

S0215

国内産大豆、国内産小麦、食塩

エクストラヴァージン
オリーブオイル

S0008 アルベクィーナ種オリーブオイル（スペイン）

一番しぼりサラダなたね油

S0021 食用なたね（オーストラリア産、非遺伝子組換え採種）

国産 100％なたね油

S0035 国産菜種

オーガニック粒マスタード

SW002 有機醸造酢（りんご酢）、有機マスタード、食塩

ロムロ エクストラバージン
オリーブオイル

F0418 オーガニック食用オリーブ油（スペイン）

京都山田のごま油

F0031 胡麻 ( エチオピア産 )

有機すだちぽん酢

F0504

一番しぼりのごま油

L0024 胡麻種子 ( 外国産 )

えごま一番胡麻ドレッシング

L0061

花兄園のマヨネーズ

F0403 食用植物油脂、卵、醸造酢、食塩、砂糖、香辛料

職人の夢

F0501

有機野菜・果実（りんご、にんじん、トマト、その他）、有機醸造酢（りんご酢）、食塩、香辛料、
有機醤油（大豆、小麦を含む）、こんにゃく粉、しいたけ、麦芽水飴

有機ウスターソース

F0502

有機野菜・果実（りんご、たまねぎ、にんにく、その他）、有機醸造酢（りんご酢）、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、昆布

有機トマトケチャップ

F0503

オイスターソース

F0506

チキンコンソメ（液体）

F0507

有機中濃ソース

有機醤油（大豆（遺伝子組み換えでない）、小麦を含む）、有機すだち、有機ゆず、麦芽水飴、
食塩、有機米醗酵調味料、有機ゆこう、こんぶ、乾しいたけ
練りごま、砂糖、醸造酢、食用植物油（えごま油、ごま油）、しょうゆ【大豆（遺伝子組み
換えでない）・小麦を含む】、食塩、ごま

有機トマト、糖類 ( 有機砂糖、水あめ )、有機醸造酢 ( 有機米酢、有機りんご酢 )、食塩、
有機玉ねぎ、有機にんにく、香辛料
かきエキス、砂糖、醤油（大豆、小麦を含む）、食塩、本みりん、有機ばれいしょでんぷん、
魚醤（いかを含む）、有機レモン
とりがらスープ、食塩、醤油（有機）（大豆、小麦を含む）、砂糖、たまねぎ（有機）、にん
じん（有機）、キャベツ（有機）、セルリー（有機）、香辛料

喜界島粗糖

L0025 さとうきび ( 鹿児島県喜界島産 )

すじ青のり

MS010 すじ青のり（高知県産 100％）

白コショー

MS011 白コショー（マレーシア）

黒コショー（荒挽）

MS012 黒コショー（マレーシア）

七味

MS013 本タカ唐辛子、金胡麻、山椒、すじ青のり、チンピ、おの実、けしの実

有機純米酢 900ml

MS195 有機米（秋田、大分、熊本）

有機加賀味噌

F0422 有機大豆（石川県）、有機米（石川県）、食塩

関西風お好みソース

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）、
F0505 糖類 ( 砂糖、有機みつ）、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

有機えごま油

F0084 有機食用えごま油（中国吉林省・長白山地方）

有機亜麻仁油

F0085 有機食用フラックス油（ニュージーランド）

NON-GMO ジ ュ ン コ オ イ ル
S0217 大豆油
920 ｇ 460 ｇ
有機ピザソース

原材料 有機トマト（イタリア）、有機たまねぎ、有機砂糖（ブラジル）、有機醸造酢（ドイ
L0113 ツ他海外）、食塩（イタリア）、有機食用オリーブ油（エキストラヴァージン：イタリア）、
有機香辛料（有機バジル・有機オレガノ・有機ホワイトペッパー）、有機にんにく

オーガニックアガベスウィー
ト

F0729 有機アガベ、有機マルトデキストリン

オーガニックレモン果汁

F0424 オーガニックレモン（イタリア）

有機純玄米黒酢

MS285 有機米（玄米）（国産）

有機ぽん酢しょうゆ

F0525

有機醤油 ( 大豆、小麦を含む )、有機米酢、有機ゆず、麦芽水飴、食塩、有機ゆこう、有機
すだち、有機米発酵調味料、こんぶ、乾しいたけ

5

乾物・副食品
山形県産

鮭焼きほぐし

L0117 鮭（山形県産）、食塩

とうきびフレーク

F0610 とうもろこし（北海道産）

かぼちゃフレーク

F0612 かぼちゃ（北海道産）

かねだ焼海苔セット

F0002 乾のり ( 国産 )

熟成 味のりセット

F0005 乾のり ( 国産 )、砂糖、食塩、昆布、海老、真鯛、牡蠣、唐辛子

きざみのり

F0007 乾のり ( 国産 )

天然・切り出し昆布

F0089 利尻昆布（北海道礼文、利尻島産）

とろろ昆布（利尻産）

F0016 昆布（道北産）、米酢

ごま塩黒（小袋入り）

F0091 胡麻（パラグアイ、ミャンマー）、塩（パキスタン）

韓国光天味付のり

F0037 乾のり（韓国産）、コーン油、ごま油、食塩

韓国光天のりふりかけ
（ごま風味）

F0040 乾のり（韓国産）、コーン油、ごま油、オリーブ油、砂糖、いりごま、食塩

ゴマプードル

F0087 ごま（エチオピア、グアテマラ）

九州産きくらげ

MS047 きくらげ（菌床）

大分産椎茸小粒どんこ

MS019 しいたけ（原木）

ねり胡麻チューブ・白

MS017 白ごま（ホンジュラス産）

有機切干大根

SW009 有機大根（長崎県産）

ツナのオリーブオイル漬け

F0906 ツナ、オリーブ油、食塩

イワシのオリーブオイル漬け

F0907 イワシ（ポルトガル産）、オリーブ油（スペイン産）、食塩（ポルトガル）

春雨

MS028 有機ばれいしょでん粉（北海道）、かんしょでん粉（鹿児島、宮崎）

有機・梅干

MS046 有機梅、漬け原材料（食塩、有機しそ）

ねり梅

F0522 梅、食塩（天日塩）

有機金時煮豆

MS026 有機金時豆、有機砂糖、有機黒糖、有機みりん、麦芽水飴

のり佃煮 ( 岩のり入 )

L0027 本醸造醤油（大豆・小麦を含む）、砂糖、のり ( ひとえぐさ、あまのり )、酵母エキス

いわし水煮

L0076 いわし（九州山陰）、食塩（イタリア）

いわし味付

L0116 いわし（西日本産）、醤油、砂糖（鹿児島県喜界島産）

あおさのり

F0008 あおさ（長崎県）

オイスターオリーブオイル漬 M5159 牡蠣（広島県産）、オリーブオイル、食塩
北海道有機大豆蒸し大豆

MS165 有機大豆（北海道産、遺伝子組換えでない）、食塩（赤穂の天塩）、有機米酢

乾燥れんこん

MS269 れんこん（熊本県産）

ちりめん

F0721 カタクチイワシ（九州・瀬戸内海産）、食塩

有機蒸しひよこ豆

MS220 有機ひよこ豆、天日塩、有機米酢

有機蒸しミックスビーンズ

MS221

有機ひよこ豆、有機大豆、有機青えんどう、有機赤えんどう、有機黒えんどう、天日塩、
有機米酢

鉄釜煮長ひじき

F0120 長ひじき（長崎県産）

北海道全粒粉小町麩

MS241 小麦粉（一部に小麦含む）

オーガニックゆであずき・缶
MS232 有機小豆、有機砂糖、食塩
入り
にぼし瀬戸内海産
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無添加

S0037 カタクチイワシ、食塩

塩無添加健康にぼし

S0038 カタクチイワシ

甘らっきょう

MS259 らっきょう、漬け原材料（砂糖、米酢、食塩）原料原産地名

熟成おかか

S0039 かつおふし（鹿児島）

根昆布入りとろろ昆布

L0106 昆布（青森県・北海道）、有機米酢（醸造地：岐阜県、米産地：アメリカ）

さば水煮

L0107 さば（西日本産）、食塩（イタリア）

さば味付

L0108 さば（西日本産）、醤油、砂糖（鹿児島県喜界島産）

高野山

ごまどうふ白

MS237 ごま、吉野葛 ( 葛でん粉、甘藷でん粉 )

高野山

ごまどうふ黒

MS238 ごま、吉野葛 ( 葛でん粉、甘藷でん粉 )

高野山

金ごまどうふ

MS239 ごま、吉野葛 ( 葛でん粉、甘藷でん粉 )

宮崎県

練り製品・肉・他
広島県産生芋こんにゃく

F0025 こんにゃく生芋（広島県産）水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

広島県産生芋しらたき

F0027 こんにゃく生芋（広島県産）水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

高橋徳治商店

J0212

魚肉（タラ（国産））、豆腐（大豆（遺伝子組み換えでない））、食用米油、ばれいしょでん粉（遺
伝子組み換えでない）、砂糖、発酵調味料、魚介エキス（カツオエキス）

J0214

魚肉（タラ（国産））、ごぼう（国産）、煮だし汁（カツオ、サバ）、ばれいしょでん粉（国産、
遺伝子組み換えでない）、発酵調味料、砂糖、カツオエキス、食塩、食用米油（揚油）

J0219

魚肉（国産タラ）、ヨシキリザメ（国産）、卵白（国産）、煮出し汁（カツオ、サバ）、山芋（国
産）、ばれいしょでん粉（遺伝子組み換えでない）、砂糖、食用米油、カツオエキス、清酒、
酒粕、食塩、発酵調味料、レモン汁（イタリア有機栽培レモン、スペイン産）

玉ねぎ揚げ

J0221

魚肉（国産タラ）、玉ねぎ、豆腐、ばれいしょでん粉（国産）、食用米油、砂糖、カツオエキス、
発酵調味料、食塩

おとうふ揚げ（椎茸入り）

J0223

タラすり身、豆腐、食用米油、しいたけ、ばれいしょでん粉、砂糖、発酵調味料（米、米麹、
食塩）、カツオエキス

茎わかめのボール揚げ

J0228

タラすり身、茎わかめ、生姜、卵白、発酵調味料（米、米麹、食塩）、ばれいしょでん粉、砂糖、
カツオエキス、食塩、食用米油

コーンとチーズのミニ笹かま
ぼこ

J0229

タラすり身、コーン、プロセスチーズ、卵白、甘しょでん粉、カツオエキス、砂糖、発酵
調味料（米、米麹、食塩）、清酒

高橋徳治商店 エビフライ

J0211

エビ（インドネシア産、ブラックタイガー）、衣（全卵、パン粉（国産小麦粉）、ショート
ニング（パーム油、米油）、酵母、砂糖、食塩）、国産小麦粉、おから粉（国産大豆））

J0116
〜
J0128

■ウィンナーソーセージ / 豚肉、自然海塩、甘庶分糖蜜、香辛料■バジルポークウインナー
/ 豚肉、自然海塩、甘庶分糖蜜、香辛料■粗挽きポークウィンナー / 豚肉、自然海塩、甘
庶分糖蜜、香辛料■粗挽きミニポークウィンナー / 豚肉、自然海塩、甘庶分糖蜜、香辛料
■行者にんにく入りポークウィンナー / 豚肉、行者にんにく、自然海塩、甘庶分糖蜜、香
辛料■ベーコンスライス / 豚肉、自然海塩、甘庶分糖蜜、香辛料■ロースハムスライス /
豚肉、自然海塩、甘庶分糖蜜、香辛料■ハンバーグ / 牛肉（北海道）、豚肉（北海道）、玉
ねぎ、ラード、パン粉、卵、食塩、こしょう

〃
さつま揚げ

おとうふ揚げ

〃

ささがきごぼう

高橋徳治商店

ソフトはんぺん

興農ファーム 6 点セット

加工食品
木次乳業アイスクリーム・バ
バニラ / クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、香料（天然バニラ）
H0007
ニラ 12 個入

飲みもの・その他
オーガニックトマトジュース（缶） H0401 有機トマト（アメリカ産）濃縮還元
有機トマトジュース（濃縮トマト還元）、野菜ジュース（有機にんじん（濃縮還元）、セルリー、
有機かぼちゃ、だいこん（濃縮還元）、はくさい、小松菜（濃縮還元）、ピーマン（濃縮還元）、
有機野菜のむならこれ！ 1 日分 H0403 ビーツ、ケール（濃縮還元）、赤ピーマン、野沢菜（濃縮還元）、ブロッコリー（濃縮還元）、キャ
ベツ、ほうれん草、アスパラガス、かぶ、レタス、クレソン、パセリ）、有機レモン果汁、有
機ゆこう果汁
有機にんじんジュース

H0404 有機濃縮にんじん、有機レモン

オーガニック
アップルサイダー＋レモン

H0405 果実（有機りんご、有機レモン）、炭酸

オーガニックジンジャーエール

H0406 有機砂糖、有機りんご果汁、有機しょうが、有機レモン果汁、有機すだち果汁

有機アップル・キャロット

H0407 有機果実（りんご、レモン）、有機にんじん

オーガニックぶどうサイダー
H0408 果実（ 有機 ぶどう（ アルゼンチン、アメリカ）、有機レモン ）、炭酸
＋レモン
国産有機野菜（かぼちゃ、だいこん、小松菜、エンサイ、つるむらさき、モロヘイヤ、キャベツ、
しょうが、たまねぎ、青じそ）国産有機果実（すだち）海外産有機（にんじん・バナナ・レモン）

有機野菜とバナナのスムージー

H0409

しろうさぎの豆乳

H0501 大豆（遺伝子組み換えでない）

オーガニック
スポーツドリンク

H0410

果実（有機ぶどう、有機りんご、有機レモン、有機ゆず）、食塩
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有機ぶどう、有機りんご、有機バナナ、有機レモン、かぼす、有機すだち、有機トマト、
有機フルーティー Mix ジュー
HK411 有機にんじん、有機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、有機モロヘイヤ、有機た
スプラス野菜
まねぎ、有機青じそ
八峰園りんごジュース

H0512 りんご（青森県産）

ジャム・他
有機ブルーベリージャム

MS001 有機ブルーベリー、有機砂糖、ゲル化剤（ペクチン）、クエン酸

有機ストロベリージャム

MS002 有機ストロベリー、有機砂糖、ゲル化剤（ペクチン）、クエン酸

甘夏と伊予柑のマーマレード

F0104 甘夏（愛媛県）、粗糖（鹿児島種子島産）、伊予柑（愛媛県）

有機ゆずフルーツスプレッド

F0110 有機ぶどう果汁、有機柚子（徳島）

お菓子
きなこねじり菓子

L0034 きな粉 ( 大豆由来 )、水飴、砂糖、食用植物油脂（こめ油）

ごま入り味付いりこ

MS053 片口いわし、砂糖（三温糖）、水飴、ごま

焼めざし（個包装）

MS105 かたくちいわし、食塩

アーモンドじゃこ

MS052 アーモンド、じゃこ、砂糖（三温糖）、食塩、水飴、ごま、香辛料（唐辛子）

おかずいりこ

MS055 かたくちいわし（瀬戸内産）

はとむぎおこし

MS129

焼きドーナツ（プレーン）

F0059 （鶏卵、小麦粉、有機砂糖、なたね油、蜂蜜、水飴、食塩、膨張剤）

バウムクーヘン

鶏卵、砂糖（三温糖）、小麦粉（国内産 100％）、マーガリン、植物油脂、コーンスターチ（遺
MS065 伝子組換えでない）、蜂蜜、加糖れん乳、水飴、食塩、乳化剤（大豆由来含む）、膨張剤（ベー
キングパウダー）

オーサワのレーズンパイ

SW005 有機小麦粉、有機パーム油、有機レーズン、食塩

玄米醤油おかき

MS062

黒こしょうおかき

L0082 もち米（国内産）、ごま油、食塩、黒こしょう

水飴、玄米、黒砂糖、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

もち玄米（岡山県産）、醤油（小麦、大豆を含む）、砂糖、昆布、削り節（いわし節、うるめ節）、
発酵調味料、塩

かぼちゃのスティックボーロ

L0001 馬鈴薯澱粉、砂糖、かぼちゃ、麦芽糖、小麦粉、寒梅粉

宮崎県産ほしいも

MS149 さつまいも（宮崎県産）

荒挽きえびせん

MS186

有機ほの甘あずき

MS219 有機小豆（アメリカ）、有機きび糖

馬鈴薯澱粉、えび、植物油脂（米油）、砂糖（三温糖）、食塩、胡麻、酵母エキス、唐辛子、
着色料（紅麹色素・パプリカ色素）

植国産

北海道黒豆の甘納豆 MS243 光黒大豆（北海道）、砂糖、甜菜

純国産

北海道かりんとう

焼きドーナツ（黒蜜きな粉）

MS242

小麦粉（北海道産）、黒糖（沖縄産）、米油（国産）、水あめ（国産）、てんさい糖（北海道産）、
全粉乳（北海道産）、酵母（国産）、食塩（北海道産）

F0066 鶏卵、小麦粉、砂糖（てんさい）、植物油脂、黒糖、きな粉、水飴、食塩、膨張剤

焼きドーナツ（有機紅茶アー
鶏卵、小麦粉、砂糖 ( てん菜）、植物油脂、水飴、有機紅茶、食塩、膨張剤、ベルガモット
F0067
ルグレイ）
香料
焼きドーナツ（有機チョコ＆
鶏卵、小麦粉、砂糖（てん菜）、植物油脂、水飴、有機ココア、有機チョコレート（乳を含む）、
F0095
有機ココア）
食塩、膨張剤

こめのこドーナツ
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【プレーン】甘酒、米粉（石川県産）、喜界島粗糖、卵、豆乳、米油 / ベーキングパウダー（ア
ルミフリー）（一部に卵・大豆を含む）
F0121 【みそ】甘酒、米粉（石川県産）、喜界島粗糖、卵、豆乳、米油、味噌パウダー / ベーキン
F0122 グパウダー（アルミフリー）（一部に卵・大豆を含む）
【笹】甘酒、米粉（石川県産）、喜界島粗糖、卵、豆乳、米油、笹（石川県産）ベーキングパウダー
（アルミフリー）（一部に卵・大豆を含む）

OG 全粒粉のクッキー

MS283

かごしまほしいも（紅はるか） MS282

有機小麦全粒粉（オーストラリア製造）、コーンスターチ ( とうもろこし（遺伝子組み換え
でない）)、てん菜糖 ( てん菜（遺伝子組み換えでない）)、食用食物油脂、食塩
さつまいも（鹿児島産）

くず餅 5 個セット

MS063 くず餅（砂糖、さつまいもでん粉、麦芽糖、本葛粉）、黒糖みつ（黒糖）、きな粉（大豆）

わらび餅 5 個セット

MS064 わらび餅（砂糖、さつまいもでん粉、麦芽糖、本蕨粉）、黒糖みつ（黒糖）、きな粉（大豆）

果実でちゅーちゅー・りんご MS287 果実（有機りんご（アルゼンチン産）、有機レモン）、砂糖（てんさい糖）
果実でちゅーちゅー・ぶどう MS288 果実（有機ぶどう（アルゼンチン産、アメリカ産）、有機レモン）、砂糖（てんさい糖）
有機純玄米使用・ポン菓子
海鮮だし味

うるち玄米 ( 北海道産）、乾燥オキアミ ( オキアミ（国産））、醤油（本醸造）、砂糖（てんさい）、
だし（鰹節、真昆布（北海道産））、有機白ごま、乾燥片口いわし（片口いわし（国産））、食塩、
MS291
乾燥あおさのり、乾燥青のり（一部に小麦・大豆・ごまを含む）
北海道新篠津村産有機玄米を使用・油不使用

有機純玄米使用・ポン菓子
焼きとうもろこし味

うるち玄米 ( 北海道産）、乾燥とうもろこし ( とうもろこし（北海道産））、甜菜シロップ、
MS292 とうもろこしフレーク（とうもろこし（北海道産））、醤油（本醸造）（大豆を含む）、食塩
北海道新篠津村産有機玄米を使用・油不使用

ナッツ・ドライフルーツ
有機栽培
ウォールナッツ（くるみ）

MS070 有機ウォールナッツ（アメリカ産、カリフォルニア州）

有機栽培
MS071 有機アーモンド（スペイン産）
ローストアーモンド（無塩）
有機栽培
MS072 有機カシューナッツ（スリランカ産）、ココナッツ油、食塩
ローストカシューナッツ（塩入）
有機栽培・干しいちじく

MS080 有機いちじく（トルコ産）

有機栽培・プルーン（種あり） MS082 有機プルーン（アメリカ産）
有機栽培・レーズン

MS083 有機トンプソンレーズン（アメリカ産、カリフォルニア州）

フルーツ＆ナッツバー
アーモンド

有機レーズン（有機ひまわり油漬）、有機ひまわりの種、有機アーモンド、有機アガベシロッ
MS188 プ、有機玄米パフ、有機玄米水飴、有機ピーナッツ、有機かぼちゃの種、有機ひまわり油、
寒天

フルーツ＆ナッツバー
ザクロ

有機カシューナッツ、有機アガベシロップ、有機クランベリー（有機濃縮リンゴ果汁・有
機ひまわり油漬）、有機レーズン（有機ひまわり油漬）、有機リンゴ、有機ピーナッツ、有
MS190 機玄米水飴、有機玄米パフ、有機濃縮ザクロ果汁、有機イチジク（有機乾燥イチジク、有
機米粉）、有機ひまわりの種、有機ピーカンナッツ、有機ひまわり油、有機フリーズドライ
ラズベリー、寒天

フルーツ＆ナッツバー
ココナッツ

有機ココナッツ、有機アガベシロップ、有機アーモンド、有機ピーナッツ、有機玄米水飴、
MS191 有機カシューナッツ、有機玄米パフ、有機ひまわり油、寒天、有機レモンオイル／ココナッ
ツ香料

フルーツ＆ナッツバー
プル

メー

有機ピーナツ、有機レーズン加工品（有機レーズン、有機ひまわり油）、有機アガベシロッ
プ、有機アプリコット加工品（有機アプリコット、有機米粉）、有機玄米パフ、有機ひまわ
MS261
りの種、有機玄米水飴、有機アーモンド、有機メープルシロップ、有機ひまわり油、食塩、
寒天／メープル香料、バニラ香料
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栄養補助食品
アルファベスト
（グミタイプ）

水飴、還元水飴、ゼラチン、ブドウ糖、オリゴ糖、黒糖、濃縮リンゴ果汁、デンプン、
DHA、植物油脂、濃縮ヨーグルト、ホスファチジルセリン、酵素分解リゾレシチン、甘味料（キ
A1001 シリトール）、クエン酸、香料、ビタミン B1、光沢剤、ナイアシン、ビタミン E、パント
テン酸、ビタミン B6、ビタミン C、ビタミン B2、ビタミン A、葉酸、ビタミン D3、ビタ
ミン B12、（原材料の一部に大豆を含む）

アルファベスト
（生ゼリータイプ）

果糖ぶどう糖、グレープフルーツ果汁、リンゴ果汁、オリゴ糖、メープルシロップ、乳酸
菌生産物質、海洋性コラーゲン、DHA、ホスファチジルセリン、酵素分解リゾレシチン、
A1002 増粘多糖類、クエン酸、ビタミン E、甘味料（スクラロース）、香料（バニラ）、ビタミン C、
ナイアシン、パントテン酸、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン A、葉酸、
ビタミン D3、ビタミン B12、（原材料の一部に大豆を含む）

高麗人参茶

F0527 ブドウ糖、オタネニンジン濃縮液、マルトデキストリン

有機黒にんにく

SW015 有機にんにく（国産）

お米

雑穀類

オーガニックベビーフード
５ヶ月～有機米のおかゆ

MS270 有機米（鹿児島県産）

オーガニックベビーフード
7 ヶ月～有機野菜のおかゆ

MS271 有機米（鹿児島県産）、有機たまねぎ、有機にんじん、有機じゃがいも

オーガニックベビーフード
9 ヶ月～鶏と有機野菜のおか
ゆ

MS273 有機米（鹿児島県産）、有機にんじん、有機じゃがいも、鶏肉、米醗酵調味料

カラダキレイ
穀米

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
MS225 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

国内産十六雑

注：米・茶・コーヒー・ココアなど、原材料 100％のものは、掲載していません。

株式会社 安全すたいる

〒 338-0003
埼玉県さいたま市中央区本町東 2-14-18
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● T E L ：048-851-1211 (9：00 〜 18：00※ 土日祝日を除く）
● FAX ：048-851-1213 (24 時間受付 )
● Mail ：ansuta@ansuta.jp(24 時間受付 )

