
制作：認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク

近年は、食物アレルギーの人が選べる・使える加工食品がたくさん
作られるようになりました。家の近くのスーパーで販売される機会
も、以前より増えているのではないでしょうか。一方でそうした加工
食品があることを知る機会はなかなかありません。

そこで食物アレルギーの人が選べる・使える加工食品のことを、より
多くの人に知っていただくために、このカタログを作りました。タイト
ルに「共同カタログ」とあるように、複数の企業の商品が掲載されて
います。

食物アレルギーと診断されて「食べるものがなくなる」と不安になる
前に、ぜひこのカタログをご覧ください。全てのものを紹介すること
はできませんが、それぞれの掲載企業のホームページを閲覧すると、
もっと多くの加工食品を見ることができます。
　

食物アレルギーの人の食生活を支える一助に、
このカタログをぜひご活用ください。

ハム ◆ ソーセージ ◆ ミートボール ◆ ハンバーグ
カレールー ◆ シチュールー ◆ ライスパスタ
米麺 ◆ ビーフン ◆ 雑穀麺 ◆ しそ油 ◆ パン
お菓子 ◆ ケアライス ◆ レトルト ◆ 災害食 ◆ 他

掲載
企業

イオン ◆ 石井食品 ◆ エスビー食品
エルフィン・インターナショナル ◆ 太田油脂
ケンミン食品 ◆ 創健社 ◆ 日本ハム ◆ ネスレ
ハウス食品 ◆ ホリカフーズ

このカタログには販売の機能がありません。このカタログに掲載されている商品を入手したい場合は、
それぞれのページに掲載されているQRコードを活用したり、掲載されている購入方法を見てご購入ください。
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も、以前より増えているのではないでしょうか。一方でそうした加工
食品があることを知る機会はなかなかありません。

そこで食物アレルギーの人が選べる・使える加工食品のことを、より
多くの人に知っていただくために、このカタログを作りました。タイト
ルに「共同カタログ」とあるように、複数の企業の商品が掲載されて
います。

食物アレルギーと診断されて「食べるものがなくなる」と不安になる
前に、ぜひこのカタログをご覧ください。全てのものを紹介すること
はできませんが、それぞれの掲載企業のホームページを閲覧すると、
もっと多くの加工食品を見ることができます。
　

食物アレルギーの人の食生活を支える一助に、
このカタログをぜひご活用ください。
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ロースハム（5 個）

良質な豚ロース肉を使用し、ほどよくス
モークして豚肉のおいしさを引き出した
ました。使いきりタイプです。

価　格 : 1,128円（税抜1,045円＋消費税83円）
内容量：1個52g（標準枚数4枚）×5個 

（枚数は前後することがございます）
原材料：豚ロース肉、水あめ、食塩／リン酸塩（Na）、調

味料（アミノ酸）、酸化防止剤（ビタミンC）、発
色剤（亜硝酸Na）、（一部に豚肉を含む）

賞味期間：10℃以下保存で40日 
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉

ハンバーグ（5 袋）

トマトベースのソースで仕上げたハン
バーグです。食べ切りサイズでお子様
のおかずにぴったりです。

価　格 : 923円（税抜855円＋消費税68円）
内容量：1袋65g（固形量50g）/2個入り×5袋
原材料：食肉等（豚肉、豚脂肪）、ソテーオニオン、でん粉、食塩、
砂糖、香辛料／調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミンC）、
ソース（トマトペースト、砂糖、砂糖・異性化液糖、ウスターソー
ス、食塩、ぶどう酢、ポークエキス、でん粉、水あめ、香辛料、オニ
オンソテーペースト、にんにくペースト）、（一部に豚肉を含む）
賞味期間：10℃以下保存で50日 
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉

米粉パンスライス（1 本）

山形県酒田産米粉を使用し、小麦粉・
小麦グルテンは使用せずに焼き上げたス
ライスタイプの米粉パンです。

価　格 : 513円（税抜475円＋消費税38円）
内容量：340g（標準枚数16枚）、 

（枚数は前後することがございます）
原材料：米粉（国産）、なたね油、砂糖、食塩、ドライイー

スト／トレハロース、増粘多糖類
賞味期間：-18℃以下保存で180日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

特定原材料7品目を使用しない
食物アレルギー対応専用工場で
製造しております。
食物アレルギーでお悩みの皆さまが、クラ
スや家族みんなで食卓を囲み、同じものを
美味しく食べて頂きたい、という願いを込め
て「食物アレルギー対応食品」を開発しまし
た。特定原材料7品目を使用しない食物アレ
ルギー対応の専用工場で製造しております。

お米で作った
まあるいパン（5 個入り）

山形県酒田産米粉を100％使用し、小麦粉・小
麦グルテンは使用せずに焼き上げた米粉パンで
す。テーブルロールタイプで真ん中からスライ
スしてハンバーガーとしても楽しめます。

価　格 : 513円（税抜475円＋消費税38円） 
内容量：275g（55g×5個）
原材料：米粉（国産）、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト／ト

レハロース、増粘多糖類
賞味期限：-18℃以下保存で365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

日本ハム株式会社
大阪府大阪市北区梅田２-４-９

 相談窓口
◦日本ハム お客様サービス室　
☎0120-312053

ニッポンハム
http://www.nipponham-eshop.jp
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野菜と米ピューレでつくった
ホワイトシチュー
野菜と米ピューレでコクと素材のうまみ
を引き出したホワイトソースベースの具
入りのシチュー。

価　格 : 213円（税抜198円＋消費税15円）
内容量：1袋130g
原材料：野菜（玉ねぎ、じゃがいも、にんじん）、米ピューレ、
豚肉、シチュールウ（粉末油脂、砂糖、とうもろこしでん粉、
パーム油、食塩、ばれいしょでん粉、酵母エキス、オニオンパ
ウダー）、オリーブオイル、ブイヨン（食塩、砂糖、酵母エキス、
デキストリン、玉ねぎ、香辛料）、てん菜糖、食塩/加工でん粉
賞味期間：365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉

※2017年8月末日現在の情報です。
※一部店舗により取扱いのない場合がございます。
※商品の売価、仕様、パッケージは、変更となる場合がございます。

おこめでつくった
やきそば麺
お好きな具をいれてフライパンひと
つでできるやきそば麺です。中華麺
としてもお使いいただけます。

価　格 : 375円（税抜348円＋消費税27円）
内容量：1箱100g×2袋
原材料：白米粉（国産）、発芽玄米粉（国産）/加工

でん粉、増粘剤（アルギン酸エステル、
増粘多糖類）、着色料（クチナシ）

賞味期間：365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

発芽玄米パスタと野菜のトマトクリームソースでつくる
トマトクリームパスタセット
発芽玄米パスタ（スパゲッティタイプ）とコクの
ある濃厚なトマトクリームソースのセットです。

価　格 : 375円（税抜348円＋消費税27円）
内容量：1箱200g（トマトクリームソース：100g、米めん：100g）
原材料：トマトクリームソース[玉ねぎ、トマトピューレ、にんじん、シチュー
ルゥ（粉末油脂、砂糖、とうもろこしでん粉、パーム油、食塩、ばれいしょでん
粉、酵母エキス、オニオンパウダー）、トマトケチャップ（トマト、糖類（砂糖、ぶど
う糖果糖液糖、ぶどう糖）、醸造酢、食塩、玉ねぎ、香辛料）、米ピューレ、オリー
ブオイル、てん菜糖、ブイヨン（食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、玉ねぎ、
香辛料）、食塩/加工でん粉]、米めん[発芽玄米粉（国産）、白米粉（国産）、オ
リーブオイル/加工でん粉、増粘剤（アルギン酸エステル、増粘多糖類）]
賞味期間：365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

家族みんなで食べられる、
カラダにやさしい食事
手軽にそしておいしく食べていただけるシ
リーズです。「卵・乳・小麦・落花生・そば・
えび・かに」を含む原料は使わなくても、お
いしく満足できる味にしあげています。ま
た、簡単にアレンジできるソースなど、料理
の手間の軽減とメニュー幅が広がっていただ
けるよう想いをこめてつくっています。

特定原材料7品目（卵・乳・小麦・落花生・そば・えび・
かに）の持ち込みのない隔離された専用の区域で製造さ
れ、特定原材料七品目を含む原材料を使わなくても、手
軽においしく食べていただけるシリーズです。

おこめでつくった
ケーキミックス粉 300g
ホットケーキはもちろん、カップケーキやマド
レーヌなどもつくれるケーキミックス粉です。ご
要望が多い２袋入！！

価　格 : 494円（税抜458円＋消費税36円） 
内容量：1箱150g×2袋
原材料：白米粉(国産)、てん菜糖、ばれいしょでん粉、発芽玄米

粉(国産)、食塩/ベーキングパウダー、加工でん粉
賞味期限：365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

イオン株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

 問い合わせ窓口
◦トップバリュお客さまサービス係
☎0120-28-4196（10 〜 17時：日曜日は除く）

イオン株式会社
https://www.topvalu.net/yasashi-gohan/
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野菜入りハンバーグ
ブラウンソース
国産若鶏を使ったミニサイズのハンバー
グにブラウンソースをからめました。
常温保存で、温めずそのままお召し上が
りいただけます。

価　格 : 237円（税抜き220円+消費税17円）
内容量：2個[70g（固形量50g）]
原材料：鶏肉、野菜（たまねぎ、にんじん、とうもろこし）、つな
ぎ（里いも、米粉）、しょうが汁、砂糖、食塩、揚げ油（なたね油）、
ソース[しょうゆ（大豆を含む）、トマトペースト、砂糖、赤ワイ
ン、にんじん、ウスターソース、ばれいしょでん粉、オニオンパ
ウダー、にんにく、食塩、セロリーシードパウダー、ローレル]
賞味期間：製造日を含め360日以内 
 使用アレルゲン（27品目中） 　鶏肉、大豆

かしわめしの素
国産若鶏とごぼう、にんじんの風味が良
い、懐かしい味わいです。おにぎりにし
ても美味しくお召し上がりいただけます。

価　格 : 216円（税抜き200円+消費税16円）
内容量：65g
原材料：野菜（にんじん、ごぼう）、鶏肉、しょうゆ（大豆

を含む）、砂糖、みりん、清酒、食塩、かつおぶし
賞味期間：製造日を含め360日以内 
 使用アレルゲン（27品目中） 　鶏肉、大豆

とうもろこしのスープ
果物に匹敵する程甘い北海道産のとうも
ろこしをまるまる使ってスープにしまし
た。コクのある甘みをお楽しみくださ
い。原材料はとうもろこしと食塩のみで
とてもシンプルです。

価　格 : 308円（税抜き286円+消費税22円）
内容量：140g
原材料：とうもろこし、食塩
賞味期間：製造日を含め360日以内
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

「いっしょがいいね」シリーズは
特定原材料7品目使用して
おりません。
石井食品では、食物アレルギーに配慮しな
がらも「家族やお友達と一緒に」、「楽しく」、

「おいしく」食事をしていただける商品作りを
行っています。いっしょがいいねシリーズで
はアレルギー専用施設で徹底した管理のも
と、製造過程においては食品添加物を使用
しない「無添加調理」で製造しております。

プチミート　トマト味
常温保存なので、旅行やちょっとした外出時に
お持ちいただけます。 国産若鶏を使った一口
サイズの食べやすい肉団子です。お子様に大
人気のトマト味です。

価　格 : 237円（税抜き220円+消費税17円） 
内容量：10粒［100g（固形量55g）］
原材料：鶏肉、たまねぎ、つなぎ（里いも、米粉）、しょうが汁、食

塩、揚げ油（なたね油）、ソース[砂糖、トマトペース
ト、醸造酢、みりん、ばれいしょでん粉、食塩、香辛料]

賞味期限：製造日を含め360日以内
 使用アレルゲン（27品目中） 　鶏肉

石井食品株式会社
千葉県船橋市本町2-7-17

 相談窓口
◦お客様サービスセンター
☎0120-86-1914

石井食品株式会社
http://shop.directishii.net
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特定原材料７品目不使用
シチューミクス〈クリーム〉
乳原料不使用のクリーミングパウダー、
国産米粉を使用することでクリーミーなと
ろみやコクとまろやかさを実現しました。

価　格 : オープン価格
【参考】公式通販サイト（ハウスダイレクト）での販売価格
　　　 6個 2,070円（+税）
内容量：105g（35g×3袋）　※6皿分（2皿分×3袋）
原材料：米粉、やし油クリーミングパウダー、砂糖、食
塩、コーンスターチ、乾燥マッシュポテト、ポークエキ
ス、チキンエキス、酵母エキス、ローストオニオンパウ
ダー、豚コラーゲン、野菜エキス、なたね油、ホワイトペ
パー、増粘剤（加工デンプン）、セルロース、調味料（アミ
ノ酸等）、乳化剤、香料、カラメル色素
賞味期間：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　鶏肉、豚肉

特定原材料７品目不使用
完熟トマトのハヤシライスソース
乳原料を使わず、野菜等の原料をバラ
ンス良くブレンドすることでトマトのおい
しさにこだわった味わいを実現しました。

価　格 : オープン価格
【参考】公式通販サイト（ハウスダイレクト）での販売価格
　　　 6個 2,070円（+税）
内容量：105g（35g×3袋）　※6皿分（2皿分×3袋）
原材料：砂糖、コーンスターチ、食塩、やし油クリーミン
グパウダー、米粉、ポークエキス、トマトパウダー、乾燥
マッシュポテト、豚コラーゲン、ローストオニオンパウ
ダー、ローリエ、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工デンプ
ン）、着色料（カラメル、パプリカ色素）、乳化剤、酸味料、
香料
賞味期間：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉

特定原材料７品目不使用
はじめて食べるバーモントカレー
バーモントカレー甘口をベースとして、
スパイスの刺激を抑えたやさしい風味と
野菜や果物のまろやかなおいしさが楽し
めます。お子さまの成長に必要とされて
いるカルシウムを添加。

価　格 : オープン価格
【参考】公式通販サイト（ハウスダイレクト）での販売価格
　　　 6個 1,440円（+税）
内容量：60g（20g×3袋）　※6皿分（2皿分×3袋）
原材料：デキストリン、コーンスターチ、砂糖、乾燥マッシュポテト、
食塩、やし油クリーミングパウダー、米粉、ポークエキス、カレーパウ
ダー、にんじんエキス、玉ねぎエキス、はちみつパウダー、ローストオニ
オンパウダー、豚コラーゲン、トマト調味料、香辛料、酵母エキス、トマ
トパウダー、粉末バナナ果汁、粉末りんご果汁、ココアパウダー、調味料

（アミノ酸等）、増粘剤（加工デンプン）、着色料（カラメル、パプリカ色
素、カロテン）、乳化剤、炭酸Ｃａ、香料、香辛料抽出物
賞味期間：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉・バナナ・りんご

特定原材料７品目不使用
バーモントカレー〈中辛〉

野菜や果物原料とスパイスをバランス良く配合すること
で、まろやかでコクのある味わいを実現しました。

価　格 : オープン価格　
【参考】公式通販サイト（ハウスダイレクト）での販売価格　6個 2,070円（+税）
内容量：108g（36g×3袋）　※6皿分（2皿分×3袋）
原材料：米粉、砂糖、食塩、やし油クリーミングパウダー、デキストリン、ポークエキス、
乾燥マッシュポテト、カレーパウダー、玉ねぎエキス、ローストオニオンパウダー、酵母エ
キス、はちみつパウダー、ガーリックパウダー、豚コラーゲン、トマトパウダー、香辛料、粉
末りんご果汁、粉末バナナ果汁／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、調味料（アミノ酸等）、
着色料（カラメル、パプリカ色素）、香料、酸味料、（一部にバナナ・豚肉・りんごを含む）
賞味期限：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉・バナナ・りんご

人気シリーズのおいしさ、
そのまま！
家族みんなが一緒に楽しめる
・アレルギーをお持ちの方はもちろん、そう

でない方も楽しめる美味しさ！
・特定原材料７品目不使用でわかりやすい
・粉末タイプでアレンジ・調理も簡単！
・携帯に便利な小袋入り

ハウス食品株式会社
大阪府東大阪市御厨栄町1-5-7

 相談窓口
◦お客様相談センター
☎0120-50-1231

ハウス食品
https://www.house-direct.jp/
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あわめん
◦古来より食されてきた雑穀である「あわ」に
つなぎとしてタピオカ澱粉（加工でんぷん）を
使用して仕上げた麺です。◦そば粉や小麦粉
を一切使用せず、専用工場にてのど越しとコ
シのある麺に仕上げました。◦中華風スープ
にも良く合います。

価　格 : 438円（税抜き405円＋消費税33円）
内容量：200g
原材料：うるちあわ（中国）、加工でんぷん（タピオカ：タイ）
賞味期間：1年6か月 
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ひえめん
◦古来より食されてきた雑穀である

「ひえ」につなぎとしてタピオカ澱粉
（加工でんぷん）を使用して仕上げた
麺です。◦そば粉や小麦粉を一切使
用せず、専用工場にてのど越しとコ
シのある麺に仕上げました。◦めん
つゆに良く合います。

価　格 : 438円（税抜き405円＋消費税33円）
内容量：200g
原材料：ひえ（インド）、加工でんぷん（タピオカ：

タイ）
賞味期間：1年6か月 
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

米の麺
◦低アレルギー米のゆきひかりとタピ
オカ澱粉（加工でんぷん）だけで造っ
た独特な食感と風味の乾麺です。◦
和風、アジア風などお好みのスープ
に併せてお召し上がりいただけます。
◦もちもちとした食感とお米の風味が
しっかりと口の中に広がります。

価　格 : 486円（税抜き450円＋消費税36円）
内容量：180g
原材料：米粉（北海道産ゆきひかり）、加工でん粉

（タピオカ：タイ）
賞味期間：1年6か月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

アレルギー対応商品も
取り扱っています。
当社は、創業以来、一貫して食物の栄養
性、安全性を追及し、商品の開発、販売を
重ねて来ました。今後も、その時代に生き
る人々の為に健康的な食生活の提案と食品
の開発、供給を行ってまいります。

きびめん
◦古来より食されてきた雑穀である「きび」に
つなぎとしてタピオカ澱粉（加工でんぷん）を
使用して仕上げた麺です。◦そば粉や小麦粉を
一切使用せず、専用工場にてのど越しとコシの
ある麺に仕上げました。◦ソース類との相性が
良いのでパスタ風に調理しても美味しくお召し
上がり頂けます。

価　格 : 438円（税抜き405円＋消費税33円）
内容量：200g
原材料：うるちきび（中国）、加工でんぷん（タピオカ：タイ）
賞味期限：1年6か月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

株式会社おいしいPLUS
群馬県太田市岩瀬川町531-1

 注文問い合わせ窓口
◦株式会社おいしいPLUS
☎0120-187-565

株式会社　創健社
http://atopicco-soken.shop/
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ライスパスタ
スパゲティスタイル
モチモチとした食感を持つお米100％のパス
タです。パスタ料理はもちろん、サラダや冷
やし麺にもご利用いただけます。

価　格 : 324円（税抜き300円+消費税24円）
内容量：250g
原材料：精米、玄米
賞味期間：24ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

フォー 140g
モチモチとした食感を持つ平めんタ
イプの米めんです。フォー・ガーな
どのスープメニューはもちろん、炒
め物やサラダにもご利用いただけま
す。

価　格 : 226円（税抜き210円+消費税16円）
内容量：140g
原材料：米、ばれいしょでん粉
賞味期間：24ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

キティのビーフン
お米のめん
不足しがちな「カルシウム」が100g
あたり130㎎含まれています。可愛
らしいキティちゃんのイラスト入り
パッケージに入っています。

価　格 : 162円（税抜き150円+消費税12円）
内容量：100g
原材料：米、食用魚骨粉（鰹骨）
賞味期間：24ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

特定原材料27品目、食塩、添加物
不使用のお米のめんです。
ケンミン食品ではパスタなどの小麦めんが
食べられない方でもおいしいめん料理を味
わっていただけるよう、お米100％にこだ
わったビーフンやライスパスタなど各種お米
のめんを製造しております。製造現場はもち
ろん研究開発やテスト時も『小麦粉』は一
切使用しておりません。

ケンミンビーフン
お米100％のビーフンで小麦、食塩、食品添加
物不使用。ノンフライであっさりとしており、焼
ビーフン、汁ビーフン、サラダなど様々なメ
ニューにご利用いただけます。

価　格 : 226円（税抜き210円+消費税16円） 
内容量：150g
原材料：米
賞味期限：24ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ケンミン食品株式会社
兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1

 相談窓口
◦お客様相談室　
☎078-366-3035

ケンミン食品株式会社
http://www.kenmin.com/
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シチューの王子さま 顆粒
（アレルギー特定原材料等27品目不使用）

4種類の野菜（さつまいも、キャベツ、
玉ねぎ、白菜）の旨み・甘みで仕上げ
た、まろやかでやさしい味わいの幼児向
けシチューです。

価　格 : 257円（税抜き238円＋消費税19円）
内容量：60g（15g×4袋）
原材料：植物性油脂加工食品（デキストリン（タピオカでん
粉）、パーム油）、タピオカでん粉、さつまいも、果糖、食塩、
ショートニング（パーム油）、粉末水飴、デキストリン（タピオ
カでん粉）、キャベツエキスパウダー、玉ねぎ、白菜エキスパウ
ダー／未焼成カルシウム、調味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤
賞味期間：540日 
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

スープの王子さま 顆粒
（アレルギー特定原材料等27品目不使用）

北海道産のスイートコーンを使用し、や
さしい味わいとコクが特徴のコーンポ
タージュスープです。

価　格 : 257円（税抜き238円＋消費税19円）
内容量：60g（15g×4袋）
原材料：植物性油脂加工食品（デキストリン（タピオカでん
粉）、パーム油）、ばれいしょでん粉、スイートコーン、デキスト
リン（タピオカでん粉）、ショートニング（パーム油）、てん菜
糖、果糖、食塩、酵母エキスパウダー、玉ねぎ／未焼成カルシウ
ム、調味料（アミノ酸）、着色料（ターメリック）、香料、乳化剤
賞味期間：540日 
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

カレーの王子さま レトルト
（アレルギー特定原材料等27品目不使用）

20種類の野菜と果実でやさしい味わい
に仕上げた幼児向けレトルトカレーです。

価　格 : 118円（税抜き110円＋消費税8円）
内容量：70g
原材料：ソテー・ド・オニオン、野菜・果実（人参、さつまい
も、じゃがいも、デーツ、ピーマン、しょうが、セロリ、にんに
く）、ひよこ豆、なたね油、てん菜糖、カレー粉、トマトペース
ト、食塩、酵母エキス、野菜・果実ペースト（還元水飴、プルー
ン、デキストリン、ピーマン、大根、ブロッコリー、キャベツ、ほ
うれん草、黄ピーマン、白菜、トマトピューレー、玉ねぎ、ブ
ルーベリー、パイナップル、かぼちゃ、食塩、人参、セロリ、オ
リーブ油）、スイートコーンパウダー、香辛料
賞味期間：720日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

1歳からおいしく食べられる、
「アレルギー配慮」したシリーズ
日本初のお子さま向け（1歳から）のカレー
として誕生（1983年発売）。親が子供の成
長を願い、日々丹精を込めて料理をする、
その親子の愛情や気持ちを表現し、お子さ
まの「安全・安心」「健康・栄養」を大切に
考えたブランドです。

カレーの王子さま 顆粒
（アレルギー特定原材料等 27 品目不使用）

5種類の野菜（かぼちゃ、さつまいも、じゃがいも、
白菜、玉ねぎ）の旨みで仕上げた、刺激が少ない、
まろやかでやさしい味わいの幼児向けカレーです。

価　格 : 257円（税抜き238円＋消費税19円） 
内容量：60g（15g×4袋）
原材料：ばれいしょでん粉、デキストリン（タピオカでん粉）、果糖、カ

レー粉、かぼちゃ、植物性油脂加工食品（デキストリン（タピオ
カでん粉）、パーム油）、てん菜糖、食塩、ポテトフレーク、
ショートニング（パーム油）、さつまいも、粉末水飴、野菜香味
パーム油、玉ねぎ、野菜エキスパウダー（玉ねぎエキスパウ
ダー、白菜エキスパウダー、酵母エキスパウダー）、酵母エキス
パウダー／調味料（アミノ酸等）、乳化剤

賞味期限：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

エスビー食品株式会社
東京都中央区日本橋兜町18-6

 相談窓口
◦エスビー食品株式会社 お客様相談センター
☎0120-120-671

エスビー食品株式会社
http://www.sbotodoke.com/
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MS ソフトな小魚せん
お米のおいしさをおせんべいから！小魚
粉末とあおさを練りこみました。口どけ
がよく、サクサクとした食感です。

価　格 : 216円（税抜き200円+消費税16円）
内容量：21g（2枚×7袋）
原材料：うるち米（国内産）、砂糖（てんさい糖）、食塩、

煮干粉末（いわし）、あおさ
賞味期間：6ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

MS コーンスープ
コーンの甘みと香りをお楽しみいただけ
る、すっきりとした味のスープです。北
海道産のスイートコーンを使っています。

価　格 : 324円（税抜き300円+消費税24円）
内容量：48g（12g×4袋）
原材料：スイートコーン、でん粉（じゃがいも）、デキス

トリン、食塩、野菜エキス（白菜、デキストリ
ン、食塩）、酵母エキス

賞味期間：1年
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

MS のりわかめせんべい
砂糖を使わずに、海藻と野菜を入れてほ
んのり甘いおせんべいをつくりました。口
どけがよく、サクッとソフトな食感です。

価　格 : 216円（税抜き200円+消費税16円）
内容量：27g
原材料：かんしょでん粉、ワキシコーンスターチ、てん

さい大根、わかめ、のり、かつお節エキス、食塩
賞味期間：120日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

安心・安全という愛情表現
MSシリーズは、アレルギーを抱える方のお
役に立ちたいという想いから生まれました。
安心（信用できる表示）安全（信頼できる
情報）をコンセプトに、使用原材料のトレー
ス、製造工程のチェックはもちろん、製造
ロットごとに特定原材料7品目のチェックを行
うことでより精度の高い商品づくりを目指し
ています。

MS こめ粉ロールクッキー
国内産のこめ粉とさつまいもを使ったほんのり
甘いロールクッキー。サクサクとしたかる～い
食感です。

価　格 : 270円（税抜き250円+消費税20円） 
内容量：10個
原材料：米粉（国内産）、砂糖（てんさい糖）、さつまいもペースト、

食物油脂（米油）
賞味期限：8ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

太田油脂株式会社
愛知県岡崎市福岡町字下荒追28

 相談窓口
◦お客様相談室　☎0120-31-3577
◦マルタのおやつ　http://ms-oyatsu-maruta.jp/

太田油脂株式会社
http://maruta-shop.com/
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米粉のパンケーキ
主原料米粉100％使用したパンケーキで
す。フックラ柔らかく自然のおいしさが
味わえます。

価　格 : 486円（税抜450円＋消費税36円）
内容量：250g（50g×5個）
原材料：米粉（国産）、砂糖、なたね油、人参ペースト、

ベーキングパウダー
賞味期間：冷凍　3ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

もちもち米パン　
野菜入り
主原料100％米粉で作ったパン生地に、
国産の人参・ほうれん草・かぼちゃペー
ストを加え4色のパンにしました。

価　格 : 432円（税抜400円＋消費税32円）
内容量：5個
原材料：米粉（国産）、砂糖、なたね油、人参ペースト、

ベーキングパウダー砂糖、イースト、なたね
油、かぼちゃ、人参、ほうれん草、食塩

賞味期間：冷凍　3ヶ月 
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ポテトコロッケ
小麦粉・卵・乳製品・グルテン使用無
し、じゃが芋１００％ポテトコロッケです。
レンジパックに個包装で揚げたコロッケ
がはいっています。

価　格 : 378円（税抜350円＋消費税28円）
内容量：135g（45g×3個）
原材料：じゃが芋（国産）、砂糖、食塩、衣[米粉パン粉

（米粉、砂糖、イースト、なたね油、食塩）、米
粉]、揚げ油（なたね油）

賞味期間：冷凍　3ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

エルフィンの商品は
上記7品目を使用していません
エルフィンは米粉の可能性を求め、商品の
開発・製造・販売をしています。工場は米粉
専用工場です。自社製粉した出来立ての米
粉を使用して製造しています。また、特定原
材料7品目（小麦・卵・乳・そば・落花生・
えび・カニ）を持ち込むことも使用すること
もしていません。商品の全てを自社工場内
で製造しています。

お米パン
主原料国産米粉100％のみでフックラと仕上げ
たパンです。

価　格 : 648円（税抜600円＋消費税48円） 
内容量：380g
原材料：米粉（国産）、砂糖、イースト、なたね油、食塩
賞味期限：冷凍　3ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

（有）エルフィン・インターナショナル
山梨県都留市法能710-3

 相談窓口
◦商品お問い合わせ係　
☎0120-45-3215

（有）エルフィン・インターナショナル
elfin-komepan.jp
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おいしさとやさしさを
お届けします！
アレルギー特定原材料等２７品目不使用のブ
イヨン（洋風だし）です。 

マギー アレルギー特定原材料等27品目不使用
無添加ブイヨン 7 本入り
アレルギー特定原材料等２７品目不使用のブイヨン（洋
風だし）。アレルギー特定原材料等２７品目（えび、かに、小
麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイ
フルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、
もも、やまいも、りんご、ゼラチン）を使用せずに作られています
ので、食物アレルギー表示を気にされている方におす
すめ。着色料・香料無添加、脂質ゼロ、塩味ひかえ
め。あらゆる洋風料理に簡単にうまみとコク。離乳食
に使っても安心。湿気にくい個包装スティック入り。

希 望 小 売 価 格 : 216円（税抜き200円＋消費税16円）
ネスレ通販価格 : 204円（税抜き189円＋消費税15円）
内容量：28g(4g×7本)
原材料：食塩、デキストリン、酵母エキス、砂糖、たまねぎ、香辛料
賞味期限：365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ネスレ日本株式会社
兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15ネスレハウス

 相談窓口
◦ネスレお客様相談室
☎0120-00-5916

◆お土産の和菓子を、卵不使用と思い込み食べた
お土産にいただいた和菓子が大福餅のような饅頭で、餅なの
で卵不使用だと思い込み食べた。食べて30分程度で発疹と
呼吸器異常。原材料の確認不足。 （アレルゲン：卵／ 9歳）

◆商品内容が変更された野菜スティックパンを食べた
口に含んですぐ、口の中の痒みが起きた後、吐き気がして
嘔吐した。パッケージデザインはそのままで、商品内容が
変更されていたケース。内容の変更は売場、商品自体に明
記はなく、食品表示には明記していた。それ以来全ての項
目の確認作業の上購入している。
 （アレルゲン：卵、そば、ピーナッツ／ 10歳）

◆みたらしだんごに原材料の小麦の表示がなかった
小売り販売のみたらしだんごを食べて、1時間後にアナフィ
ラキシーを発症。原材料に小麦の表示がなかった。
 （アレルゲン：小麦、ピーナッツ、そば ／ 9歳）

◆せんべいの中袋に表示がなかったので確認せずに食べ
てアレルギー反応

旅行みやげのせんべいの包装紙には表示があったが、中袋
には表示がなかった。何種類かのせんべいがそれぞれ袋に
分かれて入っており、その中の砂糖でコーテイングされてい
るものに乳と卵が含まれていた。食べて30分位したら咳と
鼻水が止まらなくなった。
 （アレルゲン：卵、キウイフルーツ、乳成分 ／ 成人）

◆餅菓子の原材料表示「グルテン」を見落として食べさせた
餅菓子の原材料表示の「グルテン」を見落とし、食べて平
気なものと思い食べさせた。食べてから一時間半後、咳き
込み始めた。さらにその30分以上後になって、全身に蕁麻
疹がでた。 （アレルゲン：小麦／ 3歳）

食品回収情報や誤食のシチュエーションを学べるWebサイト
「誤って食べた」患者の経験コラム

■ 食物アレルギー危機管理情報（FAICM）　 https://www.atopicco-foodallergy.org/faicm/

アンケート回答をデータベース化して紹介▶

ネスレ日本株式会社
https://shop.nestle.jp/front/contents/non27allergen/
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「食べることを諦めない」の
お手伝いを
病気によって特定の食品・栄養素を制限さ
れてしまう「栄養素障害」、加齢や病気に
よって噛む・飲み込む機能が低下してしまう

「摂食機能障害」　、災害によって食品の入
手が困難になってしまう「状況障害」。これ
らの障害があったとしても美味しい食事を提
供し続けたいという想いから製品開発を行っ
ております。

ケアライス
米アレルギーの原因である米グロブリン、米ア
ルブミンを極力抑え、品質を出来るだけ通常米
に近づけました。

価　格 : 4,212円（税抜き3,900円＋消費税312円）
内容量：160g×20パック
原材料：うるち米、pH調整剤
賞味期限：210日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ホリカフーズ株式会社
新潟県魚沼市堀之内２８６

 相談窓口
◦ライフケア部
☎025-794-5536

食物アレルギーの人が見て使って役立つサイト 
『食物アレルギー危機管理情報Food Allergy for Crisis Management(FAICM)』コラム

食 物アレル ギ ー 危 機 管 理 情 報Food Allergy for Crisis 
Management（FAICM）は、自治体が発表している食品回
収情報の中から、食物アレルギーに関する情報を集めて蓄
積・配信しています。食品企業の自社Webサイトに報告され
ている回収情報も一部拾っています。
昨年、一般の食品も含めた年間の食品回収件数は839件でし
た。そのうちの229件がアレルギーに関するものでした。

グラフは2016年の1年間にアレルギーに関して回収された食
品について分類したものです。食品分類別では惣菜、菓子が
多く、アレルゲン別では小麦、乳成分、卵が多いことが分かり
ます。日々回収情報を見ているとどのような食品の回収が多
いのか、気を付けて選ぶべき食品が分かります。無料の
Webサイトです。活用をお勧めします。

ホリカフーズ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/rescue-ffk/
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災害はいつ起こるかわからないことだけれど、忙しい毎日の中でどうやって備え続けていけばいいのだろう？そんな質問をよく耳にしま
す。私たちはいつも「日常の暮らしの中に『防災』を取り入れよう」と提案しています。いつでも持ち出せるようにリュックに備えている
食べ物は、半年に一度全部出して、できれば家族みんなで食べることをお勧めします。味は濃いかな？　腹持ちはいいかな？ のど越しは
どうだろう。大人が食べる分量、子どもが食べる分量それぞれを考えると保存している数は足りるかな？ そんなことを話し合いながら、次
の家庭内備蓄のための買い物計画をたてるのです。子どもは半年でぐんと大きく成長します。食品の保存期間だけでなくいろんなことを
シミュレーションするタイミングが大事です。

災害に備える

食物、水、常備薬、靴下、防寒着、などの一般的な備蓄の
他に、食物アレルギーの子どもたちにぜひともやってほしい

「災害対策」があります。

❶ 子ども自身が自分のアレルゲンを言うことができること
❷ 塩むすび、ゆでた野菜、ふかしイモなど、最低限これ

なら食べられるというシンプルな食べ物をいくつか説明
できること（アレルゲンによって異なります）

❸ 食品表示の見方を覚えること、それでも判断がつかな
いもの（例えばレシチンは何の由来か、植物蛋白と書
いてあるのはグルテンかどうかなど）は「わからない
ので食べない」と言えること

左記の3点はいずれも、子どもが独りぼっちで家族とはぐれ
てしまったときの対策を想定しています。
災害が発生した時、食糧提供や炊き出しをする人の多くは
一般市民のボランティアです。いくつかの災害支援を経験し
て分かったことは、ボランティアの多くは「アレルゲン」を
聞いたとしても、食物アレルギーであるその人が「何なら食
べることができるのか」想像できないことでした。「助けて
あげたいけれど、危ないから作ってあげられない」といった
状況に直面した時に「○○なら食べることができる」という
シンプルで誰もが知っている食べ物の情報は非常に有用で
した。

NPO法人 アトピッ子地球の子ネットワーク

食物アレルギーの子どもたちの防災災害
コラム

米粉で作った乾パン
アレルギー特定原材料27品目を使用せず、主原料米粉100％で口解
けの良い乾パンを作りました。水に溶かすと離乳食にもなります。

価　格 : 486円（税抜450円＋消費税36円）
内容量：80g
原材料：米粉（国産）、砂糖、イースト、食塩
賞味期限：2年
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

東日本大震災をきっかけに
5年の歳月をかけて開発
当社は食物アレルギーがある人が安心して食べら
れる商品を開発・製造・販売しています。2011年
の東日本大震災の時、取引先から当社に商品の支
援依頼がありました。しかし、当時は冷凍のパンし
か扱っておらず、電気の使えない被災地にやむな
く冷凍のパンを送りました。米粉100％のパンは解
凍すると温めない限り、翌日には硬くなってしまい
ます。そのため、当社のパンがアレルギーがある
子供たちに喜んでもらえたのか、と考えたときにと
ても申し訳ない気持ちに苛まれました。そこで、
食物アレルギーがある人が安心して食べられる、
また、安心して手渡せる「乾パン」の開発を決意
しました。原材料が米粉のため、乾燥すると硬くな
り、開発には長い時間がかかりました。開発から3
年でようやく形になり、100人の意見を伺い、商品
化しましたが更に2年をかけて、納得のいく商品を
完成させました。コンタミネーションがないよう、
自社米粉専用工場で製粉からの全ての製造工程を
当社で行える仕組みも整えました。災害時、食物
アレルギーの人が、安心して食べられるものがお
届けできる、とスタッフで毎日心をこめて製造して
います。

▶本カタログ10Pに他の商品も紹介しています（有）エルフィン・インターナショナル
elfin-komepan.jp
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お米で作ったしかくいパン
米粉パンが3枚入りの小分けパックになって持ち運びやすいサイズに！
山形県酒田産米粉を使用し、小麦粉・小麦グルテンは使用せずに焼き
上げています。

価　格 : 486円（税抜450円＋消費税36円）
内容量：250g（3枚入り×4袋入り）
原材料：米粉（国産）、なたね油、砂糖、食塩、ドライイースト／トレハロース、増粘多糖類
賞味期限（日数）：−18℃以下保存でで365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

九州には大きな地震はないと思われていましたが、平成28
年熊本地震では大きな被害が発生しました。被災者は余震が
続くなか避難所に向かいましたが、電気、水道、ガスといっ
たライフラインは停止し、道路の損壊や渋滞のために物流は
滞り、買い物もできず宅配も届かない状況下で避難生活を強
いられました。これまでは、避難生活には非常食といわれる
食品の備蓄と救援物資で対応という考え方がありましたが、
熊本地震では行政備蓄は少なく、救援物資は渋滞で大幅に
遅延し、避難者の期待に応えることは難しかったようです。
日本は自然災害多発時代に入ったといわれ、備えは不可欠
となっています。特に普段の食生活で特別な配慮が必要な
場合は、災害後も同様な配慮は重要です。乳幼児、アレル
ギー疾患を持つ児童、疾病患者、介護が必要な高齢者など
も被災するため、食問題は健康面の二次災害につながる恐
れがあります。これまで災害時には非常食と考え、賞味期
間が長い食品以外は災害対策とならないと感じる場合も多
かったようです。しかし、常温で保管できる食品であれば、
賞味期間の長さに関わらず被災時は役立ちます。
具体的な備えの対策としては、普段生活で時々利用し、食べ

たら補充しておくローリングストックという対策が役立ちま
す。この方法では、家族一人ひとりが必要とする食品を普段
でも災害時にも食べることができます。また、普段の生活で
食べる頻度が高ければ賞味期間が短めでも大丈夫です。日
本災害食学会の災害食認証制度では賞味期間は6ヶ月以上と
しています。これまでの非常食も含まれますが、賞味期間が
6ヶ月でも1年の商品でも自宅にあれば役立ちます。
問題は賞味期間の長さよりも、食べるために必要な飲料水
やお湯を作ることが重要です。具体的には、被災時に普段
から利用している常温で保管できる食品のほかに、ペットボ
トルの水やカセットコンロ、ボンベといった熱源が大切で
す。お湯があれば食べることができる食品の種類は大きく
広げることができます。もちろん、食品も水もボンベも普
段の生活で使用し、買い置きが被災生活を支えるだけの量
があることが大切です。
避難生活の長期化が想定され、備蓄する量は3日分から一
週間分へと推奨量は増えています。ローリングストックは備
えが無駄にならず、災害時に役立てることができるため、災
害に強い生活に変えることができます。

日本災害食学会　別府 茂
http://www.mmjp.or.jp/TELEPAC/d-food/

長期保存できるから
非常時にも利用できます
日常に保存食を取り入れて、使ったら使った分だけ
を新しく買い足すことで、常に一定量の食糧を家
に備蓄しておく「ローリングストック法」なら、備
蓄品の鮮度を保ち、いざという時にも日常に近い
食生活を送ることができますね。
ニッポンハムの食物アレルギー対応「みんなの食
卓®」シリーズは特定原材料7品目を使用しない食
物アレルギー対応の専用工場で製造しております。
このシリーズには「お米で作ったまあるいパン（本
カタログ2Pに掲載）」や「お米で作ったしかくいパ
ン」など、賞味期限が365日と、長期保存できる
商品があります。加えて調理不要で自然解凍だけ
でお箸を使わずに食べる事が出来ますし、1人分
ずつ個包装になっていて便利です。
日頃から冷凍庫や冷蔵庫でのストックを考えてみて
はいかがでしょうか。

▶本カタログ2Pに他の商品も紹介していますニッポンハム
http://www.nipponham-eshop.jp

ローリングストック法災害
コラム

災害に備える
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リゾット3 種セット
水がなくても、温めなくても、そのままお召し上がりいただけるリゾッ
トです。トマトの風味を生かした「イタリアンリゾット」、かつおだを生
かした「和風リゾット」、とうもろこしの甘みを生かした「洋風リゾット」
の3種類を詰め合わせました。

価　格 : 1,296円（税抜き1,200円＋消費税96円）
内容量：1袋400g×3種（各1袋）入り
原材料：【イタリアンリゾット】玄米、野菜（たまねぎ、にんじん、とうもろこし）、トマトペースト、
砂糖、ウスターソース、醸造酢、食塩 【和風リゾット】玄米、野菜（にんじん、ごぼう、しいたけ）、清
酒、食塩、かつおぶし 【洋風リゾット】玄米、野菜（とうもろこし、たまねぎ、にんじん）、食塩
保存期間：5年
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

リゾット3種セット　開発経緯
当社の非常食セットは当初、販売用ではなく従業
員の備蓄用として生産を開始しましたが、2011年
3月の東日本大震災後、被災された方の声を参考
に改善を加え、「火や水がなくても食べられる」、

「スタンドパウチ包材で食器不要、スプーン付」
「特定原材料7品目（乳・卵・小麦・そば・落花生・
えび・かに）不使用」の非常食セットとして一般に
も販売を開始しました。
2016年には今までの特徴はそのままに「特定原
材料等27品目不使用」、「1食あたり300kcal以
上」で、より食べやすいように洋風の味付けも加
えた「リゾット3種セット」を発売し、一般のお客様
だけでなく官公庁や企業でも採用いただいていま
す。

「リゾット3種セット」は当社の京都府京丹波工場の
食物アレルギー専用施設にて製造し、食物アレル
ギー検査をしてから出荷しています。防災備蓄とし
てはもちろん、旅行やアウトドア、お忙しい時のお
食事などにも、ぜひご利用ください。

▶本カタログ4Pに他の商品も紹介しています石井食品株式会社
http://shop.directishii.net

東日本大震災・熊本地震　災害支援報告災害
コラム

■ 災害時・救援依頼を受け付けます　☎03-5948-7891　NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク

東日本大震災
(2011年3月〜12月)

救援依頼者の内訳
（患者延べ人数 545人）

熊本震災
(2016年4月〜5月)

救援依頼者の内訳
（患者延べ人数 160人）
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NPO法人アトピッ子地球の子ネットワークの
支援活動
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本カタログでは、食品表示法で表示が義務付けられている特定原材料
7品目と表示が推奨されている特定原材料に準ずる20品目の計27品
目をアレルゲン表示対象としています。

本カタログに掲載されているアレルゲンについて

■ 特定原材料7品目
卵、乳成分、小麦、そば、落花生、えび、かに

■ 特定原材料に準ずるもの20品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、
牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、
まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

認定NPO法人 アトピッ子地球の子ネットワーク
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-34-12 竹内ローリエビル 503
tel.03-5948-7891　fax.03-5291-1392
http://www.atopicco.org

2017.9　3000部

アトピッ子


