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皮膚刺激に配慮した生活用品紹介
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食物アレルギー関連コラム
プロジェクト紹介 ■誤食事例紹介　■新型コロナ禍粉ミルク・食料支援
   ミニポスター ■エピペンの使い方　■30分が救命のタイムリミット

このカタログ自体には販売機能がありません。
掲載された商品を入手したい場合は、メーカーごとに掲載しているQRコードを利用して各社のWEBサイトをご覧ください

食物アレルギー対応サービス紹介

食物アレルギー対応食品紹介

●浄水シャワー　●ボディソープ
●ボディクリーム　●日焼け止め
●全身シャンプー　●エピペン携帯ケース

●オーダーメイドサービス　●レストラン
●イベント
　

●ケーキ　●シュークリーム　●ボーロ　●餃子
●カレー　●シチュー　●ハヤシ　●ふりかけ　●スープ
●レトルト　●パン　●ケーキミックス粉　●からあげ粉
●チョコレート　●ウインナー　●ハム　●ベーコン　●ハンバーグ
●パスタ　●うどん　●ビーフン　●中華麺　●ラーメン　●他

毎日の暮らしや食事作りが
少しでも楽しく豊かになるように
QOL（生活の質）向上を

応援します



皮膚刺激に配慮した
生活用品紹介

掲載商品

●浄水シャワー　●ボディソープ
●ボディクリーム　●日焼け止め
●全身シャンプー　●エピペン携帯ケース

掲載企業

●浄水器協会　●ダスキン　●SANEI
●東レ　●LIXIL　●タカギ　●三和精機工業
●田中金属製作所　●水生活製作所　●ユニチカ
●KVK　●日本免疫粧研　●太陽油脂　●日陶科学

■生活用品のページでは原材料を全て表示しています。検査や機能について
できるだけわかりやすく説明することを心がけています。

■皮膚刺激に配慮した原材料が選ばれていることや、アトピー性皮膚炎がある
人の使用感やQOL向上について配慮された商品を掲載しています。

アトピー性皮膚炎があったり
刺激に敏感な体質だったり

様々な化学物質が気になる人の
ために

2



SANEI株式会社

浄水切替えシャワー
PS7964-80XA-MW2
外してお手入れできるシャワー板で、キレイ
が長持ちします。日本アトピー協会推薦品。

価　格：4,480円（税込）
材料の種類：本 体/ABS樹 脂、ポリアセタール　
シャワー板/ABS樹脂　アダプター /ポリアセター
ル 　オーリング/EPDM
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：5,500L
寿命設定流量：7L/分
適正使用範囲：0.05MPa ～ 0.75MPa（使用水圧）
本体寸法：高さ215×幅74×奥行き116mm
総重量（満水時）：210g（328g）
カートリッジ取換時期の目安：3 ヶ月/人（1日に
8分使用した場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

カスタマーセンター
☎0120-06-9721
受付時間：9:00 ～17:00
月～金曜日

浄水シャワーってどんなもの？浄水シャワーってどんなもの？
　「浄水器」は、水道水に含まれている塩素を取り除いて、より美味しくて安心な
水をつくるものですが、「浄水シャワー」は同じように、水道水の中の塩素を取り
除くことによって、髪の毛やお肌に優しいシャワーを浴びることができるようにす
るものです。 正確に言うと、浄水シャワーとは「水道水に含まれる残留塩素を
除去、または低減すること（脱塩素）」を目的としたシャワーです。

浄水器協会は2022年に創立50周年を迎
え、「安全で安心のおいしい水」をコンセプト
に、新たな一歩をスタートさせました。
浄水器協会は1972年に「全国家庭用浄水器協議会」として発
足し、2009年に「一般社団法人浄水器協会」となり社会的存
在として、浄水器の信頼確立の為の活動を行ってまいりました。
これからも「優良品の製造」「良識ある販売」「正しい使用方法の
徹底」「製品の安全」を趣旨として活動してまいります。

一般社団法人 浄水器協会
東京都港区愛宕1-6-7（愛宕山弁護士ビル 3F）

	 事務局
	 ☎ 03-5776-6267/6290

▶協会ホームページの「お問い合わせ」からも承っています。

お問い
合わせ先

株式会社ダスキン

浴室用浄水シャワー
水道水の残留塩素を80％以上除去し※、髪
や肌にやさしい水に。おトクなおためしも
ご用意しております。

※遊離残留塩素が1ppmの水道水にて測定

価　格：930円/4週間（税込）
本体使用料（初回のみ）：1,100円（税込）
材料の種類：ABS、ポリアセタール
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：3,000L
寿命設定流量：7.5L/分
適正使用範囲：0.1MPa
本体寸法：80×62×185mm（最大部）　
総重量（満水時）：約200g（約240g）
カートリッジ取換時期の目安：４週間
※浄水器協会適合マーク取得製品
　承認番号：SDS1701　　適合規格：JWPAS J

問
い
合
わ
せ
窓
口

ダスキンコンタクトセンター
☎0120-100100
受付時間：8:00 ～20:00
年中無休

東レ株式会社

トレビーノ
トレシャワー RS53
残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水
シャワー。浄水・原水簡単切替えで経済
的！日本アトピー協会推薦品。

価　格：オープン価格
材料の種類：ABS樹脂
ろ材の種類：活性炭
遊離残留塩素低減能力：12,000L（約25時間）
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：0.05MPa ～ 0.35MPa
本体寸法：最大幅79×長さ244mm
総重量（満水時）：174g（274g）
カートリッジ取換時期の目安：5 ヶ月（1日80L使用
の場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

トレビーノサービスセンター
☎0120-32-4192
受付時間：10:00 ～12:00、
　　　　　13:00 ～17:00
月～金曜日

（祝祭日、弊社休業日は除く）

髪と肌にやさしい水髪と肌にやさしい水
　水道水には、「残留塩素」が含まれています。この残留塩素は、水道水の安全・
衛生状態を保つ上で必要なものです。ところがこの残留塩素には、ちょっと困る
ことがあります。
　残留塩素はそ
の殺菌力のために
タンパク質を酸化
させるといわれて
います。主成分が
タンパク質である
毛髪のキューティ
クルにも影響を与えることが指摘されています。また、残留塩素はキューティク
ルだけではなく、肌のたんぱく質を酸化させて皮膚の保水力が低下し皮膚のバリ
ア機能が低下することがわかってきました。

１次バリア ( 皮脂膜 )
刺激物質を
ブロック

※イメージ図水分 水分

角質層

２次バリア (細胞間脂質 )

水分保持

● 

肌
状
態
が
正
常
な
時

http://www.jwpa.or.jp/

浄水器協会
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浄水器協会“適合マーク”とは…浄水器協会“適合マーク”とは…
　浄水器協会では、ご使用される皆様に安心して浄水器や浄水シャワーなどの浄水機器類を使用し
ていただくため、適合マーク制度を実施しています。
　“適合マーク”は、家庭用浄水器、浄水シャワーについて第三者委員会（技術評価委員会、表示審
査委員会）を設けて個 の々製品を審査し、合格した浄水機器に対して発行し表示されます。
　予て悪徳商法や不当表示の商材として悩まされてきた時代がありましたが浄水機器類の規格基準
を確立させ、安全・安心の見地から製品の信頼を確保する活動を展開してまいりました。適合マー
ク製品は、浄水機器としての性能はもとより法令やコンプラライアンスの上からも使用者に安心して
使用していただくための審査を行った製品です。

審査の基準となる
公的な規格基準及び
浄水器協会自主規格

⃝JIS�S�3241：家庭用浄水器製品規格
⃝JIS�S�3201：家庭用浄水器の試験方法
⃝JIS�S�3242：家庭用逆浸透膜浄水器製品規格
⃝JWPAS�J：浄水シャワー規格（浄水器協会自主規格）
⃝JWPAS�B：公的規格成立のための基本設定規格（浄水器協会自主規格）

株式会社タカギ

キモチイイシャワピタ
Miz-e（JSB333）
亜硫酸カルシウムが残留塩素を除去して、ダ
メージを和らげるやさしいお水を作ります。
交換用：JSC001

価　格：3,410円（税込）
材料の種類：ABS、POM、PP、NBR
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：4,000L
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：0.05MPa ～ 0.2MPa
本体寸法：高さ213.1×幅66×奥行き75.1mm
総重量（満水時）：170g（220g）
カートリッジ取換時期の目安：2カ月【1日8分

（64L）使用した場合】

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社タカギ
☎0120-37-5580
受付時間：平日9:00 ～12:00、
　　　　　　  13:00 ～17:00

（土日祝日、年末年始を除く）
月～金曜日

浄水シャワー適合マーク

承認番号：0000

［浄水シャワー個別マーク］

浄水器協会適合マーク
（共通マーク：2015〜）

承認番号：0000

［共通マーク］

三和精機工業株式会社
浄水シャワーのろ材に使用される
亜硫酸カルシウム
　亜硫酸カルシウムは、科学的及び物理的特性は十
分に検証された無機化合物です。亜硫酸イオンをご
く微量に水に溶解しながら残留塩素と反応し分解
するのが特徴です。定量的に残留塩素と反応するた
め、コンパクトかつ省スペースで最大限の能力を発
揮します。残留塩素との反応速度が速いので、毎分
当たりの通水量を多くできる利点があります。
　浄水シャワーに使用される亜硫酸カルシウム
は、カートリッジとして浄水シャワー本体に装着
されて使用されますが、当該製品の取扱説明書等
に従い交換して使用することで継続して浄水シャ
ワーとしてお使いいただけます。

問
い
合
わ
せ
窓
口

本社
☎042-686-6222
受付時間：9:00 ～17:00
平日

株式会社 LIXIL

ＣＣ（塩素除去）
シャワー
髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるＣＣ（塩素
除去）シャワー。塩素除去水と原水の切替
操作も簡単です。

価　格：9,680円（税込）
材料の種類：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂他
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム、不織布
遊離残留塩素低減能力：4,000L
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：7 ～ 12L/分
本体寸法：最大幅57×高さ208mm
総重量（満水時）：246g（339g）
カートリッジ取換時期の目安：2カ月（1日8L分
使用として）

問
い
合
わ
せ
窓
口

お客様相談センター
☎0120-179-400
受付時間：9:00 ～18:00
平日：月～金曜日

株式会社田中金属製作所

ボリーナ プリート
ウルトラファインバブル発生器を内蔵した
浄水シャワーヘッド。塩素を低減と超微細
気泡を含んだ水流が特徴。

価　格：16,500円（税込）
材料の種類：樹脂素材/ABS樹脂、ポリアセタール樹
脂 ゴム素材/EPDM、シリコン  金属素材/ステンレ
ス、真鍮（メッキ加工）　浄水カートリッジ/PP樹脂
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：4,000L
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：0.07MPa ～ 0.75MPa（推奨水圧
0.15MPa のときの流量：8L/分）
本体寸法：高さ204×幅67×奥行き78mm
総重量（満水時）：155g（250g）
カートリッジ取換時期の目安：約2 ヶ月（1人1
日8分として）

問
い
合
わ
せ
窓
口

お客様お問い合わせセンター
☎058-248-5822
サポート時間：10:00 ～12:00、
　　　　　　13:00～17:00
月～金曜日（祝日は除く）
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ユニチカ株式会社

活性炭繊維フィルター
　浄水シャワーに使用される活性炭は浄
水器にも使用されている安心安全なろ材で
す。活性炭は多くの微細な孔をもち、有機
物などの吸着だけでなく、酸化還元反応に
よって水道水中の遊離残留塩素を効率的
に分解します。
　ユニチカは30年以上にわたり培ってき
た液体浄化のノウハウと活性炭繊維の特
徴を活かし、浄水シャワー用をはじめ、家
庭用から業務用まで多様なフィルターを取
り扱っています。詳細は下記までお問い合
わせください。

問
い
合
わ
せ
窓
口

ACF事業部　ACF営業部
☎06-6281-5248
受付時間：9：00 ～ 18：00
平日：月～金曜日
※祝日・休日、年末年始
　（12月29日から1月3日）を除く

株式会社KVK

浄水シャワー
egg（エッグ）
髪や肌にやさしい浄水で毎日シャワーを浴
びたい、そんな方にエッグがおすすめです。	
シャワーの出方も心地よく、ダブルで快適です。

価　格：14,300円（税込）
ECサイトでのご購入の場合、
￥12,870（税込、送料無料）でご提供しております。
材料の種類：ABS樹脂
ろ材の種類：活性炭・不織布
遊離残留塩素低減能力：12,500L
寿命設定流量：8.5L/分
適正使用範囲：0.1MPa
本体寸法：L90×W90×H265
総重量（満水時）：約350g（約400g）
カートリッジ取換時期の目安：6 ヶ月（1日8分
使用した場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社KVK
浄水器カスタマーサポートセンター 
☎0120-277-995
受付時間：平日9:00 ～17:00
GW、夏期休暇、年末年始除く       

株式会社水生活製作所

BUBBLY JOWER 
（バブリー ジョワー）
マイクロナノバブルの発生と活性炭フィル
ターによる除塩素を両立させた究極の美
肌シャワーヘッド。

価　格：17,600円（税込）
材料の種類：ABS樹脂
ろ材の種類：繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素低減能力：18,000L（約37時間）
寿命設定流量：8L /分
適正使用範囲：0.1MPa ～ 0.3MPa
本体寸法：幅86×高さ260×奥行100mm
総重量（満水時）：約300g（約450g）
カートリッジ取換時期の目安：6 ヶ月（1日100L
使用した場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社水生活製作所　開発部
☎0581-23-0570
受付時間：9:00 ～17:00
月～金曜日（祝日を除く）

■■ 浄水シャワー　Q＆A

浄水シャワーが世に出た当初は、製品としての統一的な規格などがなく、性
能の目安など共通の基準も示されていませんでした。浄水器協会では、こう
した状況に鑑み、「浄水シャワー」の性能を試験し、他方で多数のモニターの
意見も聴取し、皮膚の専門家の方 の々アドバイスなどを取り入れて、浄水シャ
ワーの標準化に取り組みました。

現在、浄水器の性能に関する項目、そして品質表示に関する2項目につい
て、浄水器協会自主規格「JWPAS J」として制定しております。

インターネット上のオークションサイト等で、浄水器協会会員の製品の偽物
が販売されている事例があります。

特に交換カートリッジは、使用される水の量や水質状況によっても異なりま
すが、定期的に交換することで、性能を維持して利用されるため、各社が推奨
する交換目安により維持管理する必要があります。カートリッジをインターネッ
トサイトで購入する際は以下の点に注意していただく様お願いいたします。

①製造メーカーの公式サイトで選定、購入してください。
② 怪しいと思った製品記事については、購入前（注文確定前）に製造メー

カーへお問い合わせください。

Q：残留塩素のメリット・デメリットは何ですか？
A： 残留塩素のメリットは、安全性確保のための殺菌力であり、それは法律で規定されています。

末端水道蛇口でも一定の濃度を保っています。  
逆にデメリットといえば、残留塩素の酸化力にあります。水道水中に残留している有機物と
化合して有毒物質を生成したり、一定の濃度を超すと、この酸化力が髪や肌のタンパク質を
酸化させてしまう可能性があるので、逆に残留塩素が極力抑えられている必要があります。

Q：浄水シャワーにはどんなタイプがありますか？
A： 現在、市販されている“浄水シャワー ”の多くはろ材（カートリッジ）が装着されている場所に

よって大きく3つのタイプがあります。  
　（1）シャワーヘッド内蔵形　　（2）シャワーホース装着形　　（3）固定据置形  
ご購入の際には販売店へ問い合わせるか、製品のカタログ、取扱説明書等をご参照ください。

Q：浄水シャワーはどこで買えますか？
A： 浄水シャワーは、百貨店、スーパー、ホームセンターなど

の量販店又は各社公式ホームページでお求めください。
普通、浄水シャワー本体をご購入になったお店には、交換
カートリッジも用意されています。  
なお、通販やレンタルなどで浄水シャワーをお求めになる
場合、詳しくはメーカーへお問い合わせください。

Q：カートリッジ交換時期を過ぎたらどうなるのですか？
A： 残留塩素の除去（低減）の能力が落ちてきます。ろ材の

種類によっては、目詰まりなどで吐水量が落ちる場合も
ありますので、定期的にカートリッジを交換してください。

■■ 浄水シャワーの規格基準と品質表示 ■■ カートリッジの偽物にご注意ください
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まも肌　ベビー泡ソープ
◦	きめ細かく濃厚リッチでクリーミーな泡で、洗いあが
りしっとり。
◦	お肌の油分を残しながら、	やさしく汚れを落とします。
◦	目に染みる成分は配合していません。
価　格：1,200円（税込価格1,320円）
内容量：400mL

全成分：水、グリセリン、ソルビトール、BG、ココイルグリシン
Na、コカミドプロピルベタイン、パントエアバガンス/（リンゴ液
汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルリチン酸2K、セテアリルア
ルコール、イソマルト、イソステアリン酸、塩化Na

製造国：日本

デリケート肌の赤ちゃんでも
使える
まも肌 ～敏感肌スキンケアシリーズ～

日本免疫粧研は、お肌への刺激になる可能性が
ある成分を限りなくゼロに近づける、「０（ゼロ）
添加®」処方にこだわり、お肌の弱い赤ちゃんや
敏感肌の方にも安心してお使いいただける商品
をお届けします。

株式会社 日本免疫粧研
大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-35

	 お問い合わせ先
	 ☎ 06-4862-5542
	 平日のみ10:00 〜 17:00

相談窓口

□	 累積刺激性試験（アレルギーテスト）済み
□	 敏感肌対象パッチテスト済み
□	 スティンギングテスト済み
□	 皮膚科医監修による乳幼児対象使用テスト済み
□	 アトピー素因の方対象パッチテスト済み

※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。

まも肌シリーズは、
外部専門機関で複数のテストを実施。
客観的な評価を元に、
より安心安全な商品をお届けします。

より安心してお使い頂くために

https://www.jmeneki-shoken.co.jp/

まも肌　〜敏感肌スキンケアシリーズ〜
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　毎日のスキンケアが大切です

アトピー素因（＊）がある新生児に、保湿剤を習慣的に塗った
場合と、そうしなかった場合を比較した事例では、8か月後には保
湿剤を習慣的に使った群で3割もアトピー性皮膚炎の発症を抑え
ることが出来たという報告があるほどです。

生後2 〜 3 ヶ月は皮脂の分泌が生涯で最も少ない時期です。
アトピー素因がある赤ちゃんにとって、乾燥しやすい危険な時期
でもあるため、毎日のスキンケアが重要な役割を果たします。

肌の保湿で重要な要素は「天然保湿因子」、「皮脂」、「バリア機
能を支える細胞間脂質」の3つです。スキンケア製品には、この3
つの要素をケアする成分が配合されています。保湿剤は肌の乾燥
状態を改善し、乾燥によるかゆみも緩和してくれます。かゆみの
緩和はとても重要で、角質を破壊する「掻く」という行為を防ぐこ
とで、肌トラブルの悪化も防ぐことができます。

特にクリームは、オイル成分が肌の表面を覆って角質からの水
分の蒸散をおさえるため、水分が角質に保たれて角質水分量を増
加させます。また、クリームが肌の上に残っているとあたかも肌を
ラップでくるんだようなラップ効果がおこり、水分の供給とラップ
効果によって保湿効果が長時間持続します。その効果は、化粧水  

 
 
 
 
 
 
よりも乳液の方が高く、乳液よりもクリームの方が高くなります。
＊�アトピー素因：両親のどちらかにアトピー性皮膚炎のり患歴が

ある場合をいいます。

◆ 入浴後のスキンケアのポイント
◦�肌の汚れを取るために洗う行為はとても大切ですが、皮脂の喪

失や物理的摩擦による角質の破壊も行われてしまいます。1日
の中で肌が最も乾燥するのが入浴後の水分蒸散時です。入浴
後のスキンケアは特に大切です。

◦�保湿剤の効果はたくさん使うことよりも保湿のために塗る回数
の方が重要です。1日に塗る回数は1回よりも2回以上の方が
確実に高い効果があることが証明されています。

まも肌　ベビーミルキークリーム
◦	たっぷりの保湿成分が「おまもり肌」のベールをつくり、	 	
敏感な赤ちゃんのお肌をしっとりやさしく守ります。
◦	ベタつかないからいつでもどこでも保湿ケア。肌につけた瞬間に放出される	 	
フレッシュな保湿成分がべたつきを感じさせません。

価　格：1,700円（税込価格1,870円）
内容量：120g

全成分：水、BG、ミリスチン酸オクチルドデシル、グリセリン、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ベタイン、プロパンジオール、トレハロース、パルミチン酸セ
チル、テトラ（ヒドロキシステアリン酸/イソステアリン酸）ジペンタエリスリチル、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、テトラエチルヘキサン酸ペン
タエリスリチル、パントエアバガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルレチン酸ステアリル、スフィンゴ糖脂質、セラミドNP、セラミドNG、セラミド
AP、ヒアルロン酸Na、フィトスフィンゴシン、スクワラン、グセリルグルコシド、水添パーム油、ジグリセリン、イソマルト、ベヘニルアルコール、カルボマー、（アクリレー
ツ/アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、アルギニン、エチルヘキシルグリセリン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa

製造国：日本

4つのポイント!　乳幼児〜おとなまで

❶ クリームを使う

❷ 入浴後は1時間以内にゆっくりと　

❸ 1日2 回以上

❹ 毎日スキンケア
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まも肌　ベビーUVエアリークリーム
◦		紫外線吸収剤フリー。デリケートな赤ちゃんも使える、敏感肌用日焼け止めです。	 	
顔にも体にもお使いいただけます。
◦	べたつかないから何度でも塗り直しＯＫです。
価　格：1,800円（税込価格1,980円）
内容量：50g

全成分：水、シクロペンタシロキサン、BG、イソノナン酸イソトリデシル、酸化チタン、スクワラン、ペンチレングリコール、グリセリン、カプリリルメチコン、マンニトー
ル、ステアリン酸グリセリル、グリチルリチン酸2K、シロキクラゲ多糖体、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ジメチコン、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイル
ジメチルタウリンNa）コポリマー、シリカ、カルボマー、キサンタンガム、トコフェロール、水酸化Al、ステアリン酸、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60

製造国：日本

　子どもの紫外線対策

子どもの成長発達や健康のことを考えると、太陽光/紫外線は
骨の成長を助け、免疫作用に影響するビタミンDを体内に作るた
めにとても大切な役割をはたしています。一方肌の美容にとって太
陽光/紫外線は「百害あって一利なし」です。子どもの時に浴びる
ほど肌への影響が大きいことがわかっているので、子どもの頃から
日焼けを避けることが、健康な肌を維持する秘訣と言えます。

皮膚と紫外線の研究分野では子どもの紫外線対策は約50％し
か行われていないと言われています。出来ればやった方がいいと思
いつつも、どんな日焼け止めを使えばいいのか、いつから始めたら
いいのか、わからずに過ごしている人が多いのではないでしょうか。

生後1 〜 2 ヶ月の赤ちゃんは、外出する機会がそれほど多くな
いので、特に日焼け止めを塗る必要はありません。外出するとき
は、全身を包み込める「おくるみ」などで覆い、出来る限り短時間
の外出にとどめます。生後半年を経過すると外遊びの機会が増え
るので、日焼け止めでしっかりと紫外線ケアをしてください。

　赤ちゃんの肌はおとなに比べて「まもる」機能がじゅうぶんではありません。
　おとなよりずっと乾燥しやすく、刺激を受けやすい状態です。

身体最大の器官である肌は、体重の約16%を占め、畳一畳分
（約1.6㎡）の面積にも相当する「命を守る器官」です。

肌には、身体の水分を最適な状態に保つ「保水」と異物やアレ
ルゲンなどを内部に入れない「防御」の二つの機能があり、この「バ
リア」で命を守っています。しかし、ストレスや体調不良で肌の調
子が悪化したり、赤ちゃんのように肌が発達段階にあると、「バリ
ア」が十分に果たされず、外部からの刺激を受けやすい敏感な肌

状態となり、化粧品の防腐剤や安定化剤、植物エキスや植物オイ
ルのような成分でさえも、刺激物となり肌トラブルを引き起こす要
因になります。肌が未発達な赤ちゃんや敏感肌の人にも心から安
心して使える化粧品が必要です。肌に不要な防腐剤や安定化剤、
植物エキスや植物オイルも配合せず、肌の状態を整えるために必
要な成分だけで化粧品を作ることが重要なのです。

子どもの日焼け止めを選ぶ 4つのポイント!

❶ 紫外線吸収剤、防腐剤が配合されていない　

❷ エタノールが配合されていない　

❸ 海などでたくさん遊ぶとき以外は
　 SPF25〜30、PA＋＋〜＋＋＋の日焼け止めを選ぶ　

❹ 石鹸で洗い流せるものを選ぶ
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まも肌　トライアルセット
（ベビー泡ソープ／ベビーミルキークリーム）
◦		お出かけに便利！	 	
ソープとクリームのミニサイズをセットしました。

価　格：1,000円（税込価格1,100円）
内容量： ソープ 30mL ／ クリーム15g

全成分：
【ソープ】水、グリセリン、ソルビトール、BG、ココイルグリシンNa、コカミドプロピルベタイン、パントエア

バガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルリチン酸2K、セテアリルアルコール、イソマル
ト、イソステアリン酸、塩化Na

【クリーム】水、BG、ミリスチン酸オクチルドデシル、グリセリン、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、
ベタイン、プロパンジオール、トレハロース、パルミチン酸セチル、テトラ（ヒドロキシステアリン酸/イソス
テアリン酸）ジペンタエリスリチル、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル、テトラエチルヘ
キサン酸ペンタエリスリチル、パントエアバガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルレチ
ン酸ステアリル、スフィンゴ糖脂質、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、フィトスフィ
ンゴシン、スクワラン、グセリルグルコシド、水添パーム油、ジグリセリン、イソマルト、ベヘニルアルコール、
カルボマー、（アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、アルギニン、エチルヘキシル
グリセリン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa

製造国：日本
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パックスベビーシリーズ
赤ちゃんの肌をやさしく守り、
自然と寄り添うパックスベビー
『できることなら、代わってあげたい』
赤ちゃんの肌荒れや乾燥など、
子育ての悩みは尽きません。
そんなあなたの悩みを分かち合い、やさしく寄り添いたいという思いから
100％自然由来成分＊にこだわった『パックスベビー』
＊ ISO16128-1に定義された自然原料(水を含む)、自然由来原料、鉱物由来原料のみを使用しており、同じく定義

された非自然原料を使用していません。  
「パックスベビー」は登録商標です。

パックスベビー
ボディークリームEF
赤ちゃんの肌荒れを防ぐ100％自然由来成
分※1からできた全身保湿クリーム。アル
コールフリー※2処方です。
※1  ISO16128-1に定義された自然原料、自然由来原料、鉱

物由来原料のみを使用しており、同じく定義された非自
然原料を使用していません。

※2 アルコールとは、エタノールのことです。

価格／内容量：
【チューブ】　660円（税込価格726円）／ 50g
【ポ ン プ】1,900円（税込価格2,090円）／ 180g

成分：水、グリセリン、プロパンジオール、ホホバ種
子油、マカデミアナッツ油、ステアリン酸K、ステア
リン酸、パルミチン酸、ベヘン酸、スクワラン、ロー
ズマリー葉エキス、トレハロース、ベヘニルアルコー
ル、トコフェロール、ヒノキチオール

パックスベビー
全身シャンプー N
赤ちゃんの皮脂にも含まれるパルミトレイ
ン酸が豊富なマカデミアナッツ油を使用し
た、植物性石けんの泡ポンプ式全身用シャ
ンプー。

価格／内容量：
【本体】1,000円（税込価格1,100円）／ 300ml
【詰替】　 680円（税込価格748円）／ 300ml

成分：水、マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、グ
リセリン、水酸化K、パーム核油、ヤシ油、ローズマ
リー葉エキス、クエン酸、トコフェロール

パックスベビー
うるおいUVクリーム
デリケートな赤ちゃんのお肌を紫外線から
守り、しっとり保湿するUVクリーム。アル
コールフリー※１処方です。
※1 アルコールとは、エタノールのことです。

価格／内容量：850円（税込価格935円）／ 40g

成分：水、プロパンジオール、酸化チタン、スクワラ
ン、マカデミアナッツ油、グリセリン、ホホバ種子油、
ステアリン酸K、ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘ
ン酸、シリカ、ベヘニルアルコール、カミツレ花エキ
ス、ローズマリー葉エキス、トコフェロール、ヒノキ
チオール

太陽の恵み
人にやさしく地球にやさしく

油脂と自然の力で美しく健やかに肌を育み、あ
なたとあなたの大切なひとを笑顔に、そしてサス
テナブルな製品で未来を守り育みます。
一人でも多くの皆さまが、心豊かに一生涯健や
かで、 笑顔あふれる暮らしを目指します。

太陽油脂 株式会社
神奈川県横浜市神奈川区守屋町2-7

	 消費者相談室
	 ☎ 0120-894-776
受付時間：月曜・水曜・金曜（祝日を除く）	
10:00 〜 12:30、13:30 〜 16:00	
※受付時間は変更になる可能性がございます

相談窓口

太陽油脂
https://shop.paxnaturon.com/
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SDGsとはSustainable Development Goals（サスティナブル　ディベロップメント　ゴールズ）の略

で、日本語では「持続可能な開発目標」といいます。 2015年に開催された第70回国連持続可能な開発

サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。 この時掲げられた17の目標

には、貧困対策や、生産や消費の責任、海の豊かさを守ろう、すべての人に健康と福祉を、などさまざまな

視点から検討された項目が含まれています。日本を含む世界中の国や地域で「誰一人取り残さない」世界

の実現のために、企業や市民がSDGsをテーマに取り組んでいます。

認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワークは1・3・17に取り組んでいます。

様々な視点さまざまな考え方があります

●  洗浄成分である石けんは、川に流れると水中のカルシウムなどのミネラルと結びつき、魚や微生物のえ
さになり自然にかえる、川や海にやさしい成分です。石けんはサスティナブルで環境にもやさしい製品と
いえます。

●   石油由来の合成化学物質は、ヒトの皮膚や環境中に生きる生物に対するサスティナビリティが低いことが
懸念されるため、製品設計の段階でこうした成分を使用しないことを明言している企業があります。

●  プラスチックの使用量を減らしたり、生分解性素材への置き換えやリサイクルに取り組むなど、モノづく
りだけでなく、「作られたものが消費者に使われたそのあと」の環境や社会への影響にも配慮する企業の
取組が、今注目されています。

●    企業の取組だけでなく、作られたものを使う私たちが何を選ぶかということが、少し先の未来を変えて
いくことに目を向けてみたいと思います。

企業の取組だけでなく、
作られたものを使う私たちが何を選ぶかということが、
少し先の未来を変えていくことになるかもしれません。
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林間学校、修学旅行、野外活動、キャンプやスキーに行くときも
エピペン®を、肌身離さず持ち歩けるように
野外活動の経験からエピペン®携帯ケースを作成しました。

断熱材が入っています。中仕切りがありま
すので、小さなアイスバックも入れられます

紐を一番短くした状態

紐を長くした状態

日陶科学の「ニットー保健カタログ（2020・2021年度版 337号）」にこのエピペン®
携帯ケースが「アドレナリン自己注射薬用携帯ケース（HELP KIT）」という製品名で掲載
されるようになりました。病院、保育園、学校から購入しやすくなりました。

●小学校で備品として複数購入しました ［教師］　匿名さん

校内移動をする際にそれぞれの児童の担任がエピペン®を携帯するのに使用しています。
宿泊行事中の食事時間には、養護教諭がエピペン®携帯ケースを身につけて食堂にいるよう
にしています。音楽や家庭科などの特別科目の時は、担任から教科の先生に携帯ケースを引き
継ぎます。教科が終わって教室に戻るときは本人が身につけて担任に引き継いでいます。保健
室やランドセルに置きっぱなしの時よりも職員の意識が高まった感じがします。

32ページに続く⇒

★専用の冷却材
　（カチカチにならず冷却）がついて

日陶科学 WEBサイト▶ https://www.nittokagaku.com/Search/detail/464/1

4,180円（税込み）

頒価 3,500円（送料込み）
＊同封アンケートに回答した方にはクオカード（500円）を贈呈

原材料費の高騰により価格据え置きが困難になりました。使用感アンケートにぜひご回答ください。

アトピッ子地球の子ネットワーク WEBサイト▶ https://www.atopicco.org/topic/help-kit-202210.html

エピペン®を処方された人たちがいつでもどこでも持ち歩
けるように開発した携帯ケースです。
アトピッ子地球の子ネットワークが開催する夏休み環境
教育キャンプでは毎年、120人規模のキャンプを開催してい
ます。そのうち約50人が食物アレルギーの人たちでさらに
その半数の人たちがエピペン®を持ってキャンプに参加し
ます。保育に参加する子、小中学生のプログラムに参加する

子、ボランティアで調理に参加する人それぞれが野外で忙し
く動き回ります。時には宿泊場所から離れて1時間近く川に
沿って歩くこともあります。
そんな時は両手に何も持たず身体にぴったり付けた形で
エピペン®を持って移動することになります。
野外活動の中で必要に迫られて、制作したものが年々改良

されて今の形になりました。

底の幅
2.7cm

8.5cm

20.5cm

改良
しました

施設備品として
購入できるように

なりました

エピペンエピペン®®
携帯ケース携帯ケース
（（HELP KITHELP KIT））

エピペン®
携帯ケース
（HELP KITHELP KIT）

使用者コメント使用者コメント
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食物アレルギー対応
サービス紹介

掲載サービス

●オーダーメイドミールキット
●レストラン
●イベント

掲載企業

●matoil（マトイル）

食物アレルギーの人の
生活に潤いをプラス
食生活や心の安らぎを
応援するために

13



みんなの「食べたい」をつくる
アレルギー対応サービス matoil

食物アレルギーや好き嫌い、挑戦したい料理に
ついてひとりひとりお話を聞かせていただいて、
お料理をお作りしています。普段のお食事から
ハレの日のお食事まで、ご自宅でも、レストラン
でもお楽しみいただけるよう、全力でご要望に
お応えいたします！

京セラ 株式会社 マトイル事務局
東京都世田谷区上北沢4-15-12
メゾンドボンシャンス1階

	 お問い合わせ先
	 ☎ 070-3798-1222
	 受付時間：9:30 〜 17:00

相談窓口

matoil（マトイル）
https://online.matoil.jp/
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食物アレルギー対応
食品紹介

掲載加工食品

●ケーキ　●シュークリーム　●ボーロ
●餃子　●カレー　●シチュー　●ハヤシ
●ふりかけ　●スープ　●レトルト　●パン
●ケーキミックス粉　●からあげ粉
●チョコレート　●ウインナー　●ハム
●ベーコン　●ハンバーグ　●パスタ
●うどん　●ビーフン　●中華麺
●ラーメン　●他

掲載企業

●タカキベーカリー　●ガレノス　●味の素冷凍食品
●エスビー食品　●永谷園　●トップバリュ（イオン）
●ハウス食品　●日本ハム　●ケンミン食品
●オタフクソース　●日清オイリオグループ
●ネスレ日本

■食品のページでは、2022年8月現在の情報を掲載しています。

食物アレルギーの人の
食生活を豊かにするために

食生活の一助に

■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21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、アーモンド

掲載されているアレルゲンについて
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
21品目の計28品目をアレルゲン表示対象としています。

16



すこやかロールケーキ
特定原材料7品目不使用のロールケーキ。
ふんわりとした米粉のスポンジに、なめら
かな豆乳クリームをたっぷり使用し、仕上
げています。

価　格：2,000円（税込価格 2,160円）
内容量：1個
原材料：豆乳入りホイップ（国内製造）、米粉、砂糖、でん
粉、麦芽糖、豆乳発酵食品、還元水あめ、乳化油脂、大豆
たん白、植物油脂、食塩／トレハロース、糊料（加工でん
粉、アルギン酸エステル、増粘多糖類）、乳化剤、膨張剤、
ｐＨ調整剤、環状オリゴ糖、セルロース、香料、酸化防止
剤（V.E）、塩化Ｍｇ、（一部に大豆を含む）
賞味期間：180日（冷凍保存）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

すこやか 
チョコレートケーキ
特定原材料7品目不使用チョコレートケー
キ。米粉ココアスポンジに、乳不使用チョコ
レートを使った豆乳クリームを絞り、チョコ
チップをトッピング。果物を使用しないこと
で、より多くの方にお楽しみいただける
ケーキにしました。

価　格：3,200円（税込価格 3,456円）
内容量：1個
原材料：豆乳入りホイップ（国内製造）、チョコレート、砂
糖、米粉、麦芽糖、オリゴ糖、でん粉、大豆加工食品、コ
コアパウダー、植物油脂、大豆たん白、寒天、食塩、シロッ
プ／トレハロース、糊料（加工でん粉、アルギン酸エステ
ル、増粘多糖類）、乳化剤、膨張剤、クロレラエキス、pH
調整剤、セルロース、香料、酸化防止剤（V.E）、塩化Mg、

（一部に大豆を含む）
賞味期間：180日（冷凍保存）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

すこやかシュークリーム
特定原材料7品目不使用のシュークリー
ム。やさしい甘さの豆乳クリームがたっぷ
り入っています。

価　格：2,500円（税込価格 2,700円）
内容量：24個（6個×4パック）
原材料：豆乳入りホイップ（国内製造）、乳化油脂、麦芽糖、
豆乳発酵食品、でん粉、大豆たん白、水あめ、植物油脂、
食塩／トレハロース、糊料（加工でん粉、増粘多糖類、ア
ルギン酸エステル）、乳化剤、pH調整剤、環状オリゴ糖、
セルロース、膨張剤、香料、酸化防止剤（V.E）、塩化Mg、

（一部に大豆を含む）
賞味期間：180日（冷凍保存）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

みんな、いっしょに

タカキベーカリーオンラインショップでは、食
物アレルギーのお子さまや、噛む力が低下した
高齢者の方など、さまざまな事情でご家族と同
じものが食べられない皆様に向けて、みんなで
いっしょに召し上がっていただけるパンやスイー
ツを提供しています。

株式会社 タカキベーカリー 
ヘルスケアフーズ営業部
広島県広島市安芸区中野東3-7-1

	 	タカキベーカリー 	
お客様相談室

	 ☎ 0120-133-110
	 （	9:00 〜 17:00	

日曜・祝日、年末年始を除く）

相談窓口

すこやかストロベリーケーキ
特定原材料7品目不使用ケーキ。米粉のスポンジ
に豆乳ホイップクリームを絞り、ダイス状にカット
したいちごをトッピング。レアチーズ風味の豆乳ク
リームといちごジャムをサンドすることで、さっぱり
とした仕上がりに。

価　格：2,778円（税込価格 3,000円）　　内容量：1個
原材料：豆乳入りホイップ（国内製造）、砂糖、米粉、イチゴジャム、イチゴ、水あめ加工品、でん粉、豆乳発酵食
品、植物油脂、麦芽糖、オリゴ糖、イチゴピューレ、大豆たん白、レモンジュース、食塩、シロップ／トレハロース、
糊料（加工でん粉、増粘多糖類、アルギン酸エステル）、ソルビット、乳化剤、膨張剤、クロレラエキス、環状オリ
ゴ糖、香料、酸味料、メタリン酸Na、紅麹色素、pH調整剤、クエン酸Ca、乳酸Ca、（一部に大豆・りんごを含む）
賞味期間：180日（冷凍保存）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆、りんご 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

タカキベーカリー
https://www.takakibakeryshop.jp/f/sukoyaka

17



アレルギーあんしんボーロ 
かぼちゃ
7ヶ月頃からおすすめ！
調剤薬局にてお買い求めください。
もしお近くに無い場合、以下のサイトで購入できます。
■メディシス（四国の調剤薬局グループ）　https://medisys-shop.com/

価　格：880円（税込価格 950円）
内容量：10g×14包×1袋
原材料：馬鈴薯澱粉（じゃがいも（北海道産、遺伝子組換えでない））、還元麦芽糖水飴、麦芽糖、フラクトオリゴ
糖、かぼちゃ粉末（かぼちゃ（北海道産））／トレハロース、骨カルシウム、膨張剤、乳化剤、クエン酸第一鉄ナ
トリウム
賞味期間：製造後10 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：本品は、卵・小麦・乳成分・えびを使用した設備で製造していますが、製造ロット
ごとに特定原材料アレルギー検査を実施しています。

食物アレルギーがあるお子さま
にも安心・安全のおいしさを

・乳児用規格適用食品。
・ 特定原材料等28品目不使用（製造ロットごと

に、特定原材料アレルギー検査を実施してい
ます）。

・ 国産原料（かぼちゃ粉末、馬鈴薯澱粉）北海
道産の遺伝子組換えでないものを使用。

・ 甘味料は、麦芽糖、フラクトオリゴ糖、還元麦
芽糖水飴を使用。

・ 焼成魚骨カルシウム配合。
・ 調剤薬局専売品です。

株式会社 ガレノス
徳島県徳島市川内町加賀須野421番1

	 お客様相談室
	 ☎ 0120-252-518
	 	月〜金曜日9:00 〜 17:00	

（祝日を除く）

相談窓口

ガレノス
https://medisys-shop.com/

コラム

新型コロナ禍の経済困窮者への支援を続けています
〜アレルギー用粉ミルク・食物アレルギー対応食品の無償提供〜 ＊締切：2023年5月31日（水）

新型コロナ禍により様々な人が経済的に大変な状況
に直面しています。
食物アレルギーがありフードバンクなどを利用するこ
とができない方々を対象に、アレルギー対応の食品
をお届けするプロジェクトを実施中です。
アレルギー用粉ミルクが必要な赤ちゃんへの粉ミル
クの提供も行っています。

お子さんに食物アレルギーがあり下記の 
いずれかの項目に該当する方が対象です。

❶  コロナ禍で収入が大きく減少した
❷  家族に失業者がいる
❸  ひとり親
❹  その他の理由で応援が欲しい（詳細な記入が必要です）

＊申込フォームには経済的な事情を詳しく書く項目があります。
　もれなくご記入ください。

この事業は「子どもまんぷく基金」の助成事業として実施します。認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク
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米粉でつくった 
ギョーザ
米粉を使った皮で中具を包んだ、「小
麦・卵・乳」不使用の餃子です。油・
水なしで調理ができ、羽根がパリッとジューシーに仕上がります。お肉も野菜もすべ
て国産で、米粉のもちもち食感が味わえます。

価　格：オープン価格　※参考税抜き価格300円
内容量：12個入り（276g）
原材料：野菜（キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく）、鶏肉、豚脂、粒状大豆たん白、ごま油、しょうゆ、砂糖、食塩、
粉末状大豆たん白、発酵調味料、たん白加水分解物、香辛料、皮（米粉、米粉加工品、なたね油、でん粉、粉末
状大豆たん白）/ 加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、HPMC、アルギン酸エステル、乳化剤、増粘
剤（キサンタン、アルギン酸Na）、pH調整剤、塩化Ca、（一部にごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）　*増粘剤（ア
ルギン酸Na）：海藻から作られており、中具の品質の安定のために使用しています。
賞味期間：12 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：ごま、大豆、鶏肉、豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：本商品の製造工場では、小麦、卵、乳を含む商品を製造しています。

いろんなシーンで食べられて、
どこでも買える。おいしく、
みんなを笑顔にするものを。

味の素冷凍食品（株）ではアレルギー配慮製品
の開発に取り組み、「小麦・卵・乳」不使用の
餃子・から揚げ類、特定原材料等28品目不使
用の「それいけ！アンパンマン」シリーズの全12
品をラインナップしています。販売店舗情報は、
相談窓口や味の素冷凍食品【公式】Twitter（@
ff_ajinomoto）のDMでお気軽にお問い合わせ
ください。

味の素冷凍食品 株式会社
東京都中央区銀座7丁目14番13号　日土地銀座ビル

	 	味の素冷凍食品株式会社　	
お客様相談室

	 ☎ 0120-303-010
	 	平日 	9：00〜 13：00	/		

14：00〜 17：00

相談窓口

味の素冷凍食品
https://www.ffa.ajinomoto.com/allergyfriendly

※販売店舗情報はこちらから

コラム

2年間の活動記録、ティーンズ 
ミーティング報告集が完成しました

（公財）小林製薬青い鳥財団助成事業

食物アレルギー「ユニバーサルな食事の
実現をめざして」報告集 子ども食堂応援事業

中学生から20代の社会人までを対象にティーンズミー
ティングを開催しています。アトピッ子地球の子ネット
ワークが開催する夏休み環境教育キャンプでは、プロ
グラムの一つとして2014年から高校生、大学生を中
心にミーティングを行ってきました。沢山の患者が経験
しているのに社会に伝わっていない出来事を掘り起こ
し、ティーンを取り巻く周りの人々への理解、社会の理
解を深めていきたいと考えています。

子育て世代の半数以上が共働きと言われています。地域に根差
す子ども食堂は、下校後の子どもの居場所としてその役割が注
目されています。また、新型コロナ禍で経済的に厳しいご家庭
や、孤立しがちなひとり親家庭を、交流や食事提供によって支え
る役割を果たしています。食堂、フードパントリー、宅食など活
動の形態も様々です。私たちは、地域の人と人との交流の場に、
食物アレルギーの人も参加できるよう、誰もが食べることができ
る「ユニバーサルな食事」の提案をしています。ユニバーサルな
食事実現のために、アレルギー対応食品を子ども
食堂に提供する活動も断続的ですが続けています。

［どちらの報告集も冊子をご希望の方はメールでお問い合わせください。在庫があれば送料300円でお送りできます。］
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1 歳からおいしく食べられる、
「アレルギー配慮商品」

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。

エスビー食品 株式会社
東京都中央区日本橋兜町 18番6号

	 	エスビー食品株式会社		
お客様相談センター

	 ☎ 0120-120-671

相談窓口

シチューの王子さま 顆粒
（アレルギー特定原材料等28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：262円（税込価格 282円）
内容量：60g
原材料：植物性油脂加工食品（国内製造）（デキストリン、
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、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（7品目中）  ：なし　 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28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28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：238円（税込価格 257円）

内容量：60g
原材料：植物性油脂加工食品（国内製造）（デキストリン、
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、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（7品目中）  ：なし　 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28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28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：116円（税込価格 125円）
内容量：70g
原材料：ソテー・ド・オニオン（国内製造）、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（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

カレーの王子さま 顆粒
（アレルギー特定原材料等28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：262円（税込価格 282円）
内容量：60g
原材料： ばれいしょでん粉（国内製造）、デキストリン、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、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

賞味期間：540日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし　 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

エスビー食品
https://www.sbotodoke.com/
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A-Label（エー・ラベル）
あたためなくても 
おいしいカレー  中辛5年保存
「卵・乳・小麦・そば・落花生・大豆」と「香料・
着色料・化学調味料」を使わずにつくりました。あ
たためなくてもおいしく召しあがれるため、備蓄品
をはじめ様々なシーンでご利用いただけます。

価　格：希望小売価格 180円（税込価格 194円）
内容量：210g
原材料：野菜（じゃがいも、人参）、炒め玉ねぎ（玉ねぎ、なたね油）

（国内製造）、砂糖、豚肉、トマトペースト、カレー粉、食塩、ポテト
フレーク、ポークエキス、パーム油、酵母エキス、にんにく、ガラム
マサラ／糊料（加工でん粉）
賞味期間：66 ヶ月（常温未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

A-Label（エー・ラベル）
ふりかけ　鮭
「卵・乳・小麦・そば・落花生・大豆」
と「香料・着色料・化学調味料」を使
わずにつくりました。保存に便利な
チャック付きです。

価　格：希望小売価格 200円（税込価格 216円）
内容量：30g
原材料：鮭フレーク（鮭、パーム油、麦芽糖、ばれい
しょでん粉、食塩、鮭エキス、酵母エキス）（国内製
造）、調味顆粒（ぶどう糖、食塩、とうもろこしでん粉、
鮭パウダー、鮭エキス、酵母エキス、昆布粉、デキス
トリン）、わかめ、海苔／酸化防止剤（ビタミンE）
賞味期間：18 ヶ月（常温未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：さけ 
 注意喚起情報（28品目中）  ：本商品で使用してい
る海苔、わかめは、えび、かにの生息域で採取して
います。

A-Label（エー・ラベル）
ふりかけ　おかか
「卵・乳・小麦・そば・落花生・大豆」
と「香料・着色料・化学調味料」を使
わずにつくりました。保存に便利な
チャック付きです。

価　格：希望小売価格 200円（税込価格 216円）
内容量：30g
原材料：調味顆粒（ぶどう糖、鰹節粉、食塩、砂糖、
とうもろこしでん粉、デキストリン、酵母エキス）（国
内製造）、味付鰹削り節（鰹削り節、砂糖、食塩、酵母
エキス、椎茸エキス）、海苔／酸化防止剤（ビタミンE）
賞味期間：18 ヶ月（常温未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：本商品の製造ライン
では、さけを含む商品を生産しています。 本商品で
使用している海苔は、えび、かにの生息域で採取し
ています。

A-Label（エー・ラベル）
あたためなくてもおいしい 
カレー  甘口5年保存
「卵・乳・小麦・そば・落花生・大豆」と「香料・着
色料・化学調味料」を使わずにつくりました。あたた
めなくてもおいしく召しあがれるため、備蓄品をはじめ
様々なシーンでご利用いただけます。

価　格：希望小売価格 180円（税込価格 194円）
内容量：210g
原材料：野菜（じゃがいも、人参）、炒め玉ねぎ（玉ねぎ、なたね油）（国内製造）、砂糖、豚肉、トマトペースト、カ
レー粉、食塩、ポテトフレーク、ポークエキス、パーム油、酵母エキス、にんにく／糊料（加工でん粉）
賞味期間：66 ヶ月（常温未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉　 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

調理例

A-Labelは「卵・乳・小麦・そば・
落花生・大豆」と「香料・着色料・
化学調味料」を使わずにつくった
永谷園の商品ブランドです。

A-Labelシリーズは特別な管理・生産体制の
もとでつくられています。食物アレルギーのない
方にもご満足いただける品質ですので、ご家族・
お友達の皆様もご一緒においしく召しあがって
いただけます。

株式会社 永谷園
東京都港区西新橋2-36-1

	 永谷園	お客様相談室
	 ☎ 0120-919-454
	 永谷園　直接販売窓口
	 ☎ 03	-3732-7990

相談窓口

永谷園
https://www.nagatanien.co.jp/safety/allergy/

※商品の改訂等により、商品パッケージのデザイン・記載内容が異なる場合がございます。ご購入、お召し上がりの際は、お手元の商品の表示をご確認ください。 21



家族がひとつになる食卓を。
やさしごはん

特定原材料7品目「卵・乳・小麦・落花生・そば・
えび・かに」を含む原料を使わない、手軽でお
いしくカラダにやさしい食事をご提供するシリー
ズです。また、簡単にアレンジできるソースや
ケーキミックス粉、チョコレートなど、多彩なメ
ニューを実現していただけるよう想いをこめてつ
くっています。

イオン 株式会社
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

	 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）

相談窓口

おこめでつくった 
うどん風麺
温かくしても冷たくしてもおいしくお召し上
がりいただける、もちもち食感の細麺です。

価　格：148円（税込価格 159円）
内容量：130g
原材料： うるち米（岩手県産）、とうもろこしでん粉、植物

油/加工でん粉、pH調整剤、グリシン
賞味期限：製造日より270日後

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

乳成分を含まない 
まろやかチョコレート
乳成分を含まないまろやかな口当たりの
チョコレートです。そのままでももちろん、
お菓子づくりの材料にもお使いいただけ
ます。

価　格：198円（税込価格 213円）
内容量：60g
原材料： 砂糖（国内製造）、カカオマス、食物油脂、ココ

アパウダー /乳化剤、香料
賞味期限：製造日より12 ヵ月後

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

おこめでつくった 
ケーキミックス粉
ホットケーキはもちろん、カップケーキやマド
レーヌなども作れるケーキミックス粉です。

価　格：380円（税込価格 410円）
内容量：300g （150g×2）
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：製造日から24 ヵ月後

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

おこめでつくった ふんわりパン
ほんのりやさしい甘さの米粉パンです。電子レンジであたためてお召し上がりください。

価　格：248円（税込価格 267円）
内容量：3個入
原材料： 米粉［うるち米（国産）］、砂糖、食用こめ油、パン酵母、食塩/加工でん粉、トレハロース、増粘剤（HPMC、

グァーガム）、乳化剤、酸化防止剤（ビタミンE）
賞味期限：製造日より90日後（製造日含む）。

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：同じ生産工程で「アーモンド、大豆」を含んだ食品を扱っています。

トップバリュ（イオン）
https://www.topvalu.net/yasashi-gohan/
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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

・ アレルギーがある方はもちろん、そうでない方
も楽しめるおいしさ！

・ 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

	 お客様相談センター
	 ☎ 0120-50-1231
相談窓口

特定原材料７品目不使用シリーズ
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　※参考税抜き価格379円
内容量：108g（36g×3袋）
原材料：米粉（国内製造）、砂糖、食塩、デキストリン、や
し油クリーミングパウダー、ポークエキス、乾燥マッシュ
ポテト、カレーパウダー、ローストオニオンパウダー、玉
ねぎエキス、ガーリックパウダー、はちみつパウダー、酵
母エキス、マッシュルームエキス、豚コラーゲン、トマトパ
ウダー、香辛料、粉末りんご果汁／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、（一部に豚肉・りんごを含む）
賞味期間：製造後1年7 ヵ月（未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉、りんごを含む 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

特定原材料７品目不使用シリーズ
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　※参考税抜き価格379円
内容量：105g（35g×3袋）
原材料：砂糖（国内製造）、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、（一部に豚肉を含む）
賞味期間：製造後1年7 ヵ月（未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉を含む 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

特定原材料７品目不使用シリーズ
はじめて食べるバーモントカレー
<やさしい甘口>
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　※参考税抜き価格264円
内容量：60g（20g×3袋）
原材料：デキストリン（国内製造）、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、ローストオニオンパウダー、玉ねぎエキス、はちみ
つパウダー、マッシュルームエキス、豚コラーゲン、香辛料、トマトパウダー、酵母エキス、粉末りんご果汁、ココ
アパウダー／増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、着色料（カラメル、パプリカ色素、カロテン）、
炭酸Ca、香料、酸味料、香辛料抽出物、（一部に豚肉・りんごを含む）
賞味期間：製造後1年7 ヵ月（未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉、りんごを含む 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

特定原材料7品目不使用特定原材料7品目不使用
バーモントカレー〈中辛〉調理例バーモントカレー〈中辛〉調理例

特定原材料７品目不使用シリーズ
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　※参考税抜き価格379円
内容量：105g（35g×3袋）
原材料：米粉（国内製造）、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、（一部に鶏肉・豚
肉を含む）
賞味期間：製造後1年7 ヵ月（未開封）

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：鶏肉、豚肉を含む 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

ハウス食品
https://housefoods.jp/products/special/allergy/index.html
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「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
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
食べていただきたい、という願いを込めて開発し
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。

日本ハム 株式会社
大阪市北区梅田二丁目4番9号

	 お客様サービス室
	 ☎ 0120-175955
	 	9:00 〜 17:00	

（土・日・祝日を除く）

相談窓口

（冷凍）
米粉食パン
小麦粉を使用した一般的な食パンのサイ
ズや見た目により近づけて焼き上げた、米
粉の食パンです。

価　格：334円（税込価格 360円）
内容量：160g（標準枚数3枚）
原材料：米粉（米（国産））、なたね油、砂糖、食塩、パン
酵母／トレハロース、加工デンプン、増粘剤（アルギン酸
エステル）、HPMC、ビタミンC
賞味期間：−18℃以下保存で365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷凍）
米粉パンスライス
山形県酒田産米粉を100％使用した、スラ
イスタイプのもっちりとした米粉パンです。

価　格：482円（税込価格 520円）
内容量： 340g（標準枚数16枚） 

（枚数は増減することがございます。）
原材料：米粉（米（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365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷凍）
米粉のパンケーキメープル
山形県酒田産米粉を100％使用していま
す。ほのかなメープルシロップの味とカボ
チャの色合いです。おこさまのおやつに
ピッタリです。

価　格：436円（税込価格 470円）
内容量： 180g（標準枚数8枚） 

（枚数は増減することがございます。）
原材料：米粉（米（国産））、メープルシロップ、かぼちゃ
ピューレ、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365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷凍）
お米で作ったまあるいパン
山形県酒田産米粉を100%使用した、まあるい形の
もっちりとした米粉パンです。ウインナーを挟めばホッ
トドッグも楽しめます。持ち運びに便利な個包装です。

価　格：454円（税込価格 490円）
内容量：275g（5個入）
原材料： 米粉（米（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365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし　 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

ニッポンハム
https://www.food-allergy.jp/
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（常温）
ハンバーグ
常温で保存できる、お弁当にぴったりサ
イズのハンバーグです。

価　格：223円（税込価格 240円）
内容量：70g（固形量50g）
原材料：食肉等（豚肉（輸入）、豚脂肪）、ソテーオニ
オン、米粉、香辛料、砂糖、食塩、なたね油、ドライイー
スト／調味料（アミノ酸）、未焼成Ca、トレハロース、
増粘多糖類、リン酸塩（Na）、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、水
あめ、ぶどう酢、ポークエキス、でん粉、香辛料、オニ
オンソテーペースト、にんにくペースト／増粘剤（加
工デンプン、グァーガム）］、（一部に豚肉を含む）
賞味期間：常温365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷蔵）
小さなシャウエッセン
シャウエッセンの美味しさはそのまま。料理
に使いやすいミニサイズのウインナーです。

価　格：297円（税込価格 320円）
内容量： 1袋81g（標準本数6本） 

（本数は増減することがございます。）
原材料：豚肉（輸入、国産）、豚脂肪、糖類（水あめ、ぶど
う糖、砂糖）、食塩、香辛料／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30日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（常温）
お米で作ったからあげ粉
簡単にカラッとした、からあげを揚げること
ができます。

価　格：306円（税込価格 330円)
内容量：50g
原材料：でん粉（国内製造）、米粉、食塩、ジンジャー末、
砂糖、ガーリック末、オニオン末、ホワイトペッパー末／
調味料（アミノ酸）、膨脹剤
賞味期間：常温120日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷蔵）
ロースハム3連
いろいろな料理に使えるロースハムです。米
粉パンにはさんでサンドイッチも楽しめます。

価　格：334円（税込価格 360円）
内容量： 114g（38g×3P）（標準枚数4枚） 

（枚数は増減することがございます。）
原材料：豚ロース肉（輸入）、還元水あめ、食塩、水あめ、
豚コラーゲン／加工デンプン、調味料（有機酸等）、増粘多
糖類、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、クチナシ
色素、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料、（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（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（常温）
クリームパスタ
ベーコン入りのパスタソースを温めて、麺を茹
でて、あえるだけで美味しく召し上がれます。

価　格：1,000円（税込価格 1,080円)
内容量： 390g 

（パスタソース105g×2、パスタ90g×2）
原材料：【パスタソース】ベーコン（国内製造）、粉末油脂、水
あめ、酵母エキス、食塩、かぼちゃピューレー、マーガリン、清
酒、砂糖、香辛料／増粘剤（加工デンプン、グァーガム）、加
工デンプン、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（ビ
タミンC）、香料、発色剤（亜硝酸Na）、（一部に豚肉を含む）

【米粉めん】発芽玄米粉（米（国産））、白米粉、オリーブ油／加
工デンプン、増粘剤（アルギン酸エステル、増粘多糖類）
賞味期間：常温365日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

（冷蔵）
ハーフベーコン3連
じっくりスモークしたベーコンです。スープ
や炒め物など、幅広いメニューに使えます。

価　格：334円（税込価格 360円）
内容量： 96g（32g×3P）（標準枚数4枚） 

（枚数は増減することがございます。）
原材料：豚ばら肉（輸入）、食塩、還元水あめ、水あめ、豚
コラーゲン／加工デンプン、調味料（有機酸等）、増粘多
糖類、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、クチナシ
色素、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料、（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（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし
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米めんで食卓に笑顔を。

ケンミン食品では食物アレルギーがある方でも
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、
またグルテンフリーの中華麺などお米を使った
商品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。

ケンミン食品 株式会社
兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目1番1号

	 お客様相談室
	 ☎ 078-366-3035
	 	受付時間9:00 〜 17:00	

（土・日・祝日を除く）

相談窓口

ライスパスタ
お米100％ならではの上品な香りと生めん
風のもっちり食感が特徴のライスパスタで
す。パスタメニューはもちろん、うどんなど
和食メニューにもご利用いただけます。

価　格：300円（税込価格 324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（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

黄金の鶏
チー　ユ

油しょうゆラーメン
お店で食べる本格的なラーメンの美味しさを再現
した、冷凍食品です。「みやざき地頭鶏」使用の鶏
だし醤油スープと麺、焼豚、メンマのセットです。
2022年に完全グルテンフリー化した静岡県の工
場で製造しています。

価　格：1,204円（税込価格 1,300円）
内容量：511g
原材料：液体スープ【しょうゆ（大豆を含む）（国内製造）、発酵調味料、
鶏油、本みりん、米酢、砂糖、風味原料（鶏肉、鶏がら、鶏もみじ、豚肉）
／調味料（アミノ酸）、酸味料】、ライスヌードル【米（タイ）／炭酸カリウム、
炭酸ナトリウム】、チャーシュー【豚肉（国産）、しょうゆ（大豆を含む）、
本みりん、発酵調味料、米酢、砂糖、風味原料（鶏肉、鶏がら、鶏もみじ）
／調味料（アミノ酸）、酸味料】、味付メンマ【メンマ水煮（メンマ、食塩）（中
国製造）、しょうゆ（大豆を含む）、本みりん、砂糖、発酵調味料／酸味料】
賞味期間：6 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆・鶏肉・豚肉 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

お米100％ビーフン 150g、300g
70年の歴史で培った製めん技術を活かした「食品添加
物・食塩不使用」のお米100％でできたビーフンです。豊
かな水と土で丹精込めて作られた良質の硬質米を吟味し
て使用しております。

価　格：  150g：210円（税込価格 226円） 
300g：340円（税込価格 367円）

内容量：150g、300g
原材料：米
賞味期間：24 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし　 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

GF中華麺　中太麺
米粉の生地に、かんすいを練り込む
ことで、中華麺が持つ独特のコシと
風味を生み出しました。温かいラー
メンはもちろん、肉味噌を和えた
担々麺、さらには冷麺など、さまざ
まな麺料理にお使いいただけます。

価　格：202円（税込価格 218円）
内容量：130g
原材料：米、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム
賞味期間：24 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

※小麦を使わない中華麺・冷凍ラーメン専用サイトもあります。

ケンミン食品
https://www.kenmin.com/
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オタフクグループでは特定原材料
7 品目不使用の製品づくりに
取り組んでいます

オタフクはアレルギー配慮商品として、離乳食
以降のお子さまを対象とした「1歳からのシリー
ズ」や、アレルギーがある方とそのご家族みんな
で食事を囲むことをめざした「KAKOMUごはん
シリーズ」を展開しています。いずれも特定原
材料7品目不使用の商品です。

オタフクソース 株式会社
広島市西区商工センター 7丁目4-27

	 オタフクソース㈱お客様相談室
	 ☎ 0120-31-0529
	 	受付時間9:00 〜 17:00	

（土・日・祝日を除く）

相談窓口

トンカツの素4人前 
7大アレルゲン不使用
卵・乳・小麦を使わず、トンカツが4枚作
れます。大豆を原料とした衣の素とソース
のセットです。特定原材料7品目不使用。

価　格：360円（税込価格 388円）
内容量： 150g（特製ソース25g×4＋衣の素（大豆）50g）
原材料：【特製ソース】野菜・果実（トマト、りんご、たま
ねぎ、その他）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、
食塩、アミノ酸液、オイスターエキス、香辛料、酵母エキ
ス／増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、（一部に大豆・
りんごを含む）　【衣の素（大豆）】大豆（アメリカ）
賞味期間：開封前300日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：大豆、りんご 
 注意喚起情報（28品目中）  ：衣の素（大豆）加工所では、
ごま・アーモンドを含む製品を生産しています。尚、コンタミ
ネーション表示は特定原材料7品目を対象としております。

1歳からの 
お好みソース 200gSB
10種の野菜・果実を70％以上配
合。野菜・果実の自然な甘さ、塩
味・香辛料控えめでやさしい味わ
いのソースです。特定原材料7品
目不使用。

価　格：290円（税込価格 313円）
内容量：200g
原材料：野菜・果実（トマト（チリ）、にんじん、た
まねぎ、デーツ、かぼちゃ、ぶどう、プルーン、セ
ロリ）、糖類（砂糖、水飴）、醸造酢、食塩、マッシュ
ルーム、キャベツエキス、白菜エキス、香辛料
賞味期間：開栓前395日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

ハンバーグの素4人前 
7大アレルゲン不使用
卵・乳・小麦を使わず、デミグラス風ソース味の煮
込みハンバーグ（約4個分）が作れるセットです。特
定原材料7品目不使用。

価　格：360円（税込価格 388円）
内容量：180g（デミ風ソースの素120g＋ハンバーグの素60g）
原材料：【デミ風ソースの素】野菜・果実（トマト（チリ）、たまねぎ、にんじん、その他）、糖類

（ぶどう糖、砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、デミグラスソース、アミノ酸液、醸造酢、食塩、肉エキス、
じゃがいも粉末、みそ、マッシュルーム、香辛料、酵母パウダー／増粘剤（加工でんぷん、タマ
リンド）、（一部に牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む）　【ハンバーグの素】野菜・果実（トマト（チ
リ）、たまねぎ、にんじん、その他）、糖類（ぶどう糖、砂糖、ぶどう糖果糖液糖）、デミグラスソー
ス、アミノ酸液、醸造酢、食塩、肉エキス、じゃがいも粉末、みそ、マッシュルーム、香辛料、酵
母パウダー／増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）、（一部に牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む）
賞味期間：開封前300日 

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：牛肉、大豆、鶏肉、りんご 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

お好みたこ焼の素 2人前 
7大アレルゲン不使用
卵・乳・小麦を使わず、粉を溶く水の量を変えることで
お好み焼（2枚分）、もしくはたこ焼（約16個分）が作れる
ソース付きのセットです。特定原材料7品目不使用。

価　格：360円（税込価格 388円）
内容量：210g（ミックス粉（米粉）110g＋特製ソース50g×2）
原材料：【ミックス粉（米粉）】うるち米（広島県産）、コーンスターチ、粉末油脂、砂糖、かつおエキス粉末、食塩、
酵母エキス、昆布粉末／ベーキングパウダー、加工でんぷん、増粘剤（グァーガム）　【特製ソース】野菜・果実（ト
マト、たまねぎ、にんじん、デーツ、にんにく）、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、オイスターエキス、
かつおエキス、酵母エキス、香辛料、昆布／増粘剤（加工でんぷん、タマリンド）
賞味期間：開封前300日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし　 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：ミックス粉（米粉）製造所では、大豆・ごま・アーモンドを含む製品を生産してい
ます。尚、コンタミネーション表示は特定原材料7品目を対象としております。

オタフクソース
https://www.otafuku.co.jp/product/otafuku_allergy/
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家族みんなにうれしい！
卵を使わずに、マヨネーズのよ
うなおいしさ！

・ 特定原材料７品目不使用。
・ 卵のかわりに植物性素材を使っていますの

で、食事の卵を気にする方や、健康に関心の
高いご家庭に欠かせない調味料としておすす
めします。

・ 卵を使っていないので、コレステロールもゼロ。
・ 食用植物油脂は、なたね油と大豆油を使用し

ています。

日清オイリオグループ 株式会社
東京都中央区新川1-23-1

	 お客様相談窓口
	 ☎ 0120-016-024
	 	月〜金曜日／ 10:00 〜 16:00	

（祝日・弊社休日を除く）

相談窓口

日清マヨドレ　315g
卵を使っていないマヨネーズタイプ調味料。
発売から40年以上ご愛顧いただいているロングセラー商品
です。
ポテトサラダやサンドイッチ、お好み焼きなどに。

価　格：340円（税込価格 367円）
内容量：315g
原材料：食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、還元水飴、食塩、濃縮洋梨果汁、
濃縮にんじん汁、野菜エキス、酵母エキス／加工でん粉、増粘剤（キサンタンガ
ム）、調味料（アミノ酸）、カロテン色素、香辛料
賞味期間：360日

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし（ただし、大豆油として使用） 
 注意喚起情報（28品目中）  ：本品と同一の工場では、小麦、卵、乳成分、落花生、アーモンド、オレンジ、ごま、
さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む原料が使われています。（2022年7月時点）

日清オイリオグループ
https://www.nisshin-oillio.com/goods/mayodore/index.shtml

コラム

◆焼肉定食の付け合わせの材料変更の情報がなかった（外食）
焼肉定食の材料を店長に確認して食べた。付け合わせのポテ
トサラダがその日から変わっていて乳成分が入っていたが店長
自身が変更内容を把握していなかった。食べたときに口が痛
かったが、スパイスのせいかアレルギーの初期症状か判別でき
なかった。アレルギーを発症し救急搬送され1日入院した。店
内調理ではない加工品のポテトサラダが提供されていた。
� （アレルゲン：乳成分／ 20代）

◆魚の中落ちではなく卵白で練った魚加工品だった（外食）
ビジネス街の居酒屋のランチメニュー、ねぎとろ丼を食べた。
喫食後すぐに呼吸がおかしくなった。「魚の中落ちの丼もの」
と思っていたので、目視確認で卵はないと判断して食べた。
材料の魚をさばいているのではなく、卵白と魚を練って大き
なチューブにしてある加工品を使っていることが分かった。魚
のおいしい店としてアピールされていた。
� （アレルゲン：卵／ 40代）

◆�商品名で安心してしまい原材料を見落とした�
（容器包装された食品）
パッケージのオモテに「米粉パン粉」と書かれていてウラ面の
原材料表示欄に小麦グルテンと書かれていた。オモテ面だけ
見て「米粉だけの商品」と思い込み購入しハンバーグのつな
ぎに使った。食後すぐ腕などをかきはじめ、その後じんましん
が出た。� （アレルゲン：小麦／ 5歳）

◆アレルギーの子も食べられるというメッセージに
　安心して原材料確認が十分ではなかった（料理教室）
アレルギーの子どもも食べられるという雑穀料理中心の料理
教室に親子で参加した。出された豆腐の中にピーナッツペー
ストが入っていた。食事中に突然体をかきむしった。主催者に
自宅まで送ってもらい通常に処方されている薬を飲みその後
救急搬送された。� （アレルゲン：ピーナッツ／ 10歳）

■ 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▶

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
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"Assisting the amazing"
～感動のお手伝い～
みんな一緒に美味しい食事を

ホテルやレストランにご愛顧いただき90年以
上。“マギー ”の、アレルゲン対応のブイヨンで
す。味にもこだわったアレルゲン対応製品とし
て、食のプロにも選ばれています。
スープやピラフなど、幅広い料理にお使いいた
だけます。

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）

	 ネスレ日本アメージングクラブ事務局
	 ☎ 03-6625-5167
	 	9:00 〜 17:00（土、日、祝日を除く）

商品に関するお問い合わせやサンプルのお申し込み
はこちらまでご連絡ください。

相談窓口

マギー アレルゲン対応  
無添加ブイヨン
アレルギー特定原材料等28品目、着色料、香料、不
使用。料理にしっかりとうまみとコクを出すことがで
きます。

価　格：723円（税込価格 780円）
内容量：250g
原材料： 食塩（国内製造）、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料
賞味期間：12 ヶ月

 使用アレルゲン（7品目中）  ：なし 
 使用アレルゲン（21品目中）  ：なし 
 注意喚起情報（28品目中）  ：なし

ネスレ日本
https://www.nestleprofessional.jp/maggi/bouillon-consomme#mutenka

コラム

◆�学校給食
献立名は「ほうれん草の胡麻和え」
実際はくるみ和えだった

家庭では献立表を前月に確認し食べられないものに赤いマー
カーを引いて学校に提出し、同じ献立表を見て3年生の児童も
「今日はこれに気を付ける」と母子で登校前に確認していまし
た。給食室でも調理職員や栄養士がアレルゲンを確認し児童
用の献立を確認しお盆に名前を付け、ラップをかけて本人に
手渡ししていました。「ほうれん草の胡麻和え」には赤マークが
なかったため本人は一口食べたが、違和感があり途中で吐き
出しました。
� （アレルゲン：くるみ、カシューナッツ、果物／ 9歳）

◆�お惣菜
「青菜のくるみ和え」を購入したが
胡麻和えと勘違いしていた

親戚がいくつかの総菜を購入し、それぞれお皿に出して皆
で食べた。パッケージにはくるみと表示されていたが、食事
の時点ではお皿に盛りつけられていたため見た目で判断し
た。白ごまに見えたので食べて大丈夫と思って一口食べた。
口の中で違和感があり吐き出した。
� （アレルゲン：ナッツ類、えび／ 19歳）

学校給食、スーパーマーケットのお惣菜などで
似たような誤食事例がありました

どちらの事例でも幸い吐き出すことができましたが、蕁麻疹の症状が出て病院に駆け込んでいます。
近年「くるみ和え」がポピュラーな総菜となり、献立や弁当総菜に採用される機会も増えているよう
です。大丈夫と思っても原材料情報を確認しましょう。
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30分が救命リミット！！30分が救命リミット！！
～食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る　   カ条～7

食物アレルギーから子どもを守る7カ条

食物アレルギーの子どもにとって、誤食は命にかかわる事態です。
万が一、誤って原因物質を食べてしまった場合、生死を分ける
タイムリミットはアナフィラキシー発現から30分。
いざというときにあわてないよう、対処方法を確認しておきましょう。

●エピペン®の保管場所を、職員全員が把握しておく
●ピクニックシートやペーパータオルを常備しておく
●救急車が来るまでの時間を把握しておく

日ごろの準備

認定NPO 法人
アトピッ子地球の子ネットワーク

制作：食物アレルギー患者支援プロジェクト
〈協力〉公益社団法人日本食品衛生協会／一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会／一般社団法人食物アレルギーフォーラム

（2017.11 3,000部）

1

4

5

6

7

2

3

大人3人で対処

歩かせない
動かさない

どんな症状も
見逃さない

子どものそばを
離れない

救急車を呼ぶ

必ず病院へ

エピペン®は
迷わず使う

▼次のことを3人以上で分担！
●そばにいて声をかける　●嘔吐、失禁などに対応
●救急車を呼ぶ、保護者に連絡する

▼歩くことが命取りに！
●その場で横にさせる　●トイレに行かせない
●止むを得ず動かすときは担架を使用

▼少しでも使うことを考えたら実行！
●誤食から5～10分以内で決断する
●使用により症状が悪化することはない

▼軽い症状が重症化することも！
●症状が次々に変化し悪化することがあるので
　すぐ救急車を呼ぶ

▼症状が回復しても安心しない！
●誤食したら、エピペン®の使用にかかわらず病院へ

▼1人は必ずそばにいる！
●「息は苦しくない？」「気持ち悪くない？」など
　積極的に声をかける

▼ささいな変化が命取りに！
●初期症状は「せき」「のどの違和感」などごく軽い

アナフィラキシ
ー

発現から
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食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る

エピペン®の使い方
食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る

エピペン®の使い方
～アナフィラキシーショックを緩和するエピペン®使用法　   つのステップ～7

エピペン®の使用法7つのステップ
1

4

5

6

7

2

3

子どもに声かけ

ケースから出す

「グー」でにぎる

キャップを外す

強く押し、
ゆっくり「5」数える

太ももの外側に
垂直に軽くあてる

ゆっくり抜く

エピペン®を
使った後は…

●子どもは横に寝かせておく！

▼子どもが安心するように
　「大丈夫だよ」などの声かけを

●途中で離したり、動かしたりしない！

エピペン®をケースに戻す 吐き気が
あるときは
横向きに

吐き気が
なければ
足を高くして
寝かせる

▼「使うよ」と子どもに声をかけてから押す

●症状が改善しても寝かせておく！
▼押した角度を保ったまま抜く

●服の上からでOK！

▼体勢が安定するように
　子どもにしっかり近づく

●
子
ど
も
は
寝
か
せ
た
ま
ま
！

▼落ちついて！
　ケースからエピペン®を
　取り出す

▼オレンジ色を下にして
　グーでにぎる

▼にぎった手はそのままで
　反対の手で青いキャップを外す

エピペン®とは、医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を
一時的に緩和し、ショックを防ぐための補助治療剤です。
いざというときに迷うことなく使用できるよう、保管場所や使用法を確認しておきましょう。

●救急車を呼んでおく
●保護者にも連絡を

※オレンジ部分は
伸びたままなの
でケースのふたは
閉まらない。

大丈夫
だよ

とにかく
横に
なって

エピペン®
使うよ

エピペン®使用の前に

認定NPO 法人
アトピッ子地球の子ネットワーク

制作：食物アレルギー患者支援プロジェクト
〈協力〉公益社団法人日本食品衛生協会／一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会／一般社団法人食物アレルギーフォーラム

（2017.11 3,000部）
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認定NPO 法人 アトピッ子地球の子ネットワーク
■東京事務所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-34-12 竹内ローリエビル 405
tel. 03-5948-7891　fax. 03-5291-1392
email. info@atopicco.org
＊2022年11月に都内に事務所移転します。住所、電話、FAXが変わります。

■山梨事務所　
〒409-0112 山梨県上野原市上野原3446-7 山梨ブランチ1階

2022.10　10,000部

アトピッ子

●�小学3年、女子  
［乳、小麦、卵、ごま、ピーナッツ、木の実類のアレルギー］　匿名さん

2つ購入し、1つは学校に1つは自宅用にしています。学校では遠足、校外学習、スキー教室
と行事がありますので、本人が持っても先生が持ってもいいように先生にお願いしています。
自宅では、子どもが1人で外出することも増えてきたので、常に持って出るくせをつけてほしい
と思っています。今のところ遊びに行くたびに、自分で体につけて行っています。とても良い
です。

●中学3年、男子 ［卵、乳、ピーナッツ、そば、魚介類、甲殻類のアレルギー］　T.Kさん

・�ケースの中にエピペンの他に緊急連絡先の書かれたメモと内服薬も入れました。身体にぴったりフィットし、負担
にならない大きさには今回のものはとても良かったと思います。とても便利（かばんだと他の荷物もあり、探す時間
がかかるし、なくしたかどうかも不安になる）で、身体に密着していることで安心感があったそうです。デザインもい
かにもエピペンケースという感じでなく、男の子でも恥ずかしがらずに持てました。
・�沖縄修学旅行で使用しました。航空会社にはアレルギーがある事を伝えていなかったのですが、空港で本人が
「HELPKIT」を見に付けているのを航空会社職員さんが気づき、航空会社さんの方から彼の座る席とその一列
全部をシートもはがしてそうじをして下さいました。もし一人で居て自分で打つことも話すことも出来ない場面が
あったとしても「HELPKIT」と書いてある事で気づいてくれる方は気づいて対応に幅が出るのかなと感じました。

●�小学2年、男子  
［たまご、乳、魚介類、ナッツ類、ごまのアレルギー］　匿名さん

学校だけでなく、下校時に学童で過ごすときに体に身につけてい
ます。施設内だけでなく併設の公園にもいくためです。今のとこ
ろ不便なく過ごしています。本人はこれをもってお出かけしたいと
よく口にします。安心感があるのかもしれません。

●�高校1年、男子  
［卵、ナッツ類、果物全般のアレルギー］　匿名さん

自分の体の一部みたいにいつでも持ち歩いている。も
ちろんトイレに行くときも。去年、スキーにも持って行っ
た。エピペン®携帯ケースの外にホカロンを貼って使っ
てみた。いい感じに使えていると思う。

エピペン®携帯ケース
（HELP KIT）

使用者コメント使用者コメント

⇒12ページからの続き


