
制作：認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク

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コードを活用してご購入ください。

パン ◆ ハム ◆ ベーコン ◆ ソーセージ ◆ ハンバーグ
ミートボール ◆ ビーフン ◆ ライスパスタ ◆ 米麺
ライスペーパー ◆ ランチボックス ◆ スープ
ミックス粉 ◆ ソース ◆ レトルト ◆ ふりかけ ◆ カレー
シチュー ◆ ケアライス ◆ チーズ様食品
マーガリン様食品 ◆ ケーキ ◆ ドーナツ ◆ お菓子 ◆ 他
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食物アレルギーの人の
食生活を豊かにするために
食物アレルギーの人の
食生活を豊かにするために

13社共同食品カタログ 2019
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「共同食品カタログ」とあるように、
複数の企業にご協力いただき商品を掲載しています。

食物アレルギーと診断されて「食べるものがない」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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食物アレルギーと診断されて「食べるものがない」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
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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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石井食品 ◆ エスビー食品 ◆ 太田油脂 
オタフクソース ◆ 熊本製粉 ◆ ケンミン食品 
第一屋製パン  ◆ タカキヘルスケアフーズ
永谷園 ◆ ニッポンハム ◆ ハウス食品 
ホリカフーズ ◆ マリンフード



（冷凍）
お米で作ったまあるいパン
まあるい形のもっちりとした米粉パンで
す。ハンバーグを挟めばハンバーガーも
楽しめます。持ち運びに便利な個包装。

（山形県酒田産米粉100％使用）

価　格：475円＋消費税
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
賞味期間：−18℃以下保存で365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

（冷凍）
お米で作ったしかくいパン
もっちり食感の米粉パンスライスが3枚
入った、持ち運びに便利な個包装タイプ
です。（山形県酒田産米粉100％使用）

価　格：450円＋消費税
内容量：250g（3枚入×4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
賞味期間：−18℃以下保存で365日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

（冷凍）
米粉のパンケーキ メープル
メープルシロップのほのかな甘みとかぼ
ちゃの素朴な色合いが特長のパンケーキ
です。（山形県酒田産米粉100%使用）

価　格：400円＋消費税
内容量：180g（標準枚数8枚）
原材料：米粉（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180日
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

「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
美味しく食べて頂きたい、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

 相談窓口
◦日本ハム お客様サービス室
☎0120-312053

（冷凍）
米粉パンスライス
山形県酒田産の米粉を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：475円＋消費税
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

ニッポンハム
http://www.nipponham-eshop.jp
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（冷蔵）
ポーク ウイニー
やわらかな食感の食べやすい皮なしウイ
ンナーです。ウインナーの飾り切りにも
ぴったりです。（栄養機能食品【カルシウム】）
※ 1 日当たりの摂取目安量：1 日当たり 1 パック
（100g）を目安に召し上がりください。

※カルシウムの 1 日当たりの栄養素等表示基準値
（680mg）の54％が摂取できます。

価　格：989円＋消費税
内容量：1袋100g（標準本数11本）×5個 

（本数は前後することがございます。）
原材料：豚肉、豚脂肪、還元水あめ、食塩、香辛料、水あめ、
ポークエキス／加工デンプン、未焼成Ca、リン酸塩（Na）、
調味料（アミノ酸）、pH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）、
発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物、（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（27品目中） 　豚肉

（冷蔵）
ロースハム
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 : 1,045円＋消費税
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

（冷蔵）
ごちそうハンバーグ
ボリュームのある柔らかなハンバーグで
す。食べごたえがあります。

価　格：1,990円＋消費税
内容量：1袋140g（固形量100g）×5袋
原材料：食肉等（豚肉、豚脂肪）、ソテーオニオン、米粉

（国産）、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）、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、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

（冷蔵）
ハーフベーコン
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：1,045円＋消費税
内容量：1個55g（標準枚数7枚）×5個 

（枚数は前後することがございます。）
原材料：豚ばら肉、糖類（水あめ、砂糖）、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

（冷蔵）
ミートボール
トマトベースのソースで仕上げました。一
口サイズでお弁当のおかずにぴったりで
す。

価　格：855円＋消費税
内容量：1袋65g（固形量50g）/5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

（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：1,153円＋消費税
内容量：1袋85g（標準本数6本）×5個 

（本数は前後することがございます。）
原材料：豚肉、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（27品目中） 　豚肉

3



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：300円+消費税
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

市販用フォー 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：210円+消費税
内容量：140g
原材料：米、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉
賞味期間：24ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ライスペーパー 120g
巻きやすい四角いタイプでモチモチと
した食感を持つライスペーパーです。
でん粉とお米本来の風味と食感を味
わっていただけます。

価　格：240円＋消費税
内容量：120g（約12枚）
原材料：タピオカでん粉、米、食塩
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、添加物不使用の
お米を使った商品です。
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
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。

ビーフン 150g、300g
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：  150g：210円+消費税  
300g：340円+消費税

内容量：150g、300g
原材料：米
賞味期間：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丁目1番1号

 相談窓口
◦お客様相談室　
☎078-366-3035

ケンミン食品
http://www.kenmin.com/
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Lunch Box
おにぎりとハンバーグのセット
外出や旅行時に便利な常温保存で持ち歩きがで
きるお弁当です。2種類のおにぎりとハンバー
グ、さつまいもの甘煮が入ったセットになってい
ます。フォークとおしぼり付。

価　格：1,250円+消費税
内容量：おにぎり（かやく・トマト）各90g、ハンバーグ70g、

さつまいもの甘煮2枚
原材料：【かやくごはんのおにぎり】うるち米（国産）、野菜（にんじ
ん、ごぼう）、しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、みりん、清酒、食塩、かつお
ぶし　【野菜入りトマトごはんのおにぎり】うるち米（国産）、野菜（玉
ねぎ、にんじん、とうもろこし）、トマトペースト、砂糖、しょうゆ（大豆
を含む）、醸造酢、ウスターソース、食塩、コショウ、ローレル　【野菜
入りハンバーグ】鶏肉、野菜（玉ねぎ、にんじん、里いも、とうもろこ
し）、しょうゆ（大豆を含む）、砂糖、米粉、トマトペースト、赤ワイン、ウ
スターソース、ばれいしょでん粉、しょうが汁、食塩、オニオンパウ
ダー、にんにく、セロリシードパウダー、ローレル、なたね油　【さつ
まいもの甘煮】さつまいも、砂糖、ばれいしょでん粉、食塩
賞味期間：お届け後約120日
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆、鶏肉

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：220円+消費税
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

賞味期間：お届け後約240日
 使用アレルゲン（27品目中） 　鶏肉

とうもろこしのスープ
果実に匹敵するほど甘いトウモロコシ
を使用しました。素材に自信があるの
で、シンプルに原材料はとうもろこし
と食塩のみ。コクのある甘みをお楽し
みください。

価　格：286円＋消費税
内容量：140g
原材料：とうもろこし、食塩
賞味期間：お届け後約240日
 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品目を使用して
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
は専用工場で徹底した管理のもと、石井食
品の強みである製造過程では食品添加物を
使用しない「無添加調理」で製造しておりま
す。

Lunch Box
おにぎりとミートボールのセット
外出や旅行時に便利な常温保存で持ち歩きができ
るお弁当です。2種類のおにぎりとミートボール、
さつまいもの甘煮が入ったセットになっています。
フォークとおしぼり付。
※写真のカップは付属していません。

価　格：1,250円+消費税
内容量：おにぎり（かやく・トマト）各90g、ミートボール45g、さつまいもの甘煮2枚
原材料：【かやくごはんのおにぎり】うるち米（国産）、野菜（にんじん、ごぼう）、しょうゆ（大豆を含む）、砂
糖、みりん、清酒、食塩、かつおぶし　【野菜入りトマトごはんのおにぎり】うるち米（国産）、野菜（玉ねぎ、に
んじん、とうもろこし）、トマトペースト、砂糖、しょうゆ（大豆を含む）、醸造酢、ウスターソース、食塩、コショ
ウ、ローレル　【ミートボール】鶏肉、玉ねぎ、里いも、砂糖、トマトペースト、醸造酢、米粉、みりん、ばれい
しょでん粉、香辛料、食塩、なたね油　【さつまいもの甘煮】さつまいも、砂糖、ばれいしょでん粉、食塩
賞味期間：お届け後約120日
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆・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
◦石井食品グループ 株式会社ダイレクトイシイ
☎0120-35-0558

石井食品
https://shop.directishii.net
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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＋消費税
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（カナダ）/酸化防止
剤（ビタミンE）
賞味期間：開封前300日
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆、りんご

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
分・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＋消費税
内容量：200g
原材料：野菜・果実（トマト、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365日
 使用アレルゲン（27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＋消費税
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（27品目中） 　牛肉、大豆、鶏肉、りんご

お多福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

「KAKO^ ^MU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。

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、加える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＋消費税
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（27品目中） 　なし

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

 相談窓口
◦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）

オタフクソース
https://www.otafuku.co.jp/product/otafuku_allergy/
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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：180円+消費税
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（27品目中） 　豚肉

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：200円+消費税
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（27品目中） 　さけ
※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：200円+消費税
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（27品目中） 　なし　
※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：180円+消費税
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（27品目中） 　豚肉

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。食物アレルギーが
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

 相談窓口
◦永谷園 お客様相談室
☎0120-919-454　9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）
◦永谷園 直接販売窓口
☎03-3732-7990　9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

調理例

永谷園
http://www.nagatanien.co.jp/

7



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 : 238円＋消費税
内容量：60g
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 : 238円＋消費税
内容量：60g
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 : 110円＋消費税
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。

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 : 238円＋消費税
内容量：60g
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

賞味期間：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番6号

 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
https://www.sbotodoke.com/
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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。
※2018年2月より、「バナナ」原料不使用に変更しています。

価　格 : オープン価格　※参考税抜き価格345円
内容量：108g（36g×3袋）
原材料：米粉、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：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉、りんご

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　※参考税抜き価格345円
内容量：108g（36g×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
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345円
内容量：108g（36g×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） 　豚肉、鶏肉

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 〈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。
※2018年2月より、「バナナ」原料不使用に変更しています。

価　格 : オープン価格　※参考税抜き価格 240円
内容量：60g（20g×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、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：540日
 使用アレルゲン（27品目中） 　豚肉・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
・粉末タイプなのでアレンジ・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

特定原材料7品目不使用
バーモントカレー〈中辛〉調理例

ハウス食品
https://www.house-direct.jp/
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FAHANならみんなが一緒に。
おいしさは、きっと倍になる。
・アレルギー特定原材料7品目不使用。
・国産米粉100％使用。
・自然解凍でおいしくお召し上がりいただけ

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工場で製造
しています。

特定原材料
7品目不使用

FAHAN　食事パン　玄米
新潟県産米粉と秋田県産玄米ピューレを使用し、
ふっくらと豊かな香りに。
様々なお食事にも合う素朴な甘さです。

FAHAN公式通販
サイトでの販売価格 :  3,240円＋消費税（別途送料）（冷凍発送）
内容量：18個/箱
原材料：米粉（米（国産））、玄米ピューレ、砂糖、植物油脂、パン酵母、

食塩／トレハロース、糊料（HPMC、増粘多糖類）
賞味期間：冷凍（−18℃以下）　製造日を含め6ヶ月以内
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

第一屋製パン株式会社
東京都小平市小川東町3丁目6番1号

 相談窓口
◦第一パンお客様相談室
☎0120-880-135

�特定原材料7品目という言葉を覚えよう
　特定原材料は、アレルギー物質を含む食品として表示が義務付けら
れた「卵、乳成分、小麦、そば、落花生、えび、かに」の7品目のこと
をいいます。

食品表示が変わった
■原材料と食品添加物を区別してみられるようになった。

・原材料と食品添加物の間に ／(スラッシュ)を入れる
・原材料と食品添加物を改行して区別するか、線を引いて区別する

■「乳」の表示のみ「乳成分を含む」と表示します。
　（個別表示・一括表示ともに）

※ 食品添加物の個別表示では、「添加物名（乳由来）」となります。乳成分由
来と記載はしません。

■以前は(原材料の一部に〇〇を含む)と表現されていましたが、変
更後は(一部に〇〇を含む)と書かれるようになりました。法律が変
わった後の表示がされているかどうかを知りたいときは、この部分
を見るとよいですね。

食品表示のあれこれコラム

名 称 焼菓子

原 材 料 名 小麦粉（国内製造）、砂糖、マーガリン、チョコ
レートチップ（乳成分を含む）、卵、食塩

添 加 物 乳化剤、香料、カラメル色素、膨張剤

内 容 量 20枚

賞 味 期 限 令和元年12月23日

保 存 方 法 直射日光を避け、常温で保存

製 造 者 ㈱◯◯食品　東京都◯◯市◯◯町 1ー2 ー3

■ 食品表示の「一括表示欄」例

第一屋製パン
http://fahan.jp
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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 : 3,900円＋消費税
内容量：160g×20パック
原材料：うるち米、pH調整剤
賞味期間：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

個別表示が原則になった
　左記の食品表示例を食品表示法で義務
付けられた「一括表示欄」といいます。
　その食品に含まれる全ての原材料を一
括表示欄に表示しなければなりません。
　右記の参考例は、原材料ごとにそれぞれ
に含まれる特定原材料名が書かれていま
す。このような表示を「個別表示」といい
ます。
　また、原材料と食品添加物を全て列挙し
た後に特定原材料名を改めて全て一括して
カッコ内に書くことを「一括表示」といい
ます。
　原則は個別表示をしなければなりません
が、表示面積に限りがあり個別に記載が出
来ない場合は、例外として一括表示が認め
られています。

名 称 パン

原 材 料 名
小麦粉、砂糖、 マーガリン（大豆、乳成分を
含む）、脱脂粉乳、卵、パン酵母、食塩／乳化剤

（大豆由来）、V.C.

■ 個別表示

名 称 パン

原 材 料 名
小麦粉、砂糖、マーガリン、脱脂粉乳、卵、パン
酵母、食塩／乳化剤、V.C.、（一部に卵・乳成
分・小麦・大豆を含む）

■ 一括表示

食品名のあとに含まれ
ている特定原材料名が
カッコ内に示される

全ての原材料が列挙された後に、原材料に含まれる
すべての特定原材料がカッコ内に書かれている。この
例では、卵、小麦などすでに書いてあるものも改めて
一括して書かれている。

ホリカフーズ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/rescue-ffk/
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私のとろ〜りとろける
ヴィーガンシュレッド
特定原材料等27品目不使用かつ動物性原
料不使用のチーズ様食品です。乳アレル
ギーがある方でもチーズ風の料理を楽しん
でいただけます。

価　格：310円＋消費税
内容量：200g
原材料：食用植物油脂、アーモンド加工品、食塩、発酵調
味液、酵母エキスパウダー、加工でん粉、pH調整剤、セル
ロース、調味料（有機酸等）、香料、着色料（カロテン）
賞味期間：4ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

私のおいしい
ヴィーガンソフト
特定原材料等27品目不使用かつ動物性原
料不使用のマーガリン様食品です。トース
トへ塗るのはもちろん、お菓子作りやパン
作りなどにもお使いいただけます。

価　格：370円＋消費税
内容量：160g
原材料：難消化性デキストリン、食用植物油脂、食用精製

加工油脂、食塩、乳化剤、香料、着色料（カロテン）
賞味期間：8ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

ヴィーガンソフト 7g
特定原材料等27品目不使用かつ動物
性原料不使用のマーガリン様食品で
す。
使いやすく衛生的な小袋タイプです。

価　格：640円＋消費税
内容量：280g（7g×40個）
原材料：難消化性デキストリン、食用植物油脂、

食用精製加工油脂、食塩／乳化剤、香料、
着色料（カロテン）

賞味期間：8ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

「ヴィーガン」シリーズは特定原材料
等27品目を使用しておりません。
マリンフードのヴィーガンシリーズは特定原
材料等27品目不使用かつ動物性原料不使用
で、材料へのこだわりはもちろん、「美味し
い」にもこだわりました。アレルギーがある
方、健康を気遣う方にもぜひ食べていただ
きたい商品です。制限されていたお料理の
幅を広げてみませんか？

ヴィーガン
ホットケーキ 4枚入
小麦、卵、乳製品をはじめ特定原材
料等27品目不使用のホットケーキ
セットです。米粉を使用することで、
もっちりとした食感に仕上げました。

価　格：500円＋消費税
内容量：【ホットケーキ】200g（4枚）　【メープル入りシロップ】40g（2個）　

【マーガリン】20g（2個）
原材料：【ホットケーキ】米粉（米（国産））、三温糖、植物油脂、果糖、ひよこ豆粉、

にんじんジュース（濃縮人参、レモン）、食塩／加工でん粉、ベーキング
パウダー、セルロース、安定剤（グァーガム）、香料、乳化剤　【メープル
入りシロップ】三温糖、水飴、メープル（楓樹液）／香料　【マーガリン】
植物油脂、食用精製加工油脂、食塩／香料、乳化剤、着色料（カロテン）

賞味期間：1年
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

マリンフード株式会社
大阪府豊中市豊南町東4-5-1

 相談窓口
◦マリンフード　お客様相談室
☎0120-014-961

マリンフード
https://www.marinfood.co.jp
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グルテンフリー
ホットケーキミックス
九州産の玄米粉を使用し、ふんわり食感が
特徴。水とキャノーラ油のみで作れます。

価　格：300円＋消費税
内容量：200g
原材料：玄米粉（うるち米（九州産））、米粉（うるち米

（九州産））、でん粉、砂糖、とうもろこし粉、ぶ
どう糖、食塩/膨張剤、乳化剤、加工でん粉、増
粘剤（キサンタンガム）

賞味期間：製造日から12ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

グルテンフリー
パンミックス
九州産の玄米粉を使用。ご家庭のホーム
ベーカリーやオーブンで簡単に作れます。
やわらかい生地ですので、オーブンの場
合は「焼き型」をご準備ください。

価　格：335円＋消費税
内容量：300g
原材料：米粉（うるち米（九州産））、でん粉、玄米粉 

（うるち米（九州産））、砂糖、食塩/増粘剤
（HPMC）

賞味期間：製造日から9ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

まるめるグルテンフリー
パンミックス
材料はキャノーラ油とインスタントドライ
イーストがあれば90分で焼きあがりま
す。ご家庭にある道具を使いフライパン
でも焼けます。

価　格：340円＋消費税
内容量：200g
原材料：米粉(九州産)、でん粉、砂糖、食塩/増粘多糖類
賞味期間：製造日から9ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

暮らしにすてきをとどけたい
小麦アレルギーの方にも美味しいものを食
べてもらいたいという思いから、グルテンを
除去した「グルテンフリー」商品の開発を
行っています。小麦を含めた特定原材料7品
目の持ち込みを禁止した専用工場で生産し
ています。また小麦だけでなく卵や乳を使わ
ずに美味しい、特定原材料7品目不使用のレ
シピにも対応しています。

グルテンフリー
ケーキミックス（プレーン）
袋の中に材料を入れて混ぜ、電子レンジで
３分加熱するだけで、簡単においしいグルテ
ンフリーのケーキができる商品です。

価　格：250円＋消費税
内容量：80g
原材料：米粉（うるち米（九州産））、砂糖、デキストリン、

食塩/加工でん粉、膨張剤、増粘剤（HPMC、キサ
ンタンガム）

賞味期間：製造日から12ヶ月
 使用アレルゲン（27品目中） 　なし

熊本製粉株式会社
熊本市西区花園1丁目25番1号

 問い合わせ窓口
◦熊本製粉株式会社
☎096-323-5843

※パッケージは変更の可能性があります。

熊本製粉
https://bearsk.com

13



みんな、いっしょに
タカキヘルスケアフーズでは、タカキベーカ
リーのヘルスケアフード専門ブランドとし
て、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

 相談窓口
◦タカキベーカリー お客様相談室
☎0120-133-110（9：00 〜 17：30 日曜日、年始除く）
◦タカキベーカリー 直接販売窓口
☎082-892-0238（10：00 〜 15：00  土・日・祝日・
長期休暇除く）

（冷凍）
すこやかフルーツケーキ
卵・乳製品・小麦不使用、当
店人気ナンバー 1のケーキ。
ホイップクリームには豆乳を、
スポンジには米粉を使用して
います。いちごのコンフィ（甘
く煮たもの）・甘夏みかん・黄
桃・ぶどう・洋なしで華やかな
仕上がりに。

価　格：2,857円＋消費税
内容量：1個
原材料：豆乳入りホイップ、黄桃シロップ漬、甘夏みかんシロップ漬、米粉、砂糖、

水あめ加工品、麦芽糖、でん粉、植物油脂、オリゴ糖、洋なしシロップ漬、ぶ
どう、いちご加工品、大豆たん白、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）、ソルビット、乳化剤、膨張
剤、クロレラエキス、酸味料、香料、メタリン酸Na、環状オリゴ糖、pH調整
剤、酸化防止剤（V．C）、ラック色素、乳酸Ca、（一部に大豆・ももを含む）

賞味期間：180日（冷凍保存）
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆・もも

（冷凍）
すこやかベリーベリー
豆乳レアケーキ
卵・乳製品・小麦不使用のレアチーズ風
のケーキ。米粉のスポンジに豆乳レア
ムースを重ねました。
ラズベリーといちごのジュレをサンドし、
マーブル模様のラズベリーソース入りゼ
リー、3種のベリー（ラズベリー・ブルー
ベリー・赤すぐり）で仕上げています。

価　格：3,200円＋消費税
内容量：1個
原材料：豆乳入りホイップ、水あめ加工品、砂糖、豆乳
発酵食品、米粉、木苺、でん粉、植物油脂、いちごピュー
レ、オリゴ糖、ブルーベリー、レモン果汁、ラズベリー
ピューレ、赤すぐり、大豆たん白、寒天加工品、食塩、シ
ロップ、醸造酢／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、環
状オリゴ糖、膨張剤、クロレラエキス、香料、酸味料、メ
タリン酸Na、pH調整剤、乳酸Ca、（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（27品目中） 　大豆

（冷凍）
すこやか5種のアソートケーキ
卵・乳製品・小麦不使用のケーキ。米粉のケーキ生地をカップに入れて
焼き上げ、クリームやフルーツのトッピングで仕上げました。フルーツ・
チョコ&ココア・かぼちゃ・いちご・マロンの5種類の味の詰め合わせ。

価　格：2,453円＋消費税
内容量：5個（5種類×1個）
原材料：【フルーツ】豆乳入りホイップ、調製豆乳、イチゴジャム、黄桃シロッ
プ漬、砂糖、米粉、植物油脂、でん粉、調製豆乳粉末、水あめ加工品、麦芽糖、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、
ソルビット、膨張剤、酸味料、香料、リン酸塩（Na、Ca）、酸化防止剤（V.E）、紅麹色
素、pH調整剤、乳酸Ca、（一部に大豆・もも・りんごを含む）【チョコ＆ココア】豆
乳入りホイップ、調製豆乳、砂糖、米粉、麦芽糖、植物油脂、チョコレート、でん粉、
調製豆乳粉末、ココアパウダー、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、香料、メタリン酸Na、酸化防止剤

（V.E）、（一部に大豆を含む）【かぼちゃ】豆乳入りホイップ、調製豆乳、砂糖、米粉、
かぼちゃペースト、植物油脂、麦芽糖、でん粉、調製豆乳粉末、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、膨張剤、香料、
メタリン酸Na、酸化防止剤（V.E）、（一部に大豆を含む）【いちご】豆乳入りホイッ
プ、調製豆乳、ストロベリーソース、砂糖、米粉、植物油脂、水あめ加工品、でん粉、
調製豆乳粉末、麦芽糖、ラズベリーピューレ、乾燥いちご、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）、ソルビット、乳化剤、膨張
剤、香料、紅麹色素、酸味料、メタリン酸Na、酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、乳酸
Ca、（一部に大豆を含む）【マロン】マロンペースト、調製豆乳、豆乳入りホイップ、
砂糖、米粉、栗甘露煮、植物油脂、でん粉、調製豆乳粉末、水あめ加工品、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、ソル
ビット、膨張剤、メタリン酸Na、香料、酸化防止剤（V.E、V.C）、酸味料、pH調整剤、
乳酸Ca、（一部に大豆を含む） ※2019年9月以降の情報です。
賞味期間：180日（冷凍保存）
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆・もも・りんご

（冷凍）
すこやかお米の恵み
焼きドーナツセット
米粉と豆乳を使って焼き上げた、卵・乳
製品・小麦不使用のドーナツ。しっとり
ふんわりした生地で、素朴な味わいが楽
しめます。マロン・いちご・メープル
シュガーの3種類の味の詰め合わせ。

価　格：1,800円＋消費税
内容量：9個（3種類×3個）
原材料：【マロン】調製豆乳、マロンペースト、米粉、砂糖、植
物油脂、でん粉、調製豆乳粉末、寒天、食塩／トレハロース、糊料

（加工でん粉、アルギン酸エステル）、乳化剤、膨張剤、酸化防止
剤（V.E）、香料、（一部に大豆を含む）【いちご】調製豆乳、米粉、砂
糖、イチゴジャム、植物油脂、でん粉、調製豆乳粉末、寒天、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、酸味料、香料、紅麹色素、酸化防止剤

（V.E）、クエン酸Ca、（一部に大豆・りんごを含む）【メープル
シュガー】調製豆乳、米粉、砂糖、植物油脂、でん粉、調製豆乳粉
末、メープルシュガー、寒天、食塩／トレハロース、糊料（加工で
ん粉、アルギン酸エステル）、乳化剤、膨張剤、香料、酸化防止剤

（V.E）、（一部に大豆を含む） ※2019年9月以降の情報です。
賞味期間：180日（冷凍保存）
 使用アレルゲン（27品目中） 　大豆・りんご

タカキヘルスケアフーズ
https://www.takaki−healthcare.co.jp
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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：220円+消費税
内容量：21g（2枚×7袋）
原材料：うるち米（国産）、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：300円+消費税
内容量：48g（12g×4袋）
原材料：スイートコーン（国産）、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
海藻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：220円+消費税
内容量：27g
原材料：かんしょでん粉（国内産）、ワキシコーンス

ターチ、ビートエキス、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、アレルギーがある方のお役
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
国産米のこめ粉とさつまいもペーストを使った
ほんのり甘いロールクッキー。1個ずつ個包装
になっています。

価　格 : 250円+消費税
内容量：10個
原材料：米粉（米（国産））、砂糖（てんさい糖）、さつまいも

ペースト、植物油脂（米油）
賞味期間：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　☎0120-313-577
◦マルタのおやつ　https://ms-oyatsu-maruta.jp/

太田油脂
http://maruta-shop.com/
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身近にいる子どもがアナフィラキ
シーをおこした時に、誰もが行動で
きるように、学校や保育園の職員室
に貼ることをイメージして作ったポ
スターです。
職員室等に掲示して日頃から備え、
ポスターを見ながら対処できるよう
になることを想定しています。デー
タは無料でダウンロードできます。

食物アレルギーがある子どもが初め
て友達の家に遊びに行くときに、母
親同士、母親と子どものやりとりを
イメージして作りました。子どもの
アレルギーの伝え方や上手な会話
の進め方などをイラストで紹介して
います。データは無料でダウンロー
ドできます。

学校、保育園、児童館など、様々な
場面でエピペンRを使わねばならな
い時に、ポスターを見ながら迅速
かつ確実な対処ができるようなるこ
とを目的に制作しました。目につく
所にポスターを貼ってご活用くださ
い。データは無料でダウンロードで
きます。

林間学校、修学旅行、野外活動、
キャンプやスキーに行く時もエピペ
ンR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R
携帯ケースを作成しました。利用者
アンケートを参考に少し大きく改良
しています。ぜひご活用ください。
頒価2,160円

http://www.atopicco.org/topic/
epipen-poster2017.html

http://www.atopicco.org/topic/
yotahandbook.html

http://www.atopicco.org/topic/
epipen-poster2017.html

http://www.atopicco.org/topic/
help-kit-reform.html

■ポスター� A2、A3　

アナフィラキシー発現から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7カ条〜

■ハンドブック� A5／16P　

陽太くん、はじめておともだちの家へ
〜友達の家でおやつ編〜

■ポスター� A2、A3　

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R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R使用法7つのステップ〜

■オリジナルグッズ� 　

エピペンR携帯ケース（HELP KIT）
改良

しました

［掲載情報について］

■ 本カタログは、2019年7月現在の情報を掲載しています。

■ 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20品目の計27品目をアレルゲン表示対象としています。

■ 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 405
tel.03-5948-7891　fax.03-5291-1392
https://www.atopicco.org
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