
品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）
㈲ザクセン アップルリング 小麦粉（国産）、りんごシロップ煮（りんご、ビートグラニュー糖）、バター、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、有機アーモンド

スライス、食塩、（一部に小麦・りんご・乳成分・アーモンドを含む）
熱量351kcal、蛋白質5.4g、脂質17.0g、炭水化
物42.2g、食塩相当量0.6g

㈲ザクセン いよかんと種実の全粒カンパーニュ 小麦全粒粉（北海道産）、小麦粉（北海道産）、いよかんピール、粗糖（鹿児島県産）、有機かぼちゃの種、天然酵母、有機
黒ゴマ、食塩、（一部に小麦・ごまを含む）

熱量247kcal、蛋白質8.9g、脂質3.5g、炭水化
物46.7g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン ヴァイツェン・ミッシュ・ブロート 小麦粉（国産）、小麦全粒粉（国産）、有機ライ麦粉、天然酵母、粗糖（鹿児島県産）、食塩、ライサワー、（一部に小麦を含
む）

熱量254kcal、蛋白質8.8g、脂質1.4g、炭水化
物51.4g、食塩相当量1.2g

㈲ザクセン オニオンロール 小麦粉（小麦（国産））、玉ねぎ、粗糖、天然酵母、食塩、菜種油、黒こしょう、ナツメグ、（一部に小麦を含む） 熱量262kcal、蛋白質8.7g、脂質1.4g、炭水化
物51.6g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン かぼちゃとレーズンのプチパン 小麦粉（北海道産）、有機レーズン、粗糖（鹿児島県産）、かぼちゃペースト（国産）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、天
然酵母、食塩、有機かぼちゃの種、（一部に小麦を含む）

熱量284kcal、蛋白質7.7g、脂質4.3g、炭水化
物52.7g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン カレンツライ 小麦粉（北海道産）、有機カレンツ、有機ライ麦粉、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量261kcal、蛋白質6.6g、脂質0.8g、炭水化
物57.1g、食塩相当量0.6g

㈲ザクセン カンパーニュ（フィグ＆ノア） 小麦粉（小麦（国産））、有機白いちじく、くるみ、ライ麦粉、小麦全粒粉、天然酵母、食塩、粗糖、ライサワー、（一部に小
麦・くるみを含む）

熱量282kcal、蛋白質8.1g、脂質6.5g、炭水化
物48.1g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン カンパーニュ（レモン＆バジル） 小麦全粒粉（国産）、小麦粉（北海道産）、有機レモンピール、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、有機バジル、（一部に
小麦を含む）

熱量227kcal、蛋白質8.2g、脂質1.5g、炭水化
物46.5g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン くるみあんぱん あんこ（北海道産小豆、鹿児島県産粗糖、食塩）、小麦粉（国産）、有機くるみ、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一
部に小麦・くるみを含む）

熱量275kcal、蛋白質7.4g、脂質6.3g、炭水化
物47.1g、食塩相当量0.5g

㈲ザクセン くるみとクランベリーのパン 小麦粉（北海道産）、有機くるみ、有機クランベリー、有機ライ麦粉、天然酵母、食塩、粗糖（鹿児島県産）、（一部に小麦・く
るみを含む）

熱量266kcal、蛋白質8.3g、脂質6.6g、炭水化
物42.7g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン くるみのプチパン 小麦粉（国産）、有機くるみ、菜種油（遺伝子組み換えでない）、粗糖、天然酵母、食塩、（一部に小麦・くるみを含む） 熱量348kcal、蛋白質9.1g、脂質12.0g、炭水化
物49.1g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン クロワッサン 小麦粉（国産）、バター、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦・乳成分を含む） 熱量422kcal、蛋白質7.0g、脂質22.7g、炭水化
物44.8g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン ごまあんぱん あんこ（北海道産小豆、鹿児島県産粗糖、食塩）、小麦粉、有機ごまペースト、粗糖、菜種油（遺伝子組み換えでない）、天
然酵母、米粉、有機黒ごま、食塩、（一部に小麦・ごまを含む）

熱量261kcal、蛋白質7.0g、脂質5.1g、炭水化
物46.2g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン ごまチーズ 小麦粉（国産）、ナチュラルチーズ、有機黒胡麻、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦・乳成分・ごまを含
む）

熱量268kcal、蛋白質11.2g、脂質8.2g、炭水化
物35.8g、食塩相当量1.1g

㈲ザクセン 米粉入り食パン（スライス） 小麦粉（国産）、米粉、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量269kcal、蛋白質8.4g、脂質1.1g、炭水化
物53.9g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン 桜あんぱん つぶあん（北海道産小豆、鹿児島県産粗糖、食塩）、小麦粉、桜の花の塩漬け、粗糖、菜種油（遺伝子組み換えでない）、
米粉、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む）

熱量243kcal、蛋白質6.3g、脂質2.3g、炭水化
物47.8g、食塩相当量0.5g

㈲ザクセン サブレ（アールグレイ） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、アーモンドパウダー、卵、バター、有機紅茶葉、（一部に乳成分・小
麦・アーモンド・卵を含む）

熱量518kcal、蛋白質5.3g、脂質35.5g、炭水化
物43.6g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン サブレ（シナモン＆ナツメグ） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、アーモンドパウダー、卵、バター、有機シナモンパウダー、ナツメ
グ、（一部に乳成分・小麦・アーモンド・卵を含む）

熱量520kcal、蛋白質5.1g、脂質35.8g、炭水化
物43.6g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン サブレ（チョコチップ） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、有機チョコチップ、アーモンドパウダー、卵、バター、（一部に乳成
分・小麦・アーモンド・卵を含む）

熱量524kcal、蛋白質5.3g、脂質35.7g、炭水化
物44.8g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン サブレ（プレーン） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、アーモンドパウダー、卵、バター、（一部に乳成分・小麦・アーモン
ド・卵を含む）

熱量521kcal、蛋白質5.1g、脂質35.9g、炭水化
物43.6g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン サブレ（有機抹茶） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、アーモンドパウダー、卵、バター、有機抹茶、（一部に乳成分・小麦・
アーモンド・卵を含む）

熱量520kcal、蛋白質5.2g、脂質35.7g、炭水化
物43.6g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン サブレ（有機レモン） マーガリン、粗糖（鹿児島県産）、小麦粉（福岡県産）、有機レモンピール、アーモンドパウダー、卵、バター、有機レモン果
汁、（一部に乳成分・小麦・アーモンド・卵を含む）

熱量467kcal、蛋白質4.6g、脂質31.9g、炭水化
物40.0g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン シナモンデニッシュ 小麦粉（国産）、バター、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、有機シナモンパウダー、食塩、（一部に小麦・乳成分を含む） 熱量469kcal、蛋白質5.8g、脂質25.7g、炭水化
物51.9g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン 国産16穀食パン（スライス） 小麦粉（小麦（国産））、穀物加工品（裸麦、もち玄米、丸麦、発芽玄米、黄大豆、もち麦、もち黒米、黒大豆、小豆、もち赤
米、たかきび、とうもろこし、もちきび、もちあわ、ハト麦、塩、魚醤、焼酎、穀物発酵液、ひえ）、粗糖、きび、パン酵母、食
塩、（一部に小麦・大豆を含む）

熱量284kcal、蛋白質9.4g、脂質1.3g、炭水化
物56.3g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン シュガープレッツェル 小麦粉（福岡県・北海道産）、バター（北海道産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦・乳成分を含む） 熱量354kcal、蛋白質5.4g、脂質15.7g、炭水化
物46.1g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン シュトレン 小麦粉（国産）、有機レーズン、マーガリン、有機クランベリー、粗糖、天然酵母、バター、くるみ、有機アプリコット、いよか
んピール、有機アーモンドスライス、有機レモンピール、食塩、ブランデー、粉糖、有機シナモンパウダー、ナツメグ、（一部
に小麦・乳成分・くるみ・アーモンドを含む）

熱量362kcal、蛋白質8.1g、脂質14.6g、炭水化
物50.4g、食塩相当量0.7g
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提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）
㈲ザクセン 食パン（山型スライス） 小麦粉（国産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量263kcal、蛋白質10.0g、脂質1.1g、炭水化

物53.2g、食塩相当量0.97g
㈲ザクセン 白神酵母のソフトプチ 小麦粉（北海道産）、粗糖（鹿児島県産）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、パン酵母、バター、食塩、アセロラピューレ、

（一部に小麦・乳成分を含む）
熱量257kcal、蛋白質8.2g、脂質5.1g、炭水化
物44.7g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン 全粒粉＆ライ麦のブレッド 小麦粉（北海道産）、小麦全粒粉（北海道産）、有機ライ麦粉、天然酵母、粗糖（鹿児島県産）、食塩、ライサワー（自家
製）、有機ひまわりの種、（一部に小麦を含む）

熱量263kcal、蛋白質8.9g、脂質2.0g、炭水化
物52.1g、食塩相当量1.2g

㈲ザクセン 全粒粉カイザー 小麦全粒粉（国産）、小麦粉（国産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量255kcal、蛋白質9.4g、脂質1.8g、炭水化
物51.8g、食塩相当量1.0g

㈲ザクセン 全粒粉食パン（スライス） 小麦全粒粉（国産）、小麦粉（国産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量247kcal、蛋白質7.8g、脂質1.4g、炭水化
物50.8g、食塩相当量0.84g

㈲ザクセン チョコチップメロンパン 小麦粉（福岡県・北海道産）、粗糖（鹿児島県産）、バター、卵、有機チョコチップ、天然酵母、食塩、（一部に小麦・乳成分・
卵を含む）

熱量387kcal、蛋白質7.6g、脂質14.5g、炭水化
物54.3g、食塩相当量0.4g

㈲ザクセン テーブルロール 小麦粉（国産）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、粗糖、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量279kcal、蛋白質10.7g、脂質2.8g、炭水化
物52.8g、食塩相当量0.98g

㈲ザクセン ドライトマトとバジルのパン 小麦粉（北海道産）、ドライトマト、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、有機バジル、（一部に小麦を含む） 熱量264kcal、蛋白質8.8g、脂質1.1g、炭水化
物52.0g、食塩相当量0.9g

㈲ザクセン ナッツ＆フルーツライ 小麦粉（小麦（国産））、ライ麦粉、有機レーズン、くるみ、有機プルーン、有機アーモンドスライス、有機あんず、菜種油（遺
伝子組み換えでない）、天然酵母、粗糖、食塩、（一部に小麦・くるみ・アーモンドを含む）

熱量316kcal、蛋白質8.4g、脂質9.6g、炭水化
物49.9g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン 夏のシュトレン 小麦粉（国産）、有機レーズン、マーガリン、天然酵母、粗糖、バター、マンゴー、有機クランベリー、有機アプリコット、有機
チェリー、有機レモンピール、ゆずピール、食塩、ブランデー、粉糖、有機シナモンパウダー、ナツメグ、（一部に小麦・乳成
分を含む）

熱量335kcal、蛋白質7.3g、脂質11.3g、炭水化
物51.3g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン バゲット 小麦粉（国産）、天然酵母、食塩、粗糖、（一部に小麦を含む） 熱量280kcal、蛋白質9.6g、脂質1.2g、炭水化
物54.8g、食塩相当量1.1g

㈲ザクセン バターロール 小麦粉（北海道、福岡県産）、バター（北海道産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦・乳成分を含む） 熱量314kcal、蛋白質8.4g、脂質6.5g、炭水化
物52.7g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン はちみつレモンのプチパン 小麦粉（北海道産）、有機レモンピール、菜種油（遺伝子組み換えでない）、粗糖（鹿児島県産）、はちみつ、天然酵母、バ
ター、食塩、（一部に小麦・乳成分を含む）

熱量301kcal、蛋白質7.9g、脂質6.7g、炭水化
物50.1g、食塩相当量0.8g

㈲ザクセン パネトーネ 小麦粉（国産）、有機レーズン、天然酵母、卵、バター、砂糖、有機レモンピール、いよかんピール、食塩、（一部に小麦・
卵・乳成分を含む）

熱量309kcal、蛋白質9.9g、脂質7.3g、炭水化
物52.1g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン プチレーズン 小麦粉（国産）、オーガニックレーズン、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量260kcal、蛋白質7.6g、脂質0.9g、炭水化
物54.2g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン ブラウニー 小麦粉（福岡県産）、粗糖（鹿児島県産）、チョコレート、くるみ、卵、マーガリン、菜種油（遺伝子組み換えでない）、アーモ
ンドスライス、（一部に小麦・乳成分・大豆・くるみ・卵・アーモンドを含む）

熱量516kcal、蛋白質7.0g、脂質35.6g、炭水化
物41.9g、食塩相当量0.2g

㈲ザクセン フルーツ＆胡桃のライブレッド 小麦粉（小麦（国産））、有機レーズン、有機ライ麦粉、有機くるみ、有機プルーン、有機白いちじく、有機アプリコット、バ
ター、天然酵母、粗糖、食塩、有機シナモンパウダー、（一部に小麦・くるみ・乳成分を含む）

熱量294kcal、蛋白質7.2g、脂質6.5g、炭水化
物52.8g、食塩相当量0.6g

㈲ザクセン 山型ぶどう食パン 小麦粉（国産）、有機レーズン、菜種油（遺伝子組み換えでない）、粗糖、天然酵母、食塩、（一部に小麦を含む） 熱量271kcal、蛋白質7.8g、脂質1.0g、炭水化
物56.6g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン 有機カンパーニュ・くるみレーズン 有機小麦全粒粉（国内製造）、有機小麦粉、有機レーズン、有機くるみ、天然酵母、食塩、（一部に小麦・くるみを含む） 熱量261kcal、蛋白質8.6g、脂質4.1g、炭水化
物50.0g、食塩相当量0.7g

㈲ザクセン よもぎあんぱん つぶあん（北海道産小豆、鹿児島県産粗糖、食塩）、小麦粉（国産）、粗糖（鹿児島県産）、天然酵母、食塩、よもぎ粉末
（国産）、（一部に小麦を含む）

熱量237kcal、蛋白質6.5g、脂質0.7g、炭水化
物49.4g、食塩相当量0.5g

㈲ザクセン よもぎの桜あんぱん つぶあん（北海道産小豆、鹿児島県産粗糖、食塩）、小麦粉、桜の花の塩漬け、粗糖、菜種油（遺伝子組み換えでない）、
天然酵母、食塩、よもぎ粉末、（一部に小麦を含む）

熱量239kcal、蛋白質6.4g、脂質1.6g、炭水化
物48.4g、食塩相当量0.5g

㈲ザクセン 林檎とアールグレイのプチパン 小麦粉（北海道産）、粗糖（鹿児島県産）、有機ドライアップル、菜種油（遺伝子組み換えでない）、天然酵母、有機紅茶
葉、食塩/香料（ベルガモット）、（一部に小麦・りんごを含む）

熱量309kcal、蛋白質8.1g、脂質6.8g、炭水化
物51.9g、食塩相当量0.7g

スワン あんぱん（粒あん） つぶあん、小麦粉、砂糖、液卵、マーガリン、パン酵母、液卵黄、ホエイパウダー、加工油脂、小麦たん白、卵加工品、食
塩、ごま、増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、ビタミンＣ、（原材料の一部に乳成分を含む）

熱量243kcal、蛋白質7.0g、脂質4.2g、炭水化
物45.2g、塩分相当量0.3g

スワン シナモンロール 生地（小麦粉、マーガリン、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、液卵、黒糖、パン酵母、砂糖、乳糖、シナモンパウダー、食塩、脱
脂粉乳、食用油脂、全粉乳）（国内製造）、卵加工品、／乳化剤、香料、酸化防止剤（V.E）、V.C、安定剤（ペクチン）、着色
料（カロチノイド）、（原材料の一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

熱量322kcal、蛋白質6.7g、脂質12.2g、炭水化
物44.9g、塩分相当量0.4g

スワン メロンパン 小麦粉、砂糖、全卵、動植物性マーガリン、パン酵母、澱粉、植物性ショートニング、粉乳、食塩、乳化剤、ビタミンＣ、（原
材料の一部に大豆を含む）

熱量274kcal、蛋白質6.1g、脂質8.3g、炭水化
物44.3g、食塩相当量0.3g

スワン 牛乳食パン 小麦粉、濃縮乳、砂糖、マーガリン、全卵、パン酵母、バター、卵黄、小麦たん白、ホエイパウダー、食塩、植物油脂、乳化
剤、ビタミンＣ、（原材料の一部に大豆を含む）

熱量321kcal、蛋白質9.5g、脂質9.6g、炭水化
物47.1g、食塩相当量0.8g

スワン スワン食パン 小麦粉、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、パン酵母、ショートニング、ホエイパウダー、食塩、発酵風味液、ビタミンＣ、（原材料
の一部に乳成分、大豆を含む）

熱量272kcal、蛋白質8.2g、脂質4.2g、炭水化
物47.9g、食塩相当量1.1g



提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

丸和食品㈱ もめん豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：71kcal、たんぱく質：7.0ｇ、脂質：4.1ｇ、炭
水化物：1.5ｇ、食塩相当量：0.04ｇ

丸和食品㈱ きぬ豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：57kcal、たんぱく質：5.4ｇ、脂質：2.8ｇ、炭
水化物：2.9ｇ、食塩相当量：0.07ｇ

丸和食品㈱ 寄せ豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：65kcal、たんぱく質：6.5ｇ、脂質：3.1ｇ、炭
水化物：2.9ｇ、食塩相当量：0.01ｇ

丸和食品㈱ まったり寄せ豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：58kcal、たんぱく質：5.7ｇ、脂質：2.8ｇ、炭
水化物：2.4ｇ、食塩相当量：0.20ｇ

丸和食品㈱ 押し豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：100kcal、たんぱく質：10.2ｇ、脂質：5.1ｇ、
炭水化物：3.6ｇ、食塩相当量：0.06ｇ

丸和食品㈱ 味付きいなり 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、醤油（大豆・小麦を含む）、発酵調味料、食塩、か
つお節、昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：189kcal、たんぱく質：11.2ｇ、脂質：10.8
ｇ、炭水化物：12.2ｇ、食塩相当量：1.19ｇ

丸和食品㈱ 味付えび京がんも がんも（大豆＜国産・遺伝子組換えでない＞、菜種油＜遺伝子組換えでない＞、発酵調味料（米、米麹、食塩）、砂糖、醤
油（原料の一部に小麦を含む）、干えび、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、昆布、黒ごま、生姜汁、乾燥切昆布）、昆布エキス
（乾昆布）、削り節エキス（さば節、かつお節）、食塩、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）

熱量105kcal、蛋白質4.4g、脂質5.9g、炭水化
物8.9g、食塩相当量1.49g

丸和食品㈱ 味付きつねがんも がんも（大豆＜国産・遺伝子組換えでない＞、菜種油＜遺伝子組換えでない＞、発酵調味料（米、米麹、食塩）、砂糖、醤
油（原料の一部に小麦を含む）、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、昆布、黒ごま、生姜汁、乾燥切昆布）、昆布エキス（乾昆
布）、削り節エキス（さば節、かつお節）、食塩、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）

熱量126kcal、蛋白質7.6g、脂質7.2g、炭水化
物7.6g、食塩相当量1.14g

丸和食品㈱ 具だくさんがんも 大豆（国産）、菜種油（圧搾一番搾り・非遺伝子組換え）、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、食塩、黒ごま、生姜汁、乾切昆布、
粗製海水塩化マグネシウム（にがり） 熱量226kcal、蛋白質12.2g、脂質18.6g、炭水

化物4.7g、食塩相当量0.28g

丸和食品㈱ えび具沢山がんも 豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、人参、牛蒡、干しえび、玉葱、山芋粉、食塩、黒ご
ま、生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：193kcal、たんぱく質：13.7ｇ、脂質：13.0
ｇ、炭水化物：6.2ｇ、食塩相当量：0.28ｇ

丸和食品㈱ 青豆具沢山がんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、人参、牛蒡、青大豆（国産・遺伝子組み換えでな
い）、玉葱、山芋粉、食塩、黒ごま、生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：193kcal、たんぱく質：13.7ｇ、脂質：13.0
ｇ、炭水化物：6.2ｇ、食塩相当量：0.28ｇ

丸和食品㈱ ねぎ具沢山がんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、長ねぎ、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、食塩、黒ご
ま、生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：169kcal、たんぱく質：11.8ｇ、脂質：11.4
ｇ、炭水化物：4.7ｇ、食塩相当量：0.41ｇ

丸和食品㈱ ひじき京がんも 大豆（国産）＜遺伝子組換えでない＞、菜種油＜遺伝子組換えでない＞、乾燥ひじき、にんじん、ごぼう、たまねぎ、山芋
粉、食塩、黒ごま、生姜、乾燥切昆布、凝固剤＜粗製海水塩化マグネシウム（にがり）＞

熱量213kcal、蛋白質15.2g、脂質15.4g、炭水
化物3.5g、食塩相当量0.38g

丸和食品㈱ たけのこがんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、水煮たけのこ、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、食塩、
黒ごま、生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：172kcal、たんぱく質：13.1ｇ、脂質：11.3
ｇ、炭水化物：4.4ｇ、食塩相当量：0.38ｇ

丸和食品㈱ 枝豆がんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、枝豆、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、食塩、黒ごま、
生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：191kcal、たんぱく質：15.6ｇ、脂質：12.3
ｇ、炭水化物：6.3ｇ、食塩相当量：0.36ｇ

丸和食品㈱ きのこがんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、ぶなしめじ、人参、牛蒡、玉葱、乾燥椎茸、砂糖、
醤油（大豆・小麦を含む）、山芋粉、食塩、発酵調味料、黒ごま、生姜、乾燥切昆布、かつお節、さば節/凝固剤（粗製海水
塩化マグネシウム（にがり））

熱量：174kcal、たんぱく質：14.0ｇ、脂質：10.6
ｇ、炭水化物：5.6ｇ、食塩相当量：0.43ｇ

丸和食品㈱ れんこんがんも 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、水煮れんこん、人参、牛蒡、玉葱、山芋粉、食
塩、黒ごま、生姜、乾燥切昆布/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：156kcal、たんぱく質：12.8ｇ、脂質：9.1ｇ、
炭水化物：5.7ｇ、食塩相当量：0.24ｇ

<豆腐類>　2022年2月22日現在



提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）
丸和食品㈱ 白和え 大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、こんにゃく、砂糖、人参、醤油（大豆・小麦を含む）、発酵調味料、練り白ごま、菜種

油（遺伝子組み換えでない）、乾燥椎茸、食塩/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））、水酸化カルシウム（こん
にゃく用凝固剤）

熱量：139kcal、たんぱく質：8.9ｇ、、脂質：7.4
ｇ、炭水化物：10.1ｇ、食塩相当量：0.69ｇ

丸和食品㈱ 焼いて食べる油揚げ包み（餃子風） 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、キャベツ、ニラ、長ねぎ、生姜/凝固剤（粗製海水
塩化マグネシウム（にがり））

熱量：287kcal、たんぱく質：16.5ｇ、脂質：23.3
ｇ、炭水化物：2.7ｇ、食塩相当量：0.02ｇ

丸和食品㈱ 手揚げ油揚げ 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない） 熱量：231kcal、たんぱく質：17.1ｇ、脂質：17.9
ｇ、炭水化物：1.4ｇ、食塩相当量：0.05ｇ

丸和食品㈱ 一口厚揚げ 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない） 熱量：144kcal、たんぱく質：11.0ｇ、脂質：9.7ｇ、
炭水化物：3.2ｇ、食塩相当量：0.05ｇ

丸和食品㈱ 五目厚揚げ 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）、人参、牛蒡、玉葱、黒ごま、乾燥切昆布/凝固剤
（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

熱量：139kcal、たんぱく質：10.7ｇ、脂質：9.9ｇ、
炭水化物：2.8ｇ、食塩相当量：0.01ｇ

丸和食品㈱ きぬ生揚げ 大豆(国産・遺伝子組み換えでない)、菜種油（遺伝子組み換えでない）/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：110kcal、たんぱく質：7.6ｇ、脂質：7.9ｇ、
炭水化物：2.7ｇ、食塩相当量：0.11ｇ

丸和食品㈱ だだ茶豆寄せ豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：60kcal、たんぱく質：5.6ｇ、脂質：2.8ｇ、炭
水化物：3.1ｇ、食塩相当量：0.04ｇ

丸和食品㈱ しそ寄せ豆腐 大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、大葉/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））
熱量61kcal、蛋白質6.6g、脂質2.7g、炭水化物
2.6g、食塩相当量0.1g

丸和食品㈱ ゆず寄せ豆腐 大豆(国産・遺伝子組み換えでない) /凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）） 熱量：64kcal、たんぱく質：5.7ｇ、脂質：3.0ｇ、炭
水化物：3.6ｇ、食塩相当量0.09ｇ

丸和食品㈱ ごま寄せ豆腐 大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、大葉/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））
熱量81kcal、蛋白質6.5g、脂質4.1g、炭水化物
4.6g、食塩相当量0.04g

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

㈱ニューオークボタリアテッレ デュラム小麦のセモリナ（国内製造）
熱量357kcal、たんぱく質10.7ｇ、脂質1ｇ、炭水化物
76.3ｇ、食塩相当量0.3ｇ

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

韓国食品㈱ 白菜キムチ 白菜(国産)、大根（国産）、漬け原材料［だし汁（昆布・煮干・椎茸・鰹節）、唐辛子粉、砂糖、パイナップル、食塩、にんにく、
にら、玉葱、アキアミ（えび類）の塩辛、いわしの塩辛、生姜、ねぎ、人参、セロリ、りんご、酢、ごま］

熱量42kcal、たんぱく質2.2ｇ、脂質0.3ｇ、炭水化物
7.6ｇ、食塩相当量1.5ｇ

韓国食品㈱ 辛さまろやかキムチ 白菜(国産)、にら（国産）、漬け原材料［だし汁（昆布・煮干・椎茸・鰹節）、砂糖、唐辛子粉、大根、純米酢、アキアミ（えび
類）の塩辛、いわしの塩辛、食塩、にんにく、玉葱、パイナップル、人参、生姜、ねぎ、セロリ、ごま、鰹節粉］

熱量50kcal、たんぱく質1.6ｇ、脂質0.6ｇ、炭水化物
9.6ｇ、食塩相当量1.7ｇ

韓国食品㈱ カクテキ 大根（国産）、漬け原材料［だし汁（昆布・煮干・椎茸・鰹節）、唐辛子粉、砂糖、パイナップル、食塩、にんにく、にら、玉葱、
アキアミ（えび類）の塩辛、いわしの塩辛、生姜、ねぎ、人参、セロリ、りんご、酢、ごま］

熱量69kcal、たんぱく質1.5ｇ、脂質0.2ｇ、炭水化物
15.4ｇ、食塩相当量1.6ｇ

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（10g当たり）

<佃煮類>　2022年2月22日現在

<キムチ類>　2022年2月22日現在

<麺類原材料>　2022年2月22日現在



提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）
㈲マルヨーのり製造所あさり佃煮 あさり（国産）、醤油（大豆：遺伝子組み換えでないものを分別・小麦を含む）、砂糖、水飴、発酵調味料、清酒、生姜

熱量17.5kcal、たんぱく質1.74g、脂質0.18g、炭水
化物2.24g、食塩相当量0.41g

㈲マルヨーのり製造所あさりのり佃煮 醤油（大豆：遺伝子組み換えでないものを分別・小麦を含む）、あさり、砂糖、生のり、乾のり、鰹だし、発酵調味料、清酒、
水飴

熱量12.7kcal、たんぱく質0.89g、脂質0.07g、炭水
化物2.1g、食塩相当量0.46g

㈲マルヨーのり製造所ひじきのり佃煮 醤油（大豆：遺伝子組み換えでないものを分別・小麦を含む）砂糖、乾のり、ひじき、鰹だし、発酵調味料、清酒、水飴
熱量10.3kcal、たんぱく質0.42g、脂質0.05g、炭水
化物2.03g、食塩相当量0.4g

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

NPO法人EARTHIANアロマティ（ツボクサ＆ミント） 有機ツボクサ・有機ミント

NPO法人EARTHIANアロマティ（レモングラス） 有機レモングラス

NPO法人EARTHIANアロマティ（ハイビスカス） 有機ハイビスカス

NPO法人EARTHIANアロマティ（月桃） 有機月桃

NPO法人EARTHIANカフェ・ティモール　ドリップパック コーヒー豆（生豆生産国　東ティモール）

NPO法人EARTHIANカフェ・ティモール　リキッドコーヒー 有機コーヒー（東ティモール産） 熱量4kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、炭水化物
0.5g、食塩相当量0g

NPO法人EARTHIANショコラマダガスカル：ダーク100％ カカオ（カカオマス、カカオバター）、（原材料の一部に乳成分・カシューナッツを含む）
熱量640kcal、たんぱく質14g、脂質53g、炭水化物
27g、食塩相当量0.01g

NPO法人EARTHIANショコラマダガスカル：ダーク85％ カカオ（カカオマス、カカオバター）、砂糖、（原材料の一部に乳成分・カシューナッツを含む）
熱量550kcal、たんぱく質13g、脂質43g、炭水化物
27g、食塩相当量0.04g

NPO法人EARTHIANショコラマダガスカル：VOHI70％ カカオマス、砂糖、（原材料の一部に乳成分・カシューナッツを含む）
熱量519kcal、たんぱく質11g、脂質35g、炭水化物
40g、食塩相当量0.03g

NPO法人EARTHIANショコラマダガスカル：ヴィーガンカ
シューミルク65％

カカオ（カカオマス、カカオバター）、砂糖、カシューナッツ（原材料の一部に乳成分・カシューナッツを含む）
熱量614kcal、たんぱく質8.0g、脂質52.0g、炭水化
物31.0g、食塩相当量0.02g

NPO法人EARTHIANドライマンゴー マンゴー（Brooks種）
熱量365kcal、たんぱく質1.7g、脂質1.5g、炭水化物
83.9g、食塩相当量0g

NPO法人EARTHIANドライパイナップル パイナップル
熱量373kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.7g、炭水化物
89.1g、食塩相当量0g

NPO法人EARTHIANドライバナナ バナナ果実
熱量277kcal、たんぱく質4.1g、脂質0.2g、炭水化物
64.7g、食塩相当量0.2g

NPO法人EARTHIANドライほおずき ほおずき
熱量388kcal、たんぱく質7.0g、脂質7.5g、炭水化物
73.1g、食塩相当量0g

NPO法人EARTHIANトロピカルミックス マンゴー、パイナップル、バナナ
熱量344kcal、たんぱく質3.0g、脂質0.9g、炭水化物
81.3g、食塩相当量0g

プロスペリティ㈱ 有機ルイボスティ 有機ルイボス（有機アスパラサス・リネアリス）
エネルギー0kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水
化物0.1g、ナトリウム2mg

品目の改廃や、原材料が一部変更となる場合があります。またキャリーオーバー等を含め、アレルゲン情報としてはご活用いただけません（アレルギーをお持ちの方は、必ず包材記載をご確認ください）。

提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）

ワーカーズ凡 いちごジャム いちご(国産)、砂糖(てん菜(国産))/酸味料(酒石酸)
熱量213kcal、たんぱく質0.1ｇ、脂質0.1ｇ、炭水化
物52.9ｇ、食塩相当量0.007ｇ

<ジャム類>　2022年2月22日現在

<フェアトレード品>　2022年8月5日現在



提携先 品名 原材料 栄養成分（100g当たり）
ワーカーズ凡 苺とブルーベリーのダブルジャム 果実等(ブル－ベリ－(国産)、いちご(国産))、砂糖(てん菜(国産))

熱量200kcal、たんぱく質0.4ｇ、脂質0.1ｇ、炭水化
物49.5ｇ、食塩相当量0.007ｇ

ワーカーズ凡 あんずジャム あんず(国産)、砂糖(てん菜(国産))
熱量191kcal、たんぱく質0.1ｇ、脂質0.1ｇ、炭水化
物47.4ｇ、食塩相当量0.01ｇ

ワーカーズ凡 うめジャム うめ(国産),砂糖(てん菜(国産)）
エネルギ－ 230Kcal、たんぱく質 0.3ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 57.0ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 プラムジャム プラム(国産)、砂糖(てん菜(国産))
熱量194kcal、たんぱく質0.2ｇ、脂質0.1ｇ、炭水化
物48.0ｇ、食塩相当量0.005ｇ

ワーカーズ凡 梨ジャム 梨(国産)、砂糖(てん菜(国産))/酸味料(酒石酸)
熱量195kcal、たんぱく質0.1ｇ、脂質0.1ｇ、炭水化
物48.5ｇ、食塩相当量0.007ｇ

ワーカーズ凡 紅玉りんごジャム りんご(国産),砂糖(てん菜(国産)),レモン果汁(レモン(国産)),食塩(国内製造)
エネルギ－ 177Kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 43.9ｇ、食塩相当量 0.05g

ワーカーズ凡 ゆずマーマレード ゆず(国産),砂糖(てん菜(国産)）
エネルギ－ 199Kcal、たんぱく質 0.2ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 49.3ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 レモンマーマレード レモン(国産),砂糖(てん菜(国産)）
エネルギ－ 196Kcal、たんぱく質 0.2ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 48.5ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 にんじんジャム 果実等(にんじん(国産),うめ(国産)),砂糖(てん菜(国産)),レモン果汁(レモン(国産)),食塩(国内製造)
エネルギ－ 181Kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 44.9ｇ、食塩相当量 0.12g

ワーカーズ凡 黒糖しょうがシロップ 粗糖(さとうきび(国産)),米黒酢(国内製造),しょうが(国産)
エネルギ－ 215Kcal、たんぱく質 0.5ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 53.3ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 かりんシロップ かりん(国産),粗糖(さとうきび(国産)）
エネルギ－ 274Kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 68.3ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 ゆずシロップ 砂糖(てん菜(国産)),ゆず(国産)
エネルギ－ 299Kcal、たんぱく質 0.3ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 74.4ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 はちみつとレモンシロップ はちみつ（アルゼンチン産）、レモン果汁（レモン（国産））
エネルギ－ 313Kcal、たんぱく質 0.3ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 77.9ｇ、食塩相当量 0.01g

ワーカーズ凡 しそシロップ 砂糖(てん菜(国産)),赤じそ(国産),りんご酢(国内製造),レモン果汁(レモン(国産)),食塩(国内製造)
エネルギ－ 239Kcal、たんぱく質 0.4ｇ、脂質 0.1ｇ、
炭水化物 59.4ｇ、食塩相当量 0.01g


