
60 原材料 59原材料※よりおいしさと安心の両立を目指して、低添加シリーズの化学調味料を使用しないものづくりに挑戦しています。製品化できたものから随時切り替えていきます。

「食べる前」に知っていただく
原材料のお知らせです。

＊モクモク直販のホームページでも
ご確認いただけるようになりました＊原 材 料 名 表 示

ページ 商品番号 商　　品　　名 原　　材　　料 アレルゲン

P25

6607 無２１あらびきウインナー 豚肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料 豚肉

6652 無２１オニオンケーゼ（ミニ） 豚肉（国産）、乾燥玉ねぎ、食塩、香辛料 豚肉

6618 無２１皮なしポークウインナー 豚肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料 豚肉

6651
6812 無２１原形ベーコン（スライス） 豚ばら肉（国産）、食塩、香辛料 豚肉

6608
6609

無２１原形
ロースハム（スライス）

豚ロース肉（国産）、食塩、砂糖 豚肉

6656 無２１サラミス 豚肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料 豚肉

6615 無２１フルト風ソーセージ 豚肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料 豚肉

6655 無２１ボロニアソーセージ 豚肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料 豚肉

6613
6614

無２１ボンレスハム
（スライス）

豚もも肉（国産）、食塩、砂糖 豚肉

P26 8363 赤唐辛子ウインナー
豚肉（国産）、塩、でんぷん、糖類（水飴、砂糖）、香辛
料、甘夏皮、甘夏果汁、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調
味料（アミノ酸）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉、オレンジ

P16 5457 厚切りやわらかバラ煮豚
豚前バラ肉（国産）、みりん、醤油（大豆・小
麦を含む）、糖類（糖蜜、砂糖）、酒、ねぎ、
混合だし（さばを含む）、塩、昆布、にんにく

豚肉、大豆、
小麦、さば

P29 8436 炙って食べる炙り生ハム 米ぬか、豚肩ロース肉（国産）、食塩、味醂、
醤油（小麦・大豆を含む）、赤唐辛子

豚肉、小麦、
大豆

P51 7043
8755 網脂で包んだ生ハンバーグ 豚肉（国産）、豚網脂（国産）、玉ねぎ、牛乳、卵、

パン粉（小麦・大豆を含む）、塩、砂糖、香辛料
豚肉、乳 

卵、小麦、大豆

P26 8500 あらびきウインナー 豚肉（国産）、食塩、でんぷん、糖類（砂糖、水飴）、
香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調味料（ア
ミノ酸）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉
8501 あらびき連結ウインナー

P26 8510 大入ちびっこふんわりソーセージ 豚肉（国産）、食塩、糖類（砂糖、水飴）、香
辛料、リン酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミ
ンC）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉
8505 ちびっこふんわりソーセージ

P27 8571 お肉がゴロリ
超粗挽きフランク

豚肉（国産）、食塩、香辛料、でんぷん、砂糖、おろし
にんにく、加工澱粉、調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉

P26 5370 カマンベールブルスナー 豚肉（国産）、チーズ（乳成分を含む）、食塩、澱粉、糖類（水飴、
砂糖）、香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉、乳

P29 8442 木の実のサラミ 豚肉（国産）、くるみ、ピスタチオ、食塩、洋
酒、香辛料、砂糖、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉、くるみ

P27 8489
8491 ぐるぐるウインナー

豚肉（国産）、食塩、でんぷん、糖類（水飴、砂糖）、
香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調味料（ア
ミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉

P27 5375 原形ベーコン 豚ばら肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料、調
味料（アミノ酸等）、リン酸塩（K、Na）、酸
化防止剤（ビタミンC）、発色剤（硝酸K、亜
硝酸Na）

豚肉
P28 5455

5497 原形ベーコン（スライス）

P28 8376 原形ロースハム 豚ロース肉（国産）、食塩、糖類（水飴、砂糖）、
リン酸 塩（Na）、酸 化 防止 剤（ビタミンC）、
発色剤（硝酸K、亜硝酸Na）

豚肉
8454 原形ロースハム（スライス）

P27 8548 極旨生フランク 豚肉（国産）、食塩、でんぷん、砂糖、香辛料、
加工澱粉、リン酸塩（Na） 豚肉

P26 5369 サラミス
豚肉（国産）、食塩、でんぷん、香辛料、糖類

（水 飴、砂 糖）、加工澱 粉、リン酸 塩（Na）、
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉

P29 8486 熟成サラミ 畜肉（豚肉（国産）、牛肉（国産））、食塩、洋酒、香辛料、
黒砂糖、調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉、牛肉

P19 8585 スープが飛び出す生
ウインナー

豚肉（国産）、コラーゲンスープ（豚皮、豚骨、玉ねぎ）、
炒め玉ねぎ、醤油（小麦・大豆を含む）、食塩、砂糖、
澱粉、香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na)

豚肉、大豆、
小麦

P28 5444 ショルダーベーコン 豚肩ロース肉（国産）、香辛料、食塩、砂糖、リン酸塩（Na）、
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P29 8446 スモークコテレート（スライス） 豚ロース肉（国産）、食塩、砂糖、香辛料、酸
化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P26
5371 スモークタン 豚タン（国産）、食塩、砂糖、香辛料、調味料（アミノ酸等）、リン酸

塩（K、Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（硝酸K、亜硝酸Na） 豚肉

5372 スモークレバー
豚肝臓（国産）、食塩、砂糖、香辛料、調味料

（アミノ酸等）、リン酸塩（K、Na）、酸化防止
剤（ビタミンC）、発色剤（硝酸K、亜硝酸Na）

豚肉

P15 5451 炭火焼きバラ焼豚 豚ばら肉（国産）、醤油（小麦、大豆を含む）、
砂糖、水あめ、みりん、香辛料、酒精

大豆、小麦 
豚肉

P26
5379 チーズケーゼ 畜肉（豚肉（国産）、牛肉（国産））チーズ（乳

成分を含む）、玉ねぎ、食塩、糖 類（砂糖、
ブドウ糖）、香辛料、リン酸塩（Na）、酸化防
止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉、乳 
牛肉5461 チーズケーゼ（ミニ）

P44 7611 特製しょうが焼き 豚肩ロース肉（国産）、清酒、みりん、醤油（小麦、大豆
を含む）、生姜、白ねぎ、レモン果汁、にんにく、片栗粉

豚肉、大豆 
小麦、オレンジ

P16 5470 豚かば丼 豚ばら肉（国産）、醤油、砂糖、糖蜜、香辛料 豚肉、小麦、大豆

P46 5435 豚つくね（白ごま塩味）豚肉(国産）、豚皮(国産）、長ネギ、炒り胡麻、卵、片栗
粉、おろし生姜、食塩、おろし大蒜、胡麻油、香辛料 豚肉、卵、ごま

P46 5434 豚つくね（野菜味噌味）
豚肉(国産）、玉ねぎ、ごぼう、味噌（大豆を含む）、卵、
人参、干し椎茸、長ネギ、胡麻油、砂糖、おろし生姜、酒、
みりん、片栗粉、醤油(小麦を含む）

豚肉、大豆、
小麦、卵、ごま

P44 7929 塩レモン豚ロース焼肉用 豚ロース肉（国産）、オリーブオイル、香辛料、
食塩、レモン果汁、砂糖 豚肉、オレンジ

P28 8378
8452

でかカタロースハム
カタロースハム（スライス）

豚肩ロース肉（国産）、食塩、砂糖、水飴、リン
酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（硝
酸K、亜硝酸Na）

豚肉
P27 8463 カタロースハムステーキ

ハム・ソーセージ 無21 シリーズ

ハム・ソーセージ低添加シリーズ・精肉製品 

ページ 商品番号 商　　品　　名 原　　材　　料 アレルゲン

P29 8374 生サラミ 豚肉（国産）、食塩、洋酒、香辛料、砂糖、
調味料（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P26 8502 なめらか挽きウインナー 豚肉（国産）、食塩、糖類（砂糖、水飴）、香辛料、リン酸
塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P26 8617 ピリッと辛いおとなの
ソーセージ

豚肉（国産 ）、香辛 料、食 塩、砂 糖、澱 粉、
甘夏皮、甘夏果汁、加工澱粉、リン酸塩（Na）、
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉、オレンジ

P26

8367 ビアフルト（あらびき） 豚肉（国産）、食塩、でんぷん、水飴、砂糖、
香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調味料（ア
ミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉
5385 ビアフルト（あらびき）5本入り

8435 ビアフルト（ガーリック）
豚肉（国産）、ガーリックフレーク、食塩、澱粉、水飴、
砂糖、香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調味料（ア
ミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物

豚肉

P26 8431 ビアフルト（チーズ）
豚肉（国産）、チーズ（乳成分を含む）、食塩、澱粉、水
飴、砂糖、香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、調味料

（アミノ酸等）、発色剤（亜硝酸Na）、香辛料抽出物
豚肉、乳

P51 7835 ハハトコ食堂レシピ
のからあげセット

鶏モモ肉（国産）、醤油（小麦・大豆を含む）、
みりん、酒、砂糖、生姜、赤ワイン、水飴

鶏肉、小麦、
大豆

P44 7624 秘伝たれ味付き焼肉用 豚肩ロース肉（国産）、醤油（小麦・大豆を含
む）、砂糖、水あめ、みりん、香辛料、酒精

豚肉、大豆、
小麦

P29 8490 豚とば 豚肩ロース（国産）、食塩、砂糖、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P51 7042 豚ロースの発芽味噌漬け 豚ロース肉（国産）、発芽味噌（大豆を含む）、砂糖、酒粕 豚肉、大豆

P28 5496 ピスタチオリオナスライス
豚肉（国産）、ピスタチオ、食塩、香辛料、砂糖、
調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Na）、酸化防
止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉

P29
8574 プチ生サラミ（木の実）豚肉（国産）、くるみ、ピスタチオ、食塩、洋

酒、香辛料、砂糖、発色剤（亜硝酸Na) 豚肉、くるみ

8577 プチ生サラミ（山椒） 豚肉（国産）、食塩、砂糖、酒、香辛料（オ
レンジを含む）、発色剤（亜硝酸Na） 豚肉、オレンジ

P28 8456 ペッパーポーク（スライス）豚モモ肉（国産）、食塩、糖類（砂糖、水飴）、香辛料、リン酸塩
（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（硝酸K、亜硝酸Na） 豚肉

P26 8517 皮なしホワイトウインナー
豚肉（国産）、食塩、香辛料、糖類（砂糖、ブ
ドウ糖）、玉ねぎ、国産レモンピール、リン酸塩

（Na）、PH調整剤、酸化防止剤（ビタミンC）
豚肉、オレンジ

P26 5368 ボロニアソーセージ
豚肉（国産）、食塩、でんぷん、糖類（砂糖、
水飴）、香辛料、加工澱粉、リン酸塩（Na）、
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na）

豚肉

P28 8377 ボンレスハム 豚モモ肉（国産）、食塩、砂糖、水飴、リン
酸塩（Na）、酸化防止剤（ビタミンC）、発色
剤（硝酸K、亜硝酸Na）

豚肉
8453 ボンレスハム（スライス）

P16 5471 松尾工房長のロース豚丼 豚ロース肉（国産）、味噌（大豆を含む）、みりん、砂糖、醤油（小
麦・大豆を含む）、炒り胡麻、混合だし（さばを含む）、昆布

豚肉、大豆 
小麦、さば、ごま

P29 8445 モモの生ハム（スライス） 豚モモ肉（国産）、塩、洋酒、砂糖、香辛料、
発色剤（亜硝酸Na） 豚肉

P44 7948 豚カタロース甘辛
ごま味噌だれ焼肉用

豚肩ロース肉（国産）、味噌、砂糖、醤油（小麦・大豆を
含む）、みりん、香辛料、酒、生姜、ごま、にんにく、塩

豚肉、小麦 
大豆、ごま

P26 8583 沖縄風ソーセージ
豚肉（国産）、豚耳（国産）、食塩、でんぷん、ガーリッ
クフレーク、糖類（水飴、砂糖）、香辛料、加工でんぷん、
調味料（アミノ酸）、リン酸塩（Ｎａ）、発色剤（亜硝酸Ｎ
ａ）、香辛料抽出物

豚肉

P48 7689 やわらか豚リブロース
レモンハーブステーキ用

豚ロース肉（国産）、オリーブオイル、塩、香辛料、
砂糖、レモンピール、にんにく、レモン果汁 豚肉、オレンジ

P15 5677 秘伝しお焼豚 豚肉（国産）、混合だし（さばを含む）、食塩、昆
布、砂糖 豚肉、さば

P15 8520 山椒焼豚 豚肩ロース肉(国産）、醤油(小麦・大豆を含
む）、糖類（砂糖、水あめ）、味醂、香辛料、酒精

豚肉、大豆、
小麦

P16 8523 骨付きスネハム 豚スネ肉(国産)、食塩、香辛料、糖類（砂糖、水飴）、
リン酸塩（Ｎａ）、発色剤(硝酸Ｋ、亜硝酸Ｎａ) 豚肉

P16 8524 ゆずのしっとりロース
ハム（スライス）

豚ロース肉（国産）、食塩、ゆず、糖類（砂糖、水飴）、柚
子果汁、リン酸塩（ナトリウム）、酸化防止剤（ビタミ
ンC）、発色剤（硝酸カリウム、亜硝酸ナトリウム）

豚肉、オレンジ

P21 5688 超あらびきウインナー
豚肉（国産）、食塩、糖類（砂糖、水飴）、澱粉、香
辛料、加工澱粉、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、硝酸Ｋ）、香辛料抽出物

豚肉

P22 5685 シチューのための
ソーセージ

豚肉（国産）、チーズ（乳成分を含む）、コーン
水煮、食塩、澱粉、糖類（水飴、砂糖）、香辛料、
加工澱粉、リン酸塩（Ｎａ）、調味料（アミノ
酸）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、香辛料抽出物

豚肉、乳

P52 7907 手づくりぎょうざの具
豚うで肉(国産）、白菜、コラーゲンスープ（豚
皮、豚骨、玉ねぎ）、ラード、白ねぎ、醤油(小
麦・大豆を含む）、植物油（ごまを含む）、香辛
料、食塩、砂糖

豚肉、小麦、
大豆、ごま

P52 7902 万能味付ミンチ
豚肉（国産）、ねぎ、卵、チーマージャン(ごま・
落花生を含む）、酒、テンメンジャン（大豆・
小麦を含む）、おろし生姜、片栗粉、植物油脂、
香辛料、食塩、砂糖

豚肉、卵、ごま、
落花生、大豆、

小麦

P19 5674 シャキシャキ小松菜
生ウインナー

豚肉（国産）、小松菜、炒め玉葱、粉末醤油（小
麦・大豆を含む）、食塩、砂糖、澱粉、香辛料、
加工澱粉、リン酸塩（Ｎａ）

豚肉、小麦、
大豆

P19 5675
もろきゅう風ウインナー

豚肉（国産）、きゅうり、炒め玉葱、砂糖、味噌、食塩、
醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、澱粉、香辛料、清
酒、生姜、ごま、にんにく、加工澱粉、リン酸塩（Na)

豚肉、小麦、
大豆、ごま

生ウィンナー（もろきゅう）
用別添たれ

味噌、砂糖、みりん、醤油（小麦・大豆を含む）、
食塩、香辛料、清酒、生姜、ごま、にんにく

小麦、大豆、
ごま

P20 5689 おつまみソーセージ
畜肉（豚肉（国産）、牛肉（国産））、香辛料、食
塩、澱粉、砂糖、加工澱粉、調味料（アミノ酸）、
リン酸塩（Na)、発色剤（亜硝酸Na)

豚肉、牛肉



60 原材料 59原材料※よりおいしさと安心の両立を目指して、低添加シリーズの化学調味料を使用しないものづくりに挑戦しています。製品化できたものから随時切り替えていきます。

「食べる前」に知っていただく
原材料のお知らせです。

＊モクモク直販のホームページでも
ご確認いただけるようになりました＊原 材 料 名 表 示ページ 商品番号 商　　品　　名 原　　材　　料 アレルゲン

P20 5676 チーズがたっぷり生ウインナー
豚肉（国産）、チーズ（乳成分含む）、炒め玉葱、
食塩、砂糖、香辛料、澱粉、加工澱粉、リン酸塩

（Na)、アナトー色素
豚肉、乳

P20 5673 鍋用肉団子生ウインナー
豚肉（国産）、豚耳（国産）、生姜、粉末醤油（小
麦・大豆を含む）、砂糖、澱粉、食塩、にんに
く、香辛料、加工澱粉、調味料（アミノ酸）

豚肉、大豆、
小麦

P23 5152 安納いもパン 小麦粉（国産）、さつまいもダイス、バター（乳
成分を含む）、砂糖、ごま、酵母、食塩 小麦、乳、ごま

P35 5180 おとうふシフォン 卵、豆乳（大豆を含む）、小麦粉（国産）、植
物性油脂、砂糖、きなこ、トレハロース

卵、小麦、
大豆

P31 5117 牛乳パン 小麦粉（国産）、牛乳、小麦グルテン、砂糖、バター
（乳成分を含む）、塩、酵母、麦芽水飴、上用粉 小麦、乳

P31 5177
5182 もっちりドッグパン 小麦粉（国産）、蜂蜜、塩、酵母 小麦

P32 5123 黒糖パン
小麦粉（国産）、加工黒糖、糖類（糖蜜、砂糖、果糖
ブドウ糖液糖、黒糖）、小麦グルテン、ラード（豚肉
を含む）、バター、脱脂粉乳、塩、酵母、麦芽水飴

小麦、豚肉、乳

P35 5614 とんとん焼き（あん無し） 小麦粉（国産）、牛乳、卵、砂糖、蜂蜜、食塩、
ベーキングパウダー 小麦、乳、卵

P31 5150 もっちりブール 小麦粉（国産）、蜂蜜、塩、酵母 小麦

P35 5193 ザクザククッキー
小麦粉（国産）、砂糖、バター（乳成分を含む）、卵、粉糖、ク
ルミ、コーンフレーク、オレンジピール蜜漬け、干しぶどう、レ
モン果汁、豚ラード（豚肉を含む）、洋酒、レモン皮、バニラオ
イル

小麦、乳、卵、クルミ、
オレンジ、豚肉

P32 5540 ジャージー牧場ミルクジャム 牛乳、砂糖、生クリーム 乳

P50 5400 しお学舎「塩けんぴ」さつまいも、植物性油脂、粉糖（砂糖、オリゴ糖）、塩

P35 6130 ジャージーミルクの
しっとりクグロフ

バター、小麦粉（国産）、卵、粉糖、砂糖、
牛乳、洋酒、トレハロース、ベーキングパウダー 小麦、卵、乳

P35 5185 ジャージーミルクシフォン 卵、牛乳、小麦粉（国産）、砂糖、植物性油脂、加工黒糖 卵、乳、小麦

P50 5439 ３種のお芋ミックス「塩けんぴ」さつま芋、植物油脂、粉糖（砂糖、オリゴ糖）、食塩 ―

P23 5140 ツオップ 小麦粉（国産）、ラムレーズン、砂糖、牛乳、卵、生クリー
ム、バター、アーモンドスライス、蜂蜜、酵母、食塩 小麦、乳、卵

P32 5119 ハニーアップルブロード 小麦粉（国産）、蜜りんご、小麦グルテン、蜂蜜、卵、バター、ラー
ド（豚肉を含む）、脱脂粉乳、塩、酵母、麦芽水飴、酸味料

小麦、りんご 
卵、豚肉、乳

P32 5113 フルーツの甘味を楽しむパン 小麦粉（国産）、くるみ、レーズン、干しいちじく、
オレンジピール、塩、麦芽水飴、酵母

小麦、くるみ
オレンジ

P31 5129 モクモクスペシャルブレッド
小麦粉（国産）、クルミ、黒豆かのこ（大豆を含む）、
小麦グルテン、バター、ライ麦粉、砂糖、蜂蜜、アー
モンドスライス、脱脂粉乳、塩、麦芽水飴、酵母

小麦、くるみ 
大豆、乳

P32 5535
5552 さちのかいちごジャム いちご、ビートグラニュー糖、レモン果汁 オレンジ

P32 5611 果実をたべるさちのかいちごジャム いちご、砂糖、レモン果汁 オレンジ

P32 5564 いちごミルクジャム 牛乳、いちご、砂糖、生クリーム、レモン果汁 乳、オレンジ

P56 5269 かんかん金糖 さとうきび（徳之島産）

P42 5519 ジャージー牧場コーヒー 牛乳、コーヒー抽出液、黒糖 乳

P35 6140 ジャージーミルクの
ミニクグロフセット

バター、小麦粉（国産）、卵、砂糖、牛乳、
洋酒、トレハロース、ベーキングパウダー 小麦、卵、乳

P31 5176 ゆずのもっちりブール 小麦粉（国産）、ゆずピール蜜漬け、酵母、
食塩、麦芽水飴 小麦、オレンジ

P35 5187 りんごのシフォンケーキ りんご、卵、砂糖、小麦粉（国産）、植物油脂、
寒天、りんごジュース、レモン果汁

りんご、小麦、
卵、オレンジ

P23 5107 やさしい食パン 小麦粉（国産）、砂糖、米粉、ラード（豚肉を含
む）、酵母、食塩、水飴 小麦、豚肉

P24 5532 いちごみるくパン
小麦粉（国産）、バター、生クリーム、牛乳、砂
糖、粉糖、酵母、食塩、卵、アーモンドプード
ル、いちご、脱脂粉乳、寒天、レモン果汁、トレ
ハロース、加工澱粉、バニラオイル

小麦、乳、卵、
オレンジ

P24 5534 ブルーベリーミルクパン
小麦粉（国産）、生クリーム、バター、牛乳、砂
糖、粉糖、アーモンドプードル、卵、ブルーベ
リー、酵母、食塩、脱脂粉乳、レモン果汁、寒
天、トレハロース、加工澱粉、バニラオイル

小麦、乳、卵、
オレンジ

P33 5640 モクモク農場いちごタルト

いちご（国産）、バター、牛乳、小麦粉（国産）、
粉糖、アーモンドプードル、卵、生クリーム、
砂糖、ナパージュ（りんごを含む）、加糖卵黄、
脱脂粉乳、チャービル、ベーキングパウダー、
バニラオイル、酸味料

乳、小麦、卵、
りんご

P54 9970
9981 伊賀忍法糸引き納豆 三重県産大豆、納豆菌、天然にがり 大豆

P47 5914 ウインナースパイス 馬鈴薯澱粉、食塩、香辛料、調味料（アミノ酸）、
リン酸塩（Na、K）、発色剤（亜硝酸Na）

P50 5402 尾鷲甘夏塩サイダー 砂糖、甘夏果汁、レモン果汁、食塩 オレンジ

P49 5079 大人よろこぶおにぎりの具　
尾鷲生とうがらしの佃煮

とうがらし（国産）、醤油（小麦・大豆を含む）、
かつお節、砂糖、還元水飴、みりん、調味料

（アミノ酸）
小麦、大豆

P50 5077 おにぎりがぐっと旨くなるお塩かつお 食塩（国内製造）、かつおぶし、調味料（アミノ酸等） ―

P50 5087 おにぎりがぐっと旨くなるお塩うめ 食塩（国内製造）、乾燥梅肉 ―

P50 5459
5062 レモンスカッシュ レモン果汁、砂糖、塩 オレンジ

P51 5380 モクモクの豚まん
小麦粉（国産）、豚肉（国産）、牛乳、きゃべつ、炒め玉
葱、スープ（豚皮、豚骨、ねぎ、玉ねぎ、人参）、砂糖、
醤油（大豆を含む）、糖蜜、老酒、ラード、塩、イースト、
ごま油、乾しいたけ、胡椒、ベーキングパウダー

豚肉、小麦、
乳 

大豆、ごま

P47 5913 天然羊腸 食塩、羊腸

パン・おかし

調味料・その他

ページ 商品番号 商　　品　　名 原　　材　　料 アレルゲン

P32 5634 特製ミートソース

玉ねぎ、ブイヨンスープ（牛骨、玉ねぎ、セロリ、ね
ぎ）、トマト、牛肉（国産）、赤ワイン、人参、豚肉（国
産）、豚脂（国産）、トマトペースト、セロリ、植物
性油脂、トマトピューレ、食塩、にんにく、りんご、
砂糖、香辛料、醸造酢、醤油（小麦・大豆を含む）、
糖蜜、ワインビネガー、生姜、レモン果汁

牛肉、豚肉、
りんご、小麦、
大豆、オレンジ

P32 5617 生パスタ（リングイネ）小麦粉（国産）、塩、くちなし色素 小麦

P45 5082 鍋のしめ専用ラーメン 小麦粉（国産）、酒精、かんすい、くちなし色素、
加工でんぷん 小麦

P32、45 5070 ＴＯＲＡＳＣＯ とうがらし、甘夏果汁、醸造酢、甘夏皮、食塩 オレンジ

P54 5429 ハハトコ食堂レシピの万能だれ 醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、赤ワイン、
みりん、酒、水飴 小麦、大豆

P50 5888 豚バラ肉とキャベツの味噌炒め
これ１本!!たれ

醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、赤ワイン、清酒、味噌、
オイスターソース、トマトペースト、ごま油、おろしにんにく、
りんごピューレ、醸造酢、片栗粉、赤唐辛子、みりん、練
りごま、豆板醤、香辛料、寒天、調味料（アミノ酸）

小麦、大豆、
ごま、りんご

P56 8034 ピーナッツドレッシング 醤油（小麦・大豆を含む）、穀物酢、みりん、落
花生、マヨネーズ（卵を含む）、砂糖、ごま油

小麦、大豆 
卵、落花生、ごま

P28 5593 モクモクオリジナルマスタード マスタード、醸造酢（りんごを含む）、果糖ぶ
どう糖液糖、食塩、増粘多糖類、ウコン色素 りんご

P49 5419 パック入りしお学舎の「塩麹」 米麹、塩

P53
9345 鞆田大豆味噌（パック）

米麹、大豆、食塩 大豆
9344 大入り鞆田大豆味噌（袋）

P56 5050 大根ときわ漬け 大根、漬け原材料（砂糖、塩、酢、昆布、赤唐辛子、鰹節）

P56 5015 黒ちりめん いわし類稚魚、塩 ※エビ・カニを含む漁場で採取

P40 9380 七福米キューブ
もち米（国産）、米（うるち米、玄米）（国産）、
押麦、黒豆、大豆、紫黒米（国産）＊遺伝子
組み換え大豆は使用していません

大豆

P40 5344 豆穀米 うるち米（白米）（国産）、もち米（国産）、玄米（国産）、押
麦、大豆、黒豆※遺伝子組み換え大豆は使用していません。 大豆

P40 9379 豆穀米キューブ うるち米（白米）（国産）、もち米（国産）、玄米（国産）、押
麦、大豆、黒豆＊遺伝子組み換え大豆は使用していません 大豆

P45 5886 めちゃくちゃ鍋がうまくなる刻みとうがらし とうがらし、甘夏果汁、醸造酢、甘夏皮、食塩 オレンジ

P44 5054 BUUBUUハウスのタレ
醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、りんごピューレ、
おろし大蒜、みりん、練りごま、ごま油、豆板醤、
香辛料、醸造酢、寒天、調味料（アミノ酸等）

小麦、大豆 
りんご、ごま

P47 5416 黒焼にんにくとんてきのたれ
醤油（小 麦・大豆を含む）、りんご果汁、砂糖、
みりん、玉葱、しょうが、水飴、にんにく、香辛料、
黒焼にんにく、昆布、粉末椎茸、加工でんぷん

大豆、小麦 
りんご

P46 5057 生搾り甘夏ぽんず 甘夏果汁、醤油（小麦・大豆を含む）、みりん、醸造酢、
砂糖、混合だし（さばを含む）、昆布、調味料（アミノ酸等）

小麦、大豆 
さば、オレンジ

P44
5055 モクモク流とんかつソース

トマトピューレ、玉葱、砂糖、りんごピューレ、酢、
人参、醤油（小麦・大豆を含む）、塩、糖蜜、お
ろしにんにく、おろし生姜、レモン汁、香辛料

りんご、小麦 
大豆、オレンジ

5056 モクモク流和風
ソース

醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、トマトピューレ、玉葱、り
んごピューレ、食酢、人参、洋酒、塩、糖蜜、清酒、みりん、
水飴、おろし大蒜、おろし生姜、レモン果汁、香辛料

小麦、大豆 
りんご、オレン

ジ

P37 5053 生姜混ぜごはん 生姜、みりん、清酒、醤油（大豆・小麦を含む）、
昆布、食酢、氷糖蜜、ごま、ブイヨン、砂糖、塩

大豆、小麦、
ごま

P46 5945 尾鷲和風だし 混合節（さば、ウルメ、いわし、そうだ）、魚粉、
昆布、食塩、調味料（アミノ酸等） さば

P46 5938 尾鷲和風しおだし

削り節（かつお、メジカ、ウルメ、さば、混合節
（さば、ウルメ、いわし、そうだ））、煮干（国内

製造）、砂糖、昆布、醤油（小麦・大豆を含む）、
片栗粉、魚粉、清酒、椎茸粉末、えび粉末、昆布
粉、食塩、椎茸、調味料（アミノ酸等）

さば、小麦、
大豆、えび

P45 5943 尾鷲しおスタミナ鍋

豚背脂（国産）、鶏がら、豚骨、削り節（かつお、メ
ジカ、ウルメ、さば、混合節（さば、ウルメ、いわ
し、そうだ））、にんにく、砂糖、煮干、鶏足、醤油

（小麦・大豆を含む）、昆布、牛骨、魚粉、片栗粉、
清酒、りんご、玉葱、人参、えび粉、椎茸粉末、昆布
粉、生姜、椎茸、ねぎ、食塩、調味料（アミノ酸等）

豚肉、鶏肉、
牛肉、さば、
小麦、大豆、
りんご、えび

P49 5942 豚しょうが焼きのたれ おろし生姜、水飴、砂糖、きざみ生姜、りんご
酢、食塩、麹、片栗粉、調味料（アミノ酸等） りんご

P49 5946 かける生姜

きざみ生姜、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、
おろし生姜、削り節（かつお、メジカ、ウルメ、
さ ば、混 合 節（ さ ば、ウ ル メ、い わ し、そ う
だ））、煮干、清酒、昆布、魚粉、昆布粉、えび粉
末、椎茸粉、食塩、椎茸、調味料（アミノ酸）

小麦、大豆、
さば、えび

P54 9915 鞆田大豆の大きなあぶらげ 大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない）、植物油（揚
げ油）、にがり（塩化マグネシウム含有物：凝固剤） 大豆

P53 9969 鞆田大豆の濃豆乳 大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない） 大豆

P53 9964 鞆田大豆のいちばん濃いとうふ 大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない）、
にがり（塩化マグネシウム含有物：凝固剤） 大豆

P54 9967 鞆田大豆のなめらか絹ごし 大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない）、
にがり（塩化マグネシウム含有物：凝固剤） 大豆

P54 9957 和風とうふステーキ用
大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない）、
にがり（塩化マグネシウム含有物：凝固剤） 大豆

たれ：醤油（小麦、大豆を含む）、砂糖、赤
ワイン、みりん、酒、水飴 大豆、小麦

P53 9959 特濃よせとうふ 大豆（三重県産、遺伝子組み換えでない）、
にがり（塩化マグネシウム含有物：凝固剤） 大豆

P53 9968 料理に合わせた
鞆田とうふ「鍋」

大豆（三重県）（遺伝子組み換えでない）、凝
固剤（塩化マグネシウム含有物） 大豆

P30
5022 セブンホップラガー 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ 小麦

5001 バーレーワイン酵母ビール 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ 小麦

とうふ ※遺伝子組換え大豆は、使用していません。

地ビール



ページ 商品番号 商　　品　　名 原　　材　　料 アレルゲン

P30 5061 モクモクノンアルコールゼロの金 麦芽（大麦麦芽、小麦麦芽）、砂糖、ホップ、
マイヤーレモン果汁、酸味料 小麦、オレンジ

P30 5066 モクモクノンアルコールゼロの黒 麦芽（大麦麦芽、小麦麦芽）、砂糖、ホップ、
マイヤーレモン果汁、酸味料 小麦、オレンジ

P30 5047 氷を浮かべてのむビール 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ 小麦

P36

5280 米粉のクッキーセット

米粉のミニブタクッキー：米粉、メープルシロップ、
植物性油脂、米ぬか、いり玄米、アーモンドスライス、
きなこ（大豆を含む）、塩、ベーキングパウダー

大豆

米粉のほろほろクッキー：米粉、植物性油脂、
糖類（粉糖、砂糖）、アーモンドプードル、おから

（大豆を含む）、粉末水飴、アーモンドダイス
大豆

5328 さつまいものしっとりケーキ
さつま芋、てんさい糖、大豆粉、きび砂糖、植物
性油脂、米粉、コーンスターチ、メープルシロップ、
ごま、ベーキングパウダー、バニラオイル

大豆、ごま

5329 りんごのミニクグロフ
りんごプレザーブ、植物性油脂、砂糖、米粉、大豆粉、
アーモンドスライス、アーモンドプードル、コーンス
ターチ、メープルシロップ、ベーキングパウダー、酸味料

りんご、大豆

P36 やさしさ工房のクリスマス
ケーキ

砂糖、苺、豆腐（大豆を含む）、植物性油脂、大豆粉、米粉、コー
ンスターチ、山芋パウダー、メープルシロップ、洋酒、米飴、
上用粉、キャロブ粉、寒天、ベーキングパウダー、紅麹色素

大豆、山芋

P55 5895 ブリみりん ブリ（三重県産）、醤油（大豆・小麦）、砂糖 小麦、大豆

P55 5894 塩ブリ切身 ブリ（三重県産）、食塩

P55 5896 マンボウこわた マンボウ（三重県産）、食塩

P55 5854 ニギス丸干し ニギス（三重県産）、食塩

P55 5853 メヒカリ塩干し メリカリ（三重県産）、食塩

P56 5898 お刺身しらす
片口イワシシラス（国産）、水飴、みりん、酵母
エキス、調味料（有機酸等）、酸化防止剤（ビタ
ミンC）、pH調整剤

P56 5851 鯖子のあぶり（小さば） サバ（三重県産）、食塩 さば

P56 5897 花かつお カツオ（三重県産）

P56 5475 まぐろの角煮 まぐろ（国産）、醤油（小麦・大豆を含む）、砂
糖（三温糖）、生姜、酒、酢、はちみつ 小麦、大豆

P12 5636 特製ビーフシチュー
ビーフシチュールー（小麦・豚肉・鶏肉・
乳を含む）、牛肉(国産）、じゃがいも、玉葱、人
参、トマトピューレ、セロリ、植物油脂、ブイ
ヨン、着色料（カラメル色素）

小麦、豚肉、
鶏肉、乳、牛肉

P14 8638 モクモクの丸もち 餅米（国産）

やさしさ工房

クリスマス年末商品
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P7 2116 親子でつめる畑の重

ごぼうの煮しめ：牛蒡、醤油（大豆・小麦を含
む）、みりん、酒、砂糖、混合だし（さばを含む）

大豆、小麦、
さば、ごま、
オレンジ、
鶏肉、卵

人参の煮しめ：人参、砂糖、醤油（大豆・小麦
を含む）、梅肉、塩、混合だし（さばを含む）
紅白こんにゃくの煮しめ：紅白蒟蒻、醤油（大
豆・小麦を含む）、みりん、砂糖、塩、混合だし

（さばを含む）
椎茸の煮しめ：乾椎茸、砂糖、みりん、醤油（大
豆・小麦を含む）、昆布
筍の煮しめ：筍、醤油（大豆・小麦を含む）、み
りん、砂糖、酒、混合だし（さばを含む）、昆布
れんこんの煮しめ：蓮根、みりん、醤油（大豆・小
麦を含む）、酒、砂糖、混合だし（さばを含む）、昆布
里芋の煮しめ：里芋、醤油（大豆・小麦を含
む）、砂糖、みりん、混合だし（さばを含む）
栗きんとん：きんとん（さつま芋、甜菜糖、糖
蜜、くちなし、塩）、栗の甘露煮（栗、砂糖）
たたきごぼう：牛蒡、酢、砂糖、みりん、醤油（大
豆・小麦を含む）、ごま、混合だし（さばを含む）
紅白なます：大根、人参、切り昆布、酢、砂糖、
みりん、塩

金柑の甘露煮：金柑、砂糖

黒豆のふっくら煮：黒豆、砂糖、糖蜜、醤油（大
豆・小麦を含む）、塩、重曹
彩りのし鶏：鶏むね肉（国産）、卵、白みそ、塩
麹、みりん、糖蜜、醤油（大豆・小麦を含む）、あ
おさ、麩、ケシの実、寒天、塩

P8 2115

親子でつくる
手づくりおせちセット
たつくり

タレ：醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、酒、み
りん 小麦・大豆
カタクチイワシ、けしの実
※エビ・カニを含む漁場で採取

親子でつくる
手づくりおせちセット
煮豚

豚肩ロース肉（国産）

小麦、大豆、
さば、豚肉

特製煮豚タレ：みりん、醤油（小麦・大豆を含
む）、糖蜜、酒、砂糖、ねぎ、混合だし（さばを含
む）、塩、昆布、にんにく

香辛料：唐辛子、山椒

親子でつくる
手づくりおせちセット
栗きんとん

さつまいも、砂糖、糖蜜、塩、くちなし、栗の甘
露煮

おせち


