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クリスマス コレクション

【原材料等の一覧】

★ 主原料産地は、2018 年11月 8日 現在の情報 です。製造時の原料事情により、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
★ アレルゲンの欄には、「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・大豆」 を使用しているものについて記載しています。
☆ ムソーでは、対象地域の原料または対象地域で製造しております商品は放射性物質を測定し、「セシウム134、セシウム137が各3Bq/kg未満」 を取り扱い基準としております。
※原料の対象地域17都県：静岡、長野、山梨、埼玉、神奈川、東京、群馬、新潟、千葉、茨城、栃木、福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森
※製品製造工場の対象地域4県：茨城・栃木・福島・宮城
NO

1

CODE

商品名

7498 ムース・オゥ・ショコラ

保存
温度

容量

原材料 等 （主原料産地）

アレルゲン

製造工場
所在地

ビートグラニュー糖(北海道）、卵(徳島）、生クリーム(北海道）、バター(北海道）、有機チョコレート（パラ

直径12ｃｍ 冷凍 グアイ、ボリビア、ドミニカ共和国等）、小麦粉（北海道、香川等）、牛乳(北海道）、有機ココア（ドミニカ共 乳・卵・小麦

兵庫

和国）、菜種油（オーストラリア）、有機はちみつ（オーストラリア）
生クリーム(北海道）、粗糖（鹿児島）、卵（徳島）、有機チョコレート（インド、タイ、ポーランド等）、小麦粉
（北海道、香川等）、牛乳（北海道）、バター（北海道）、イチゴ（兵庫）、有機アーモンドプードル（アメリ

2

7496 ホワイトクリスマスデコレーション

直径15ｃｍ 冷凍 カ）、菜種油（オーストラリア）、食塩、有機はちみつ（オーストラリア）、バニラビーンズエクストラスト

3

7497 ガトー・ショコラ・クラシック

直径12ｃｍ 冷凍 ター(北海道）、有機ココア（ドミニカ共和国）、小麦粉（北海道、香川等）、アーモンドプードル（アメリカ）、

乳・卵・小麦

兵庫

乳・卵・小麦

兵庫

乳・卵・小麦

長崎

乳・卵・小麦・
大豆

長崎

乳・卵・小麦

長崎

卵(徳島）、ビートグラニュー糖(北海道）、有機チョコレート（パラグアイ、ボリビア、ドミニカ共和国等）、バ
粉糖(北海道）

4

7373 アマンドノエル

約320g 冷凍 卵(長崎）、砂糖(北海道）、バター（北海道）、小麦粉(福岡）、アーモンド（スペイン、イタリア）

5

7420 生チョコティラミス

約350g 冷凍 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ等）、小麦粉（福岡）、コーヒー（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）、バター（北海道）、ゼラチン（ﾄﾞｲﾂ）、ココア

生クリーム（北海道）、クリームチーズ（ｲﾀﾘｱ）、卵（長崎）、砂糖（北海道）、チョコレート（ﾄﾞﾐﾆｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、
（ドミニカ共和国）、牛乳（長崎）
生クリーム（北海道）、卵（長崎）、砂糖（北海道）、栗ペースト（熊本等）、栗（熊本等）、小麦粉（福岡）、ク

6

7386 モンブランロール

約320g 冷凍 チナシ色素

7

7385 生チョコロール

約320g 冷凍 岡）、牛乳（長崎）、ココア(ドミニカ)、バター（北海道）

乳・卵・小麦・
大豆

長崎

8

7384 純生ロール

約320g 冷凍 生クリーム（北海道）、卵（長崎）、砂糖（北海道）、小麦粉（福岡）

乳・卵・小麦

長崎

9

7500 丹波栗のモンブランシフォン

直径14ｃｍ 冷凍 油（オーストラリア）、無塩バター（北海道）、ラム酒、食塩、バニラビーンズ

乳・卵・小麦

京都

10

7499 ココアと米粉のナッツケーキ

直径12cm 冷凍 粉糖(北海道）、ドライクランベリー（アメリカ）、パンプキンシード(中国）、キャロブパウダー（ヨーロッパ）、

大豆

香川

乳

山口

小麦・大豆

山口

小麦・大豆

山口

乳・卵・小麦

山口

卵・小麦

山口

小麦・大豆

山口

生クリーム（北海道）、卵（長崎）、砂糖（北海道）、チョコレート(ﾄﾞﾐﾆｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)、小麦粉（福

生クリーム（北海道）、渋皮栗（京都）、卵（京都）、砂糖（鹿児島）、小麦粉（九州）、牛乳（北海道）、菜種
有機豆乳(アメリカ、カナダ）、粗精糖(鹿児島）、玄米粉（米（香川等））、有機食用パーム油（コロンビ
ア）、アーモンドパウダー（アメリカ）、ココアパウダー(西アフリカ）、くるみ（アメリカ）、食用菜種油(日本）、
食塩、ベーキングパウダー
鶏肉（大分、熊本）、食塩（沖縄他）、バター（日本）、ブラックペッパー（ﾏﾚｰｼｱ）、揚げ油（なたね：ｵｰｽﾄﾗ

11

7520 なごみ赤鶏ローストチキン（半身）

12

7521 なごみ赤鶏骨付きもも照り焼き

１本（約240ｇ） 冷凍

13

7510 若鶏骨付きもも照り焼き

鶏肉(山口、福岡、島根、熊本）、たれ（砂糖（鹿児島）、醤油（日本）、発酵調味料（日本）、ばれいしょで
１本（約240g） 冷凍
ん粉（北海道）、清酒（日本）、生姜（日本）、にんにくペースト）（日本））

14

7522 秋川牧園フライドチキン（骨なし）

約700g 冷凍 ﾘｱ）

鶏肉（大分、熊本）、たれ（砂糖（鹿児島）、醤油（日本）、発酵調味料（日本）、ばれいしょでん粉（北海
道）、清酒（日本）、生姜（日本）、にんにくペースト（日本））

鶏肉（山口、福岡、島根、熊本）、塩麹、食塩、ホワイトペッパー、清酒、衣（小麦粉、ばれいしょでん粉、

300g 冷凍 牛乳、コーンフレーク、パン粉、チキンスープ、鶏卵、食塩、ガーリックパウダー、ブラックペッパー、パプ
リカパウダー、ホワイトペッパー、バジル、オレガノ、カレー粉）、揚げ油（なたね油：オーストラリア）

15

7376 お徳用チキンナゲット

鶏肉(山口、福岡、島根、熊本)、小麦粉（日本）、鶏卵（山口）、砂糖（鹿児島）、食塩（メキシコ、オースト
ラリア、沖縄）、ばれいしょでん粉（北海道）、ホワイトペッパー（インドネシア等）、ガーリックパウダー（中

400g 冷凍 国、インドネシア等）、衣(パン粉、小麦粉、鶏卵、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ブラックペッパー)、揚
げ油（なたね油：オーストラリア）

鶏肉（山口、福岡、島根、熊本）、清酒、醤油、食塩、ガーリックパウダー、ブラックペッパー、パプリカ、ホ

16

7375 秋川牧園フライドチキン（チューリップ）

500g

冷凍 ワイトペッパー、バジル、オレガノ、カレー粉、衣（小麦粉、ばれいしょでん粉、、パン粉）、揚げ油（なたね
油：オーストラリア）
【野菜たっぷり餃子12個192g】 具［野菜（白菜（日本）、キャベツ（日本）、にら（長野等）、にんにく（青森
他）、しょうが（高知他）、豚脂、粒状大豆たん白、パン粉、ばれいしょでん粉、オイスターソース、砂糖、
食塩、チキンエキス調味料、こしょう、一味唐辛子］、皮［小麦粉（北海道他）、食塩］

小麦・大豆

【肉餃子12個216g】 具［野菜（キャベツ（日本）、にら（日本）、白菜（日本）、玉ねぎ（日本）、にんにく（青
森他）、しょうが（高知他））、豚肉（日本）、鶏肉（日本）、豚脂、塩こうじ（米:長野）、ばれいしょでん粉（北
海道他）、ごま油、しょうゆ、オイスターソース、清酒、酵母エキス］、皮［小麦粉（北海道他）、食塩］

小麦・大豆

【ふわふわ食感の海鮮焼売8個176g】 具［魚肉すり身（たら（国産）、砂糖）、野菜（玉ねぎ（国産）、しょう

17

7487 飲茶パーティセット

5品 冷凍 が（国産））、豚脂（国産）、ほたて（国産）、つなぎ（卵白（卵を含む・国産）、でん粉（ばれいしょ（遺伝子

組換えでない）））、えび（ベトナム、インドネシア）、鶏肉（国産）、砂糖、食塩、発酵調味料］、皮［小麦粉
（国産）、食塩］

卵・小麦・えび

長野

【豚まん4個480g】皮［小麦粉（北海道他）、砂糖、牛乳（日本）、ラード（日本）、イースト、食塩］、具［野
菜（キャベツ（日本）、たけのこ（日本）、長ねぎ（日本）、しいたけ（日本）、玉ねぎ（日本）、しょうが（高知
乳・小麦・大
他））、豚肉（日本）、しょうゆ、豚脂、砂糖、ごま油、ばれいしょでん粉（北海道他）、清酒、こしょう］、膨張
豆
剤
【珍珠丸6個１５０g】 豚肉（日本）、もち米（長野他）、野菜（しいたけ（日本）、たけのこ（日本）、長ねぎ（日
本）、しょうが（日本））、でん粉（タイ）、えび（ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）、鶏卵（長野他）、砂糖（北海道）、食塩、
こしょう、酵母エキス

18

7397 放牧豚・ウインナーセット

19

7509 秋鮭スモークサーモン

20

7483 タラバと帆立のテリーヌ

卵・えび

【ポークウインナー】豚肉（北海道産）、豚脂（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料

－

100g×3種 冷凍 【ハーブソーセージ】豚肉（北海道産）、豚脂（北海道産）、食塩、香辛料、砂糖（和三盆糖）

－

【粗挽きウインナー】豚肉（北海道産）、豚脂（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料

－

80ｇ 冷凍 秋鮭（北海道）､食塩

北海道

－

北海道

乳・卵・かに

北海道

乳・小麦・大
豆

福岡

乳・小麦

北海道

あわせすり身（すけそうだら（北海道）、馬鈴薯澱粉（北海道）、てんさい糖、鶏卵（北海道）、食塩）、帆立

130ｇ 冷凍 貝柱（網走）、タラバガニ（ロシア）、生クリーム（北海道）、ほうれん草ペースト(山形)、鶏卵（北海道）、澱
粉（北海道）、人参(日本)、合わせだし、サフラン、白ワイン、食塩、白胡椒

21

7413 玄米ブランピザ・マルゲリータ

クラスト［小麦粉（福岡）、米ペースト（日本）、玄米粉（新潟等）、焙煎ふすま（熊本）、米油（日本）、砂糖
（鹿児島）、食塩（沖縄）、天然酵母（日本）、酵素］、ナチュラルチーズ(ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾄﾞｲﾂ）、ピザソース［トマト

１枚(約21cm) 冷凍 ﾍﾟｰｽﾄ（ﾄﾙｺ）、人参ピューレ(福岡）、ソテー玉ねぎ（福岡等）、砂糖（鹿児島）、澱粉（米国）、オリーブ油(ｽ
ﾍﾟｲﾝ)、醤油、、食塩、香辛料、酵母エキス、にんにく(青森）、レモン果汁（ｲﾀﾘｱ）]、モッツアレラチーズ(イ
タリア)、バジルソース［米油(日本)、バジル(熊本）、パセリ（福岡、大分等）、パルメザンチーズ(ｲﾀﾘｱ)］

22

7398 ピザ・北海道マルゲリータ

生地[小麦粉（北海道）、オリーブ油（ｲﾀﾘｱ）、イースト、食塩、砂糖]、ナチュラルチーズ（北海道）、トマト

１枚(約18cm) 冷凍 ピューレ（北海道）、食塩、バジル（エジプト等）

2－2
NO

CODE

商品名

23

7414 ピザ・きのこのホワイトクリーム

保存
温度

容量

原材料 等 （主原料産地）
生地［小麦粉（北海道）、オリーブ油（ｲﾀﾘｱ）、イースト、食塩、砂糖］、ナチュラルチーズ（北海道）、牛乳
(北海道)、鶏肉(日本)、生クリーム(北海道)、ホールコーン（北海道）、ブナシメジ(北海道等)、まいたけ

１枚(約18cm) 冷凍 (北海道)、赤ピーマン(日本)、青ピーマン(日本)、たまねぎ(日本)、バター(北海道)、ワイン、チキンブイヨ

アレルゲン

製造工場
所在地

乳・卵・小麦

北海道

小麦・大豆

千葉

卵・小麦

青森

乳・小麦

千葉

乳・小麦

鳥取

－

埼玉

－

ｵﾗﾝﾀﾞ

乳・小麦

ｵﾗﾝﾀﾞ

ン、ベーコン、小麦粉、オリーブ油、食塩、バジル（エジプト等）

24

7462 本鴨のロース煮

25

7514 本鴨ハンバーグ

26

7526 国産牛のローストビーフ

27

7378 牛乳グラタン・鶏肉とポテト

28

7511 プロシュート・生ハム

29

7481 有機トスカーナのアクアコッタスープ

鴨ロース肉（青森）、醤油、清酒、本みりん、砂糖(粗糖)、ゆず果汁、たまり醤油、かつお枯れ節、天然真

240g 冷凍 昆布（北海道函館）

鴨肉（青森）、玉ねぎ（北海道、兵庫等）、パン粉（小麦:岐阜）、鴨卵（青森）、食塩（伊豆大島）、こしょう

160ｇ×2 冷凍 （ﾏﾚｰｼｱ）、ナツメグ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

牛肉（日本）、赤ワイン、たまねぎ（日本）、鶏がらスープ、バター、にんじん、砂糖（甜菜糖）、セロリ、小

130ｇ 冷凍 麦粉、植物油、食塩、にんにく、香辛料

牛乳(国産)、マカロニ、ジャガイモ(国産）、鶏肉(国産）、オニオンソテー、小麦粉、生クリーム、鶏がら

100g×2 冷凍 スープ、バター、なたね油、チーズ、醗酵調味料、ほたてエキス、食塩、ホワイトペッパー
50g 冷蔵 豚肉（イタリア）、食塩

有機人参(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機タマネギ(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機セロリ(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機赤パプリカ(ｽﾍﾟｲﾝ)、有機青パプリカ
(ｽﾍﾟｲﾝ)、有機ニラ(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機エンドウ豆(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機トマト(ｽﾍﾟｲﾝ)、有機ひまわり油(フランス)、食

400ml

常温 塩(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)、有機オリーブオイル(ｽﾍﾟｲ)、有機パセリ(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機にんにく(中国）、酵母エキス(ﾌﾞﾗｼﾞ

ﾙ)、有機青トウガラシ(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機黒コショウ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)、有機タイム(ｲﾀﾘｱ)、有機ローズマリー (ｲﾀﾘｱ)

30

7495 有機ﾏｯｼｭﾙｰﾑの濃厚ｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

有機マッシュルーム(アガリクス茸)(ｵﾗﾝﾀﾞ)、有機小麦粉(ｵﾗﾝﾀﾞ)、コーンスターチ(ﾄﾞｲﾂ)、有機バター(ｵﾗﾝ

400ml

常温 ﾀﾞ)、有機ひまわり油(ﾌﾗﾝｽ)、食塩(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)、有機クリーム(ｵﾗﾝﾀﾞ)、酵母エキス、有機コショウ、有機ナ
ツメグ

31

7501 エクレア＆スティックシュー２種 6個（2種×各3）

【エクレア】牛乳（北海道）、卵（京都）、小麦粉（九州）、チョコレート（北海道、ｱﾌﾘｶ、東南ｱｼﾞｱ等）、砂糖
（沖縄）、バター（北海道）、菜種油（なたね：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、ココア（ｵﾗﾝﾀﾞ）、塩（ﾌﾗﾝｽ）
乳・卵・小麦・

冷凍 【ステックシュー】牛乳（北海道）、卵（京都）、小麦粉（九州）、砂糖（沖縄）、生クリーム（北海道）、バター 大豆

京都

（北海道）、菜種油（なたね：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、塩（ﾌﾗﾝｽ）、バニラ（ｳｶﾞﾝﾀﾞ）

32

7513 カタラーナ（平飼卵使用）

33

7480 シュトーレン

生クリーム（北海道）、牛乳（北海道）、鶏卵（新潟）、砂糖（北海道）、還元水飴（アメリカ、日本等）、バニ

1本 冷凍 ラビーンズ（ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ）、シナモン（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

乳・卵

新潟

小麦粉（北海道）、レーズン（アメリカ）、バター、砂糖、卵(和歌山）、牛乳(北海道）、カシューナッツ（スリ

常温 サンカ）、アーモンド（スペイン）、ヘーゼルナッツ（イタリア）、オレンジピール（イタリア）、レモンピール（イ 乳・卵・小麦

大阪

タリア）、天然酵母、酒類、食塩

34

7490 スパークリング有機リンゴジュース

750ml 常温 有機リンゴ（ﾌﾗﾝｽ）、二酸化炭素（ﾌﾗﾝｽ）

－

ﾌﾗﾝｽ

35

7503 ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ有機ﾘﾝｺﾞ&ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ

750ml 常温 有機リンゴ（ﾌﾗﾝｽ）、有機ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ（ﾌﾗﾝｽ）、二酸化炭素（ﾌﾗﾝｽ）

－

ﾌﾗﾝｽ

36

7493 スパークリンググレープジュース・赤

750ml 常温 ぶどう（ｼﾗｰｽﾞ種：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、炭酸（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

－

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

37

7492 スパークリンググレープジュース・白

750ml 常温 ぶどう（ﾏｽｶｯﾄ種：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、炭酸（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

－

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

38

7508 ポップコーン・しお味

－

奈良

39

7488 ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ・ﾊﾆｰｱｰﾓﾝﾄﾞ＆ﾁｮｺレート味

乳・落花生・
大豆

奈良

乳・落花生・
大豆

奈良

小麦

奈良

50g 常温 とうもろこし（山梨）、植物油（菜種油：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、食塩（沖縄）

120ｇ

とうもろこし（山梨）、水飴（鹿児島、宮崎）、砂糖（三温糖：ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等）、植物油（菜種油：ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱ））、チョコレート（ﾄﾞﾐﾆｶ共和国、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ）、キャラメルソース（生クリーム：北海道、スィート

常温 コーン：北海道、ピーナッツペースト：南ｱﾌﾘｶ等、アーモンドペースト：ｱﾒﾘｶ）、ハチミツ（ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ）、アーモ
ンドスライス（ｲﾀﾘｱ、ｽﾍﾟｲﾝ）、食塩（ﾒｷｼｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、レシチン（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）

40

とうもろこし（山梨）、水飴（鹿児島、宮崎）、砂糖（三温糖（ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等））、植物油（菜種油：ｵｰｽﾄﾗﾘ

7391 ポップコーン・キャラメル味

120g 常温 ｱ）、キャラメルソース（生クリーム：(北海道)、スィートコーン（北海道）、ピーナッツペースト（南アフリカ
等）、アーモンドペースト（ｱﾒﾘｶ）バター（北海道）、食塩（ﾒｷｼｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、レシチン（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）
パスタ（小麦粉（イタリア））、植物油（菜種油：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、食塩（ﾒｷｼｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、黒胡椒（マレーシ

41

7381 サクットパスタ・黒こしょう

70g 常温 ア）

42

7393 サクットパスタ・キャラメル

乳・小麦・
78g 常温 （生クリーム：北海道、スィートコーン（北海道）、ピーナッツペースト（アメリカ）、アーモンドペースト（アメリ 落花生・大豆
カ））、植物油（菜種油：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ））、バター（北海道）、レシチン（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）

43

7479 グルーヴトリプルワン色鉛筆(ｼｬｰﾌﾟﾅｰ付）

常温 赤、青、緑、黄、茶、黒、金、銀 の８色

44

7380 こどもクッキーXmasおたのしみパック

常温 ニュー糖(北海道）、かぼちゃパウダー(北海道）、ココアパウダー(西アフリカ）、ほうれん草パウダー（ヨー

パスタ（小麦粉（イタリア））、水飴（鹿児島、宮崎県）、砂糖（三温糖：ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ等）、キャラメルソース

シャープナー付

奈良

－

ドイツ

大豆

香川

乳・卵・小麦・
えび・大豆

愛知

米粉（米（香川等））、有機食用パーム油（コロンビア）、大豆粉（カナダ）、粗精糖(鹿児島）、ビートグラ

10個

ロッパ）、紫芋パウダー(九州）、キャロブパウダー（ヨーロッパ）
【畑のスナックカレー味】：小麦粉(日本)、植物油脂(パーム油・米油)、馬鈴薯澱粉、甘しょ澱粉、カレー
粉、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー、にんじんパウダー、酵母エキス、砂糖(てん菜糖)、食塩、
オニオンパウダー
【野菜プチクッキー】：小麦粉(日本)、砂糖(てん菜糖)、鶏卵、植物油脂(パーム油)、加糖れん乳、脱脂粉
乳、かぼちゃパウダー・にんじんパウダー・ほうれん草ペースト、卵殻未焼成カルシウム、膨脹剤(重
曹)、着色料(ベニコウジ色素)
【元気 カリポテミニ】：マッシュポテト、植物油脂(米油)、小麦粉（日本）、コーンスターチ、砂糖(三温糖)、
食塩、オニオンパウダー、鰹節エキス、昆布エキス、椎茸エキス、貝殻未焼成カルシウム

45

7489 クリスマススノーマンお菓子袋

7種 常温

【元気 ねじりん棒】：小麦粉(北海道、岐阜）、甘藷澱粉（鹿児島、宮崎）、植物油脂(パーム油：マレーシ
ア、米油（日本））、食塩、ベーキングパウダー
【えび小判】：馬鈴薯澱粉、えび、食塩、砂糖(粗糖)、アオサ、卵殻未焼成カルシウム、着色料（ベニコウ
ジ色素）
【元気 ソースせん】：うるち米(日本)、ウスターソース[砂糖(粗糖・てん菜糖)・野菜（玉ねぎ・トマト・にんじ
ん・にんにく・セロリ）・醸造酢・食塩・香辛料・でん粉・レモン果汁・かつお節・昆布]
【元気 あまからせん】：うるち米(日本)、醤油、砂糖(三温糖)

