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ムソー   クリスマス  パーティーセレクション     【原材料一覧】

★ 主原料産地は、2022年10月11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。(独自の測定基準に準ずる）

※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 CODE 商品名 容量
保存
温度

原材料 等 （主原料産地） アレルゲン
製造工場
所在地

放射性物質検査

1 7410 エシカル苺のホワイトクリスマスチーズケーキ 直径約15cm 冷凍
生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、苺、牛乳、米粉、有機ドライイチジク、バ
ター、甘酒、有機ドライクランベリー、水あめ、有機レモン果汁、食塩、ゼラチン、パルメザンチーズ

乳・卵 大阪 -

2 7433 生キャラメルのクリスマスチーズケーキ 直径約15cm 冷凍
生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、牛乳、米粉、バター、甘酒、有機ドライイチ
ジク、有機ドライクランベリー、有機レーズン、有機レモン果汁、食塩

乳・卵 大阪 -

3 7409 グラサージュショコラ 直径約12cm 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、全卵、チョコレート、小麦粉、ココアパウダー、牛乳、バター、はちみつ、
ゼラチン/香料、（一部に乳成分・小麦・卵・ゼラチンを含む）

乳・卵・小
麦

大阪 -

4 7424 純生ロールケーキ 長さ約16cm 冷凍 クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、卵黄、卵白、小麦粉、バター、牛乳、（一部に乳成分、小麦、卵を含む）
乳・卵・小

麦
大阪 -

5 7423 生チョコロールケーキ 長さ約16cm 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、卵白、卵黄、チョコレート、小麦粉、ココアパウダー、バター、ハチミツ、
牛乳、/香料、（一部に乳成分・小麦・卵を含む）

乳・卵・小
麦

大阪 -

6 7419 和栗のロールケーキ 長さ約16cm 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、蒸し栗ペースト、砂糖、卵白、卵黄、栗甘露煮（渋皮付）、小麦粉、バター、牛
乳、（一部に乳成分・小麦・卵を含む）

乳・卵・小
麦

大阪 -

7 7425 ふわふわ生シフォン 長さ約19cm 冷凍
液卵（国内製造）、砂糖、小麦粉、クリーム、食用なたね油／膨張剤、
（一部に小麦・卵・乳成分を含む）

乳・卵・小
麦

奈良 -

8 7521 赤どり骨付きもも照り焼き １本(約240g) 冷凍
鶏肉(国産）、たれ（砂糖、醤油、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、生姜、にんにくペースト）、（一部に鶏
肉・小麦・大豆を含む）

小麦・大豆 山口 -

9 7510 若鶏の骨付きもも照り焼き １本(約240g) 冷凍
鶏肉(国産）、たれ（砂糖、醤油、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、生姜、にんにくペースト）、（一部に鶏
肉・小麦・大豆を含む）

小麦・大豆 山口 -

10 7522 フライドチキン（骨なし） 300g 冷凍
鶏肉(国産)、塩麹、食塩、香辛料、清酒、衣（小麦粉、ばれいしょでん粉、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、香辛料、カレー粉)、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・乳
成分・卵を含む）

乳・卵・小
麦

山口 -

11 7525 フライドチキン（手羽元） 400g 冷凍
鶏肉(国産)、清酒､醤油、食塩、香辛料、ガーリックパウダー､チーズ、カレー粉、衣（ばれいしょでん粉、小麦
粉、パン粉）、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・大豆・乳成分を含む）

乳・小麦・
大豆

山口 -

12 7376 お徳用チキンナゲット 400g 冷凍
鶏肉(国産)、小麦粉、鶏卵、砂糖、食塩、ばれいしょでん粉、ホワイトペッパー粉末、ガーリックパウダー、衣
(パン粉、小麦粉、鶏卵、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ブラックペッパー粉末)、揚げ油（なたね油）、（一部に
鶏肉・小麦・卵を含む）

卵・小麦 山口 -

13 7432 天然えびのサクサクポップコーンシュリンプ 150g 冷凍
エビ(インドネシア又はミャンマー)、食塩、酒、衣(パン粉(小麦を含む)、小麦粉、液卵、コショウ)、揚げ油(菜種
油)

卵・小麦・
えび

徳島 -

14 7514 本鴨ハンバーグ 160ｇ×2 冷凍
鴨肉（青森県）、玉ねぎ（国産）、パン粉[小麦粉（小麦（国産））、生イースト、食塩]、鶏卵、食塩、こしょう、ナツ
メグ

卵・小麦 千葉 検査予定

15 7462 本鴨のロース煮 240g 冷凍
鴨ロース肉（青森県）、しょうゆ［大豆（国産）、小麦（国産）、食塩］、清酒、本みりん、砂糖（さとうきび（喜界
島））、ゆず果汁、たまりしょうゆ、かつお枯れ節、真昆布

小麦・大豆 千葉 検査予定

16 7429 石窯ピザ・マルゲリータ 1枚(約22cm) 冷凍

 生地 [ 小麦粉（小麦（九州産））、全粒粉（小麦（広島県産））、天日塩（オーストラリア産） ] 、具[ 有機トマト
ピューレー漬け（イタリア製造）、ナチュラルチーズ（生乳（北海道産）、食塩）、有機オリーブ油（スペイン製
造）、有機バジルペースト（イタリア製造）、天日塩（オーストラリア産）、有機胡椒]、（一部に小麦・乳成分・ カ
シューナッツを含む）

乳・小麦 広島 -

17 7434 石窯ピザ・ｼｰﾌｰﾄﾞの自家製ﾎﾜｲﾄｿｰｽ 1枚(約22cm) 冷凍

生地 [ 小麦粉(小麦（九州産））、全粒粉（小麦（広島県産））、天日塩(オーストラリア産) ]、 具 [ シーフードミッ
クス（国内製造）、ホワイトソース（生乳（島根県産）、バター（北海道製造）、小麦粉（小麦（九州産）））、ナチュ
ラルチーズ(生乳（北海道産）、食塩）、有機オリーブ油(スペイン製造)、ローズマリー（広島県産）、有機胡椒、
天日塩(オーストラリア産)]、(一部に小麦・えび・いか・乳成分を含む)

乳・小麦・
えび

広島 -

18 7428 海老とブロッコリーのトマトソースグラタン 170g×2 冷凍
野菜(たまねぎ(国産)、ブロッコリー(国産)、にんにく)、有機マカロニ(小麦を含む、イタリア製造)、トマトピュー
レー(国内製造)、ナチュラルチーズ(国内製造)、海老(マレーシア産)、牛乳(生乳(国産))、バター、なたね油(遺
伝子組換えでない)、チキンエキス調味料、小麦粉、ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、食塩

乳・小麦・
えび

長野 -

19 7406 ほうれん草ときのこのペンネグラタン 170g×2 冷凍
牛乳(生乳(国産))、有機マカロニ(小麦を含む、イタリア製造)、野菜(たまねぎ(国産)、ほうれん草(国産))、ナ
チュラルチーズ(国内製造)、小麦粉、バター、しめじ、なたね油(遺伝子組換えでない)、えのき、ばれいしょで
ん粉(遺伝子組換えでない)、砂糖(甜菜：遺伝子組換えでない)、食塩、チキンエキス調味料、こしょう

乳・小麦 長野 -

20 7487 飲茶パーティーセット 5品 冷凍

【野菜たっぷり餃子１２個】
具［野菜（国産（白菜、キャベツ、にら、にんにく、しょうが））、豚脂（国産）、粒状大豆たん白、パン粉（小麦を含
む）、ばれいしょでん粉、オイスターソース（大豆・小麦・いかを含む）、砂糖、食塩、チキンエキス、こしょう、一
味唐辛子］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【肉餃子１２個】
具［野菜（国産（キャベツ、にら、白菜、玉ねぎ、にんにく、しょうが））、食肉（国産（豚肉、鶏肉））、豚脂（国
産）、塩こうじ、ばれいしょでん粉、ごま油、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オイスターソース（大豆・小麦・いかを
含む）、清酒、酵母エキス］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【海鮮えび焼売８個】
具〔えび（べトナム、インドネシア）、野菜（国産（玉ねぎ、しょうが））、豚脂（国産）、いか（ペルー）、魚肉すり身
（たら（国産）、砂糖）、鶏肉（国産）、つなぎ（でん粉）、粒状大豆たん白、砂糖、発酵調味料、食塩、ごま油、こ
しょう］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩〕/重曹
【豚まん４個】
皮［小麦粉（小麦（国産））、砂糖、牛乳、ラード（豚肉を含む）、イースト、食塩］、具［野菜（国産（キャベツ、たけ
のこ、長ねぎ、しいたけ、玉ねぎ、しょうが））、豚肉（国産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、豚脂（国産）、砂糖、
ごま油、ばれいしょでん粉、清酒、こしょう］、打ち粉［小麦粉（小麦（国産））］／膨張剤
【海老ワンタン１５個】
皮［小麦粉（小麦（国産））、でん粉、なたね油、食塩］、具［魚肉（えび（インドネシア）、いか（ペルー、チリ））、
野菜（国産（玉ねぎ、長ねぎ、しょうが））、鶏肉（国産）、豚脂（国産）、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ごま油、
えびエキス、小えび粉末、チキンエキス、こしょう］、打ち粉［ばれいしょでん粉］／重曹

乳・小麦・
えび・大豆

長野 -

21 7526 神居牛のローストビーフ 130g 冷凍
牛もも肉（国産）、赤ワイン、醤油（小麦・大豆を含む）、米発酵調味料、ハチミツ、ニンニク、バルサミコ酢、バ
ター

小麦・大
豆・乳

兵庫 -

22 7397 放牧豚・ウインナーセット 100g×3種 冷凍

【北海道放牧豚ポークウインナー（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料
【北海道放牧豚ハーブソーセージ（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、香辛料、砂糖（和三盆糖）
【北海道放牧豚粗挽きウインナー（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料

－ 北海道 -

23 7509 秋鮭スモークサーモン 80g 冷凍 秋鮭（北海道産）、食塩 － 北海道 -

24 7508 ポップコーン・あっさり塩味 50g 常温 とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでない））、食塩 － 奈良 -

25 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 120g 常温
とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、水飴、砂糖（三温糖）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでな
い））、チョコレート、キャラメルソース（生クリーム(乳成分を含む）、スィートコーンペースト、ピーナッツペース
ト、アーモンドペースト)、ハチミツ、アーモンドスライス、食塩　／　レシチン（大豆由来）

乳・落花生 奈良 -
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26 7391 ポップコーン・キャラメル味 120g 常温
とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、水飴、砂糖（三温糖）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでな
い））、キャラメルソース（生クリーム（乳成分を含む）、スィートコーンペースト、ピーナッツペースト、アーモンド
ペースト）、バター、食塩　／レシチン（大豆由来）

乳・落花生 奈良 -

27 7489 クリスマスお菓子袋・ツリー&アニマル 6種 常温

【とうもろこしでつくったパフスナック塩味】コーングリッツ（とうもろこし(北海道産))、植物油脂(パーム油)､砂糖
(てん菜(国産))､食塩､焼昆布粉末(昆布(北海道産))
【アップルグミ】水飴(国内製造)､砂糖(てん菜(国産))､濃縮りんご果汁(りんご(国産))､ゼラチン､粉末オブラート
/酸味料(クエン酸)､ゲル化剤(ペクチン)､光沢剤
【ねじりん棒ミニパック】小麦粉(小麦(国産))､甘藷でん粉､植物油脂(パーム油､米油)､食塩/ベーキングパウ
ダー【フルーツラムネ】砂糖(てん菜(国産))､コーンスターチ､馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))､濃縮果汁(オレンジ､
いちご)､デキストリン/酸味料(クエン酸)､ブドウ色素､ベニバナ黄色素
【元気カリポテミニ】乾燥マッシュポテト(ドイツ製造)､植物油脂(米油)､小麦粉(小麦(国産))､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（小麦を含む)､昆布エキス､椎茸エキス/貝殻未焼成カルシ
ウム【元気ミレービスケット】ビスケット(小麦粉(小麦(国産))､砂糖(てん菜(国産))､ショートニング､ぶどう糖､食
塩)､植物油脂(米油､パーム油)､食塩/膨張剤(重曹､重炭酸アンモニウム)

小麦・大豆 愛知・岐阜 -

28 7490 スパークリング有機リンゴジュース 750ml 常温 有機りんご（100％）/　二酸化炭素 － ﾌﾗﾝｽ -

29 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 有機りんご（91％）、有機ラズベリー（9％）/二酸化炭素 － ﾌﾗﾝｽ 検査予定


