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ヴィーガン・ベジタリアン・グルテンフリー

向け商品カタログ

VEGANVEGAN VEGETARIANVEGETARIAN GLUTEN-FREEGLUTEN-FREE

米ベーカリー　ピザクラフト調理例

チョコベリームース（小）飾り付け例

お米とコーンのパスタ　ペンネ

ヴィーガンホットケーキ調理例



主食
米ベーカリー　食パン

米ベーカリー　ピザクラフト

お米とコーンのパスタ　スパイラル

米ベーカリー　生パン粉

米ベーカリー　クープ

米ベーカリー　ぶどうパン

米ベーカリー　コロン

米ベーカリー　バンズ

お米とコーンのパスタ　マカロニ

米ベーカリー　サンドイッチパン

[商品コード] 390071

[JAN] 4560270401083

[内容量 ]	 1個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390074

[JAN] 4560270401113

[内容量 ]	 3枚

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 393006

[EAN] 720516020230

[内容量 ] 250g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390077

[JAN]4560270401144

[内容量 ] 100g

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 390073

[JAN] 4560270401106

[ 内容量 ]	 4個

[ 賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 390076

[JAN] 4560270401137

[ 内容量 ]	 1個

[ 賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390072

[JAN]	4560270401090

[内容量 ]	 4個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390075

[JAN]	4560270401120

[内容量 ]	 2個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 393008

[EAN]	720516020353

[内容量 ]	 250g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390078

[JAN]	4560270401625

[内容量 ]	 4枚

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名 ]米粉、とうもろこし粉

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

[原材料名 ]米粉、とうもろこし粉

[原材料名]米粉（国内製造）、ビート上白糖、イースト、

食塩、菜種油/増粘剤（加工澱粉）

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。トーストすると一層おいしく召

し上がれます。 　

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。トーストすると一層おいしく召

し上がれます。 　

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。レーズンのやさしい甘さがお楽

しみいただけます。 　

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。お好みの具をトッピングしてお

楽しみください。　

グルテンフリーの、お米とコーンで作ったパスタ

（スパイラル）です。

国産の米粉でつくったパンのパン粉です。小麦グ

ルテンは含んでいません。 コロッケの衣やグラタ

ンのトッピングなど、通常のパン粉と同様にご利

用頂けます。 　

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。お好みの具をはさんで、手作り

ハンバーガーをお楽しみいただけます。 　

グルテンフリーの、お米とコーンで作ったパスタ

（マカロニ）です。

国産の米粉でつくったパンです。スライスしてい

ますので、サンドイッチにも最適です。小麦グル

テンは含んでいません。 　

国産の米粉でつくったパンです。小麦グルテンは

含んでいません。トーストすると一層おいしく召

し上がれます。 　

動物性原材料を一切使用して
いないパン、パスタ、シリア
ルです。また小麦も不使用の
ため、グルテンフリー食とし
てもお勧めです。



調味料

ココアシリアル

もぐもぐブイヨン

お米とコーンのパスタ　ミニラザニア

星のパスタ

お米とコーンのナチュラルクラッカー

お米とコーンのパスタ　ペンネ

お米のクリスピー

お米でできた美味しいしょうゆ

ソルガムきび麺

[商品コード ] 393210

[EAN] 720516022258

[内容量 ] 300g

[賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390151

[JAN] 4560270400987

[内容量 ] 70g

[賞味期限 ]	 300日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393011

[EAN] 720516021008

[内容量 ] 200g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 370208

[JAN] 4580154041358

[ 内容量 ] 200g

[ 賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 390055

[JAN] 4560270401335

[ 内容量 ]	 8枚

[ 賞味期限 ]	 120日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 393010

[EAN] 720516020797

[ 内容量 ] 250g

[ 賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393211

[EAN]	720516022364

[内容量 ]	 125g

[賞味期限 ]	 540日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 450042

[JAN]	4560270402073

[内容量 ]	 500ml

[賞味期限 ]	 18カ月

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 370216

[JAN]	4580154041389

[内容量 ]	 180g

[賞味期限 ]	 540日

[温度帯 ]	 常温

[原材料名 ]米粉、砂糖、ココアパウダー、サイリウ

ム（オオバコ種皮の粉末）、水飴、塩／カラメル色素、

炭酸カルシウム、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、

ココア香料

[原材料名 ]食塩（国内製造）、砂糖、酵母エキス、

デキストリン、たまねぎ、香辛料（黒こしょう、セロリ、

クローブ）

[原材料名 ]米粉、とうもろこし粉

[原材料名 ]ホワイトソルガム

[原材料名]米粉（国内製造）、菜種油、とうもろこし粉、

砂糖、食塩、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、

香辛料（黒こしょう、セロリ、クローブ）/増粘剤（加

工澱粉）

[原材料名 ]米粉、とうもろこし粉

[原材料名 ]米粉、塩／乳化剤（グリセリン脂肪酸エ

ステル）

[原材料名 ]乾燥米麹（国内製造）、乾燥酒粕（国内

製造）、食塩

[原材料名 ]ホワイトソルガム全粒粉（国内製造）／

加工でん粉

グルテンフリー、アレルギー特定原材料２７品目

不使用。 ホワイトソルガム100%のかわいい星

形パスタです。

国産の米粉ととうもろこしを使い、1枚1枚丁寧

に焼き上げた手作りクラッカーです。

グルテンフリーの、お米とコーンで作ったパスタ

（ペンネ）です。

グルテンフリーの、毎日の生活に欠かせない栄養

をおいしく摂ることができる、小麦、乳製品、卵

不使用のココアシリアルです。

うま味調味料及び動物由来原料不使用のブイヨン

です。洋風だしとして、煮込み料理や下味付けなど、

あらゆる洋風料理のうまみとコクのベースとなり

ます。

グルテンフリーの、お米とコーンで作ったパスタ

（ミニラザニア）です。

グルテンフリーのお米のクリスピーは、軽くてサ

クサクした歯ごたえのスナックです。パンやクラッ

カーの代替として最適です。

酒粕と米、食塩のみを原料としてつくったしょう

ゆ風調味料です。小麦、大豆は使用しておりません。

ホワイトソルガムとタピオカ澱粉で作った麺です。

グルテンを含まず、小麦アレルギーの方も安心で

す。和・洋・中すべてのパスタ料理にお使いいた

だけます。

動物性原材料を一切使用して
いないパン、パスタ、シリア
ルです。また小麦も不使用の
ため、グルテンフリー食とし
てもお勧めです。



こどものベジカレー

コーンのポタージュ

豆乳タルタルソース

国内産大豆ミート(ひき肉風)

とろけるホワイトグラタン

ホワイトソース

こどものベジパスタソース　～ミートソース風～

ヴィーガンシュレッド

[ 商品コード ] 2103681

[JAN] 4932828036816

[ 内容量 ]	 100g×2袋

[ 賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390181

[JAN] 4560270402011

[内容量 ] 130g

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 2106773

[JAN] 4932828067735

[ 内容量 ] 100g

[ 賞味期限 ]	 180日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 2101813

[JAN] 4932828018133

[内容量 ] 100g

[賞味期限 ]	 365日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390061

[JAN] 4560270400994

[内容量 ]	 80g（2個）

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 390183

[JAN] 4560270402059

[ 内容量 ] 120g

[ 賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 2103682

[JAN]	4932828036823

[内容量 ]	 140g（70g×2袋）

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 281202

[JAN]	4964312449017

[内容量 ]	 200g

[賞味期限 ]	 120日

[温度帯 ]	 冷蔵

[原材料名 ]野菜・果実（じゃがいも（国産）、にんじん（国産）、

有機とうもろこし、レーズン）、ローストオニオン[たまねぎ（国産）]、

かぼちゃペースト、食用植物油（なたね油）、ばれいしょでん粉、有

機アガベシロップ、有機トマトペースト、酵母エキス、食塩、おろ

ししょうが、おろしにんにく、白菜エキス、香辛料

[原材料名 ]とうもろこし粉（国内製造）、シチュールゥ（粉末油

脂、砂糖、とうもろこしでん粉、パーム油、食塩、ばれいしょでん粉、

酵母エキス、オニオンパウダー）、てんさい糖、ブイヨン（食塩、砂糖、

酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料）/加工澱粉

[原材料名 ]食用植物油脂【なたね油 [なたね（オー

ストラリア、国産）]】、豆乳、たまねぎ酢漬け、りん

ご酢、有機白みそ、食塩、メープルシュガー、マスター

ド、かぼちゃパウダー、酵母エキス、こしょう、パセリ、

（一部に大豆・りんごを含む）

[原材料名 ]大豆（国内産）

[原材料名]たまねぎ（国産）、米パスタ、シチュールゥ、

ほうれん草、人参、米粉、米粉パン粉、菜種油、ブイ

ヨン /加工澱粉、増粘剤（加工澱粉）

[原材料名 ]たまねぎ、シチュールゥ（粉末油脂、砂糖、とうも

ろこし澱粉、パーム油、食塩、ばれいしょ澱粉、酵母エキス、オニ

オンパウダー）、ココナッッツミルク、砂糖、とうもろこし粉、マー

ガリン／増粘剤（キサンタンガム、加工澱粉）、乳化剤、香料、着色

料（カロテン）

[原材料名 ]有機トマトペースト[トマト（アメリカ産）]、ローストオニオン[た

まねぎ（国産）]、野菜（にんじん、しいたけ）、脱脂大豆たん白（大豆）、有機アガベシロッ

プ、ばれいしょでん粉、かぼちゃペースト、にんじんペースト、食塩、酵母エキス、醗酵調

味料、食用植物油脂（オリーブ油）、おろしにんにく、香辛料、（一部に大豆を含む）

[原材料名 ]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）

国内産大豆で作った「豆乳マヨ」をベースに、植

物性素材だけでつくった、卵・砂糖・添加物不使

用のタルタルソースです。

湯戻し5分で便利なひき肉風。ハンバーグやあん

かけ、炒め物などさまざまな料理に使えます。

電子レンジで温めるだけ。クリーミーなおいしさ

の、簡単グラタンです。動物性原材料不使用。

グラタン、シチュー、パスタにムニエル、いろい

ろ使えるホワイトソースです。

動物性原材料不使用の、野菜の甘みと旨みがおい

しい甘口のマイルドカレーです。

とうもろこしの風味を大事にして、やさしい味わ

いに仕上げた、動物性原材料不使用のコーンポター

ジュです。

アルハノンオイルドレッシング　クリーミーフレンチ

[商品コード ] 352711

[JAN]	4978931601152

[内容量 ]	 200ml

[賞味期限 ]	 210日

[温度帯 ]	 常温

[原材料名 ]砂糖（国内製造）、醸造酢、デキストリン、

食塩、酵母エキス、レモン果汁、オニオンパウダー、

ホワイトペッパー／増粘剤(キサンタンガム )

ほどよく酸味の効いた爽やかな風味と旨みはその

ままに、油を使用せずにクリーミーで上品なドレッ

シングに仕上げました。

肉の代わりに大豆ミートを使った、動物性原材料

不使用のこども向けベジパスタソースです。

植物由来の原料をベースに作ったチーズ様食品で

す。 ヴィーガン（ベジタリアン）対応、動物性原

料不使用。

惣菜
動物性原材料を一切使用して
いないお惣菜、スープです。
レンジなどで温めるだけでご
利用いただけます。



エッグリプレーサー

チョコレートケーキミックス

おこめの無糖パンケーキミックス

チョコレートマフィンミックス

おこめのケーキミックス

セルフ・レイジング・フラワー

バニラケーキミックス

おこめの天ぷら粉

[商品コード ] 393101

[EAN] 720516010552

[内容量 ] 200g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393108

[EAN] 720516021343

[内容量 ] 375g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390082

[JAN] 4560270401618

[内容量 ] 240g(120g×2袋)

[賞味期限 ]	 300日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 393106

[EAN] 720516021121

[ 内容量 ] 375g

[ 賞味期限 ]	 540日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 390080

[JAN] 4560270401151

[ 内容量 ] 240g(120g×2袋)

[賞味期限 ]	 300日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393104

[EAN]	720516020513

[内容量 ]	 500g

[賞味期限 ]	 540日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393109

[EAN]	720516021435

[内容量 ]	 375g

[賞味期限 ]	 720日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390083

[JAN]	4560270401762

[内容量 ]	 150g

[賞味期限 ]	 300日

[温度帯 ]	 常温

[原材料名 ]馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉／増粘剤（メ

チルセルロース）、膨張剤、pH調整剤（クエン酸）

[原材料名 ] 砂糖、米粉、馬鈴薯澱粉、とうもろこし

澱粉、とうもろこし粉、ココアパウダー、ブドウ糖、

タピオカ澱粉、塩／膨張剤、乳化剤（グリセリン脂

肪酸エステル）、安定剤（増粘多糖類）、バニラ香料、

pH調整剤（クエン酸）

[原材料名 ]米粉（米（国産））、とうもろこし粉、食

塩／膨張剤、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）

[原材料名 ]砂糖、米粉、とうもろこし粉、馬鈴薯澱粉、とうも

ろこし澱粉、えんどう豆粉、ココアパウダー、ブドウ糖、タピオカ澱粉、

塩/膨張剤、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、バニラ香料、安

定剤（増粘多糖類）、pH調整剤（クエン酸）

[原材料名]米粉（米（国産））、砂糖、かぼちゃフレーク、

食塩/増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、膨張剤

[原材料名 ]とうもろこし澱粉（遺伝子組み換えでな

い）、タピオカ粉、米粉／膨張剤、増粘剤（グァーガム）

[原材料名 ]砂糖、米粉、馬鈴薯澱粉、とうもろこし

澱粉、とうもろこし粉、ブドウ糖、タピオカ澱粉、塩

／膨張剤、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、安

定剤（増粘多糖類）、バニラ香料、pH調整剤（クエン酸）

[原材料名 ]米粉（米（国産））、とうもろこし粉、食

塩／膨張剤、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）

簡単にチョコレートマフィンを楽しんでいただけ

る、小麦、乳製品、卵不使用の、グルテンフリー

のミックス粉です。

ご家庭で簡単に作れる、お米でつくったケーキミッ

クス粉です。動物性原材料を使用せず、食物アレ

ルゲン表示義務／推奨２７品目を一切含まない原

材料を使用し、専用工場で製造しています。

グルテンフリーで、コレステロール、乳糖、卵等、

どうぶつ由来の成分を含みません。卵代わりとし

て、お料理やお菓子作りにご利用いただけます

簡単にチョコレートケーキを楽しんでいただける、

小麦、乳製品、卵不使用の、グルテンフリーのミッ

クス粉です。

お食事に最適な、砂糖不使用のケーキミックスで

す。動物性原材料を使用せず、食物アレルゲン表

示義務／推奨２５品目を一切含まない原材料を使

用し、専用工場で製造しています。

動物性原材料及び小麦不使用の、さまざまなレシ

ピで小麦粉と同様にご利用いただける、グルテン

フリーのミックス粉です。

簡単にバニラケーキを楽しんでいただける、小麦、

乳製品、卵不使用の、グルテンフリーのミックス

粉です。

国産米粉で作った、小麦、卵不使用の天ぷら粉です。

小麦粉に比べて米粉の衣は吸油率が低く、冷めて

もサクサク感が続くのが特徴です。

製菓
材料

パン、ケーキ、クッキーなど
にお使い頂ける、動物性原材
料不使用のミックス粉です。

天ぷら粉調理例



ミルクフリーチョコレート

アニマル　チョコレートビスケット

アマレッティ　ビスケット

すくすくクッキー　チョコレート

こぐま　チョコクッキー

チョコっとちょこビス

アニマル　バニラビスケット

チョコビスケット

[商品コード ] 390094

[JAN] 4560270401816

[内容量 ] 83g

[賞味期限 ]	 300日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393201

[EAN] 720516021459

[内容量 ] 175g

[賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393208

[EAN] 720516021190

[内容量 ] 150g

[賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 390024

[JAN] 4560270400758

[ 内容量 ] 35g

[ 賞味期限 ]	 120日

[温度帯 ]	 常温

[ 商品コード ] 393206

[EAN] 720516021756

[ 内容量 ] 175g

[ 賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 390064

[JAN]	4560270401663

[内容量 ]	 35g

[賞味期限 ]	 120日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393203

[EAN]	720516021572

[内容量 ]	 175g

[賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[商品コード ] 393209

[EAN]	720516021558

[内容量 ]	 150g

[賞味期限 ]	 420日

[温度帯 ]	 常温

[原材料名 ]グラニュー糖（国内製造）、カカオマス、

カカオ油脂

[原材料名 ]砂糖、とうもろこし澱粉、米粉、パーム油、黄色え

んどう豆粉、水飴、ココアパウダー、サイリウム（オオバコ種皮の

粉末）、塩／増粘剤（グァーガム）、膨張剤、乳化剤（グリセリン脂

肪酸エステル）、バニラ香料

[原材料名 ]とうもろこし澱粉（遺伝子組み換えでな

い）、砂糖、パーム油、乾燥ココナツ、米粉、水飴、

黄色えんどう豆粉、塩/香料、乳化剤（グリセリン脂

肪酸エステル）、重曹

[原材料名]きび粉（国内製造）、甜菜糖、チョコレート、

ココナッツミルク、菜種油、りんご果汁 /増粘剤（加

工澱粉）、重曹、香料

[原材料名 ]とうもろこし澱粉、砂糖、チョコレート（砂糖、パー

ム油、ココアパウダー）、パーム油、米粉、黄色えんどう豆粉、水飴、

サイリウム（オオバコ種皮の粉末）、塩／増粘剤（グァーガム）、膨張剤、

乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、バニラ香料

[原材料名]チョコレート（国内製造）、ひえ粉、甜菜糖、

ココナッツミルク、菜種油、レモン果汁 /増粘剤（加

工澱粉）、重曹、香料

[原材料名 ]とうもろこし澱粉、砂糖、米粉、パーム油、黄色え

んどう豆粉、水飴、サイリウム（オオバコ種皮の粉末）、塩／増粘剤

（グァーガム）、膨張剤、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、バニ

ラ香料

[原材料名 ]とうもろこし澱粉、砂糖、パーム油、乾燥ココナツ、

米粉、米胚芽、黄色えんどう豆粉、ココアパウダー、水飴、サイリ

ウム（オオバコ種皮の粉末）、塩／安定剤（グァーガム）、膨張剤、

乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、バニラ香料

きびとチョコレートでつくった、サクサクと軽い

歯ごたえのクッキーです。 

グルテンフリーの、とうもろこしと玄米でつくっ

た、チョコチップ入りクッキーです。

ミルク、レシチン不使用の、カカオ60%の少し

ビターなチョコレートです。

グルテンフリーの、とうもろこしと玄米でつくっ

た、どうぶつの形がかわいいチョコレートビスケッ

トです。

グルテンフリーの、とうもろこしと米粉、ココナ

ツでつくったビスケットです。

ミルク、レシチン不使用チョコレートを使用し

た、ひえのビスケットとチョコレートのコラボレー

ションです。

グルテンフリーの、とうもろこしと玄米でつくっ

た、どうぶつの形がかわいいビスケットです。

グルテンフリーの、とうもろこしと米粉でつくっ

たチョコビスケットです。

菓子
乳・卵などの動物性原材料を
一切使用していないお菓子で
す。



ふかふか焼きドーナッツ　チョコ

すまいるカップケーキ プレーン

チョコベリームース（小）

パウンドショコラ

ふかふか焼きドーナッツ　プレーン

ふんわりチョコマドレーヌ

乳製品を使っていない　豆乳入りホイップ

ふんわりプレーンマドレーヌ

おこめのスポンジケーキ

ヴィーガンホットケーキ

フォンダンショコラ

[商品コード ] 390052

[JAN] 4560270400956

[内容量 ]	 2個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390030

[JAN] 4560270400864

[内容量 ]	 2個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390162

[JAN] 4560270401984

[内容量 ] 70g(1個）×2個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390019

[JAN] 4560270402035

[内容量 ] 215g

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 390051

[JAN] 4560270401250

[ 内容量 ]	 2個

[ 賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 390042

[JAN] 4560270400772

[ 内容量 ]	 2個

[ 賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[ 商品コード ] 107336

[JAN] 4902188120586

[ 内容量 ]	 200ml

[ 賞味期限 ]	 100日

[温度帯 ]	 冷蔵

[商品コード ] 390041

[JAN]	4560270400765

[内容量 ]	 2個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390111

[JAN]	4560270401168

[内容量 ]	 1個

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 281204

[JAN]	4964312566011

[内容量 ]	 ホットケーキ200ｇ（4枚）、

　　　　メープル入りシロップ40g（20g×2個）、

　　　　マーガリン20g(10g×2個）

[賞味期限 ]	 365日

[温度帯 ]	 冷凍

[商品コード ] 390010

[JAN]	4560270401809

[内容量 ]	 160g(2個 )

[賞味期限 ]	 240日

[温度帯 ]	 冷凍

[原材料名]米粉（国内製造）、ココナッツミルク、砂糖、

チョコレート、りんご、菜種油、レモン果汁、食塩/

増粘剤（加工澱粉）、重曹、香料

[原材料名 ]米粉（国内製造）、ビートグラニュー糖、

ココナッツミルク、菜種油、りんご、りんご酢/増粘

剤（加工澱粉）、重曹

[原材料名 ]ココナッツミルク（タイ製造）、いちごピューレ、グラニュー糖、ラ

ズベリーピューレ、チョコレート、米粉、菜種油、寒天加工品、レモン果汁、かぼちゃフレーク、

食塩/甘味料（トレハロース）、ベーキングパウダー、増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、

乳化剤、香料

[原材料名 ]	チョコレート（国内製造）、ココナッツ

ミルク、さつまいもペースト、グラニュー糖、ひえ粉、

菜種油 /増粘剤（加工澱粉）、ベーキングパウダー

[原材料名 ]米粉、ココナッツミルク、砂糖、りんご、

菜種油、レモン果汁、かぼちゃ粉末、食塩／増粘剤（加

工澱粉）、重曹、バニラ香料

[原材料名]米粉（国内製造）、砂糖、ココナッツミルク、

チョコレート、りんご、菜種油、りんご酢 /増粘剤（加

工澱粉）、重曹

[原材料名 ]植物油脂（国内製造）、有機豆乳、糖類（オ

リゴ糖、マルトース、砂糖）／乳化剤、安定剤（加工

デンプン、増粘多糖類）、メタリン酸Ｎａ、香料、（一

部に大豆を含む）

[原材料名 ]米粉（国内製造）、ココナッツミルク、

りんご（国産）、砂糖、菜種油、りんご酢、かぼちゃ

粉末、食塩/増粘剤（加工澱粉）、重曹、香料

[原材料名 ]米粉（国内製造）、植物油脂、ココナッ

ツミルク、砂糖、かぼちゃフレーク、食塩/膨張剤、

増粘剤（加工澱粉、キサンタンガム）、乳化剤、トレ

ハロース、香料

[原材料名 ]「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）

[原材料名 ]ココナッツミルク（タイ製造）、ホワイ

トソルガム粉、チョコレート、甜菜糖、菜種油、マー

ガリン/増粘剤（加工澱粉）、ベーキングパウダー、

乳化剤、香料、着色料（カロテン）

米粉を使い、油で揚げずに一つ一つをオーブンで

丁寧に焼きあげた、ふかふかで柔らかく、とって

もヘルシーでおいしいドーナツです。

卵、牛乳、小麦、大豆を使っていない、チョコレー

トたっぷりのマドレーヌです。お子様から大人の

方まで、安心して美味しくお召し上がりいただけ

ます。

乳製品の代わりに豆乳を使用したホイップクリー

ムです。

米粉を使い、油で揚げずに一つ一つをオーブンで

丁寧に焼きあげた、ふかふかで柔らかく、チョコ

レートたっぷりのとってもヘルシーでおいしい

ドーナツです

卵、牛乳、小麦、大豆を使っていないカップケー

キです。お子様から大人の方まで、安心して美味

しくお召し上がりいただけます。

自家製チョコレートのムースに、苺のムースを組

み合わ、表面は爽やかなラズベリーソースで仕上

げました。

もぐもぐ工房自慢の自家製チョコレートをふんだ

んに練り込んで焼き上げ、濃厚かつ口どけの良い

チョコレートケーキに仕上げました。

卵、牛乳、小麦、大豆を使っていないマドレーヌ

です。お子様から大人の方まで、安心して美味し

くお召し上がりいただけます。

米粉でつくったケーキ台です。もっちり感があり

ながらもふわりとした新食感に仕上がりました。

食物アレルギー特定原材料等27品目不使用・動

物性原材料不使用のホットケーキとメープル入り 

シロップとマーガリンです。

レンジで温めると中から温かなチョコレートソー

スが流れ出す、ちょっとリッチなチョコレートケー

キです。

スイーツ
乳・卵などの動物性原材料を
一切使用していないケーキ・
スイーツです。



【お問合わせ】	株式会社アレルギーヘルスケア

	 奈良県桜井市谷63-1

	 TEL	:	0744-44-5558	/	FAX	:	0744-44-5552

	 E-mail	:	info@mogumogu.jp	/	URL:	https://www.mogumogu.jp/
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株式会社アレルギーヘルスケアのご案内

オリジナル商品の開発・製造・販売

多種多様な取り扱い商品

弊社では、2007年より「もぐもぐ工房」をオープンし、弊社の独自のアレルギー対応食品の開発及び販売

を行ってまいりました。その品目はクッキーやケーキなどの菓子類から、食パン、コロッケなど幅広く、こ

れまで多くのお客様からご好評を頂いております。

また「もぐもぐ工房」では、特定原材料7品目（小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに）を一切持ち込まず、

安心して召し上って頂くため細心の注意を払って製造しております。

また、弊社ではオリジナル商品だけでなく、自社での輸入商品を含め約1,200 品目を越える多彩なアレル

ギー・アトピー対応商品を取り扱っております。

これらの商品は一般的な店舗では入手困難なものも少なくなくありませんが、弊社ではお客様のご要望にお

応えすべく、可能な限り取扱い商品の確保に努めてまいりました。

弊社では、オリジナル商品及び取り扱い商品につきまして、企業様とのお取引きも承っております。

ご関心をお持ち頂けましたら、下記までお気軽にお問合せ下さい。

TEL:0744-44-5558

また弊社ウェブサイトでは、本カタログに掲載しきれない商品につきましても多数ご紹介しております。

本カタログ掲載商品の詳細についてもウェブサイトでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

https://www.mogumogu.jp/


