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いつでもおいしい！ 　どこでもおいしい！
メニューいろいろ、       おいしい保存食。
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食べない備蓄食から、

おいしく食べる長期保存食へ。

突然の災害時に備えた長期保存食「イザメシ」は、

ごはん、おかず、デザートなどラインナップが豊富なうえ、

おいしさにこだわって仕上げていますので、

非常時だけでなく様々なシーンでご利用いただけます。

いつ起こるか分からない災害。場合によっ

ては、ガスや電気の供給がストップすると

いったケースも。「イザメシ」はそんな非常

時のための、おいしい長期保存食です。

いざという時こそ、
しっかりごはん。

登山やサーフィンなど、自然を相手にすると

想像以上に身体は疲労します。そんな時に

はスピーディーにバランスよく栄養補給す

ることが大切。山でも海でも「イザメシ」が

大活躍します。

アウトドアシーンでも、
大活躍！

食事を作る時間がない、買い物に行く元気

がない…。「イザメシ」はそんな時にも強い

味方。また、賞味期限が迫って、保存食を

買いかえる時も、食卓の一品としておいしく

お召上がりいただけます。

保存食を、
非日常から日常へ。

4 5



食べない備蓄食から、

おいしく食べる長期保存食へ。

突然の災害時に備えた長期保存食「イザメシ」は、

ごはん、おかず、デザートなどラインナップが豊富なうえ、

おいしさにこだわって仕上げていますので、

非常時だけでなく様々なシーンでご利用いただけます。

いつ起こるか分からない災害。場合によっ

ては、ガスや電気の供給がストップすると

いったケースも。「イザメシ」はそんな非常

時のための、おいしい長期保存食です。

いざという時こそ、
しっかりごはん。

登山やサーフィンなど、自然を相手にすると

想像以上に身体は疲労します。そんな時に

はスピーディーにバランスよく栄養補給す

ることが大切。山でも海でも「イザメシ」が

大活躍します。

アウトドアシーンでも、
大活躍！

食事を作る時間がない、買い物に行く元気

がない…。「イザメシ」はそんな時にも強い

味方。また、賞味期限が迫って、保存食を

買いかえる時も、食卓の一品としておいしく

お召上がりいただけます。

保存食を、
非日常から日常へ。

4 5



ごはん3種におかず6種とバリエーションも豊富なうえ、

化学調味料不使用なので普段の食卓でも重宝します。

ギフトとして最適な6缶、12缶、18缶セットもご用意いたしました。

●原材料名:玄米（国産）、小豆、大麦、黒米、食塩／トレハロース ●
賞味期限:製造より3年 ●内容量:170ｇ ●栄養成分表示（1缶170ｇ
あたり）:エネルギー 231kcal、たんぱく質 4.6ｇ、脂質 0.9ｇ、炭水化物 
51.0ｇ、食塩相当量 0.4ｇ ※この表示値は推定値です。

¥380（税別価格） 4549373005312（636-617）

小豆が入った

雑穀玄米ごはん

●原材料名:うるち米（国産）、鶏肉、みりん、野菜（ごぼう、にんじん）、清
酒、こんにゃく、砂糖、濃縮ガラスープ、しょうゆ、油揚げ、食塩、かつお節
エキス／トレハロース、水酸化Ca、（一部に小麦・鶏肉・大豆・ゼラチンを
含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:170g ●栄養成分表示（1
缶170gあたり）:エネルギー 261kcal、たんぱく質 6.8g、脂質 1.7g、炭
水化物 54.6g、食塩相当量 1.9g ※この表示値は推定値です。

¥380（税別価格） 4549373005329（636-618）

具材いろいろ

鶏五目ごはん

●原材料名:うるち米（国産）、野菜（ごぼう、にんじん、しょうが）、しょうゆ、
牛肉、砂糖、清酒、食塩、ビーフオイル、かつお節エキス／トレハロース、
（一部に小麦・大豆・牛肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:

170g ●栄養成分表示（1缶170gあたり）:エネルギー 264kcal、たんぱく
質 6.5g、脂質 1.2g、炭水化物 56.9g、食塩相当量 1.9g ※この表示値
は推定値です。

¥380（税別価格） 4549373005336（636-619）

生姜の風味の

牛そぼろごはん

水・手間・時間が不要で

おいしく食べられる缶シリーズ「IZAMESHI CAN」
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［IZAMESHI CAN×12］
小豆が入った雑穀玄米ごはん×2、具材いろいろ鶏五目ごはん×2、生姜の
風味の牛そぼろごはん×2、甘辛仕立ての牛肉のやわらか煮×1、ほんのり
甘いうずらの煮卵×1、花山椒香る麻婆豆腐×1、野菜と鶏肉の旨味しみこ
む筑前煮×1、骨までやわらかさんまの味噌煮×1、ごはんのお供に鮭とたら
このオイル漬け×1

箱寸法:W34.2×D25.6×H6.5cm

¥2,500（税別価格） 箱寸法（持ち手除く）:W24.3×D8.2×H10.6cm

IZAMESHI CAN BAG

IZAMESHI CAN BOX

IZAMESHI CAN STOCK

小豆が入った雑穀玄米ごはん×1、具材いろいろ鶏五目ごはん×1、生
姜の風味の牛そぼろごはん×1、甘辛仕立ての牛肉のやわらか煮×1、
ほんのり甘いうずらの煮卵×1、花山椒香る麻婆豆腐×1
割箸3膳

4549373005527（652-464）RED ［IZAMESHI CAN×6］

小豆が入った雑穀玄米ごはん×1、具材いろいろ鶏五目ごはん×1、生姜の風
味の牛そぼろごはん×1、野菜と鶏肉の旨味しみこむ筑前煮×1、骨までやわら
かさんまの味噌煮×1、ごはんのお供に鮭とたらこのオイル漬け×1
割箸3膳

4549373005534（652-465）WHITE ［IZAMESHI CAN×6］

¥5,000（税別価格） 4549373005541（652-466）

［IZAMESHI CAN×18］
小豆が入った雑穀玄米ごはん×3、具材いろいろ鶏五目ごはん×3、生
姜の風味の牛そぼろごはん×3、甘辛仕立ての牛肉のやわらか煮×2、
ほんのり甘いうずらの煮卵×1、花山椒香る麻婆豆腐×2、野菜と鶏肉
の旨味しみこむ筑前煮×2、骨までやわらかさんまの味噌煮×1、ごはん
のお供に鮭とたらこのオイル漬け×1
割箸9膳

箱寸法:W27.3×D24.8×H11cm

¥7,500（税別価格） 4549373005558（652-467）
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●原材料名:牛肉（オーストラリア産）、しょうゆ、野菜（ごぼう、しょうが）、砂糖、みりん、清酒、こんにゃく、お
ろししょうが／増粘剤（グァーガム）、水酸化Ca、（一部に小麦・大豆・牛肉を含む） ●賞味期限:製造より3
年 ●固形量:45g ●内容総量:85g ●栄養成分表示（1缶85gあたり・液汁含む）:エネルギー 107kcal、
たんぱく質 10.1g、脂質 3.0g、炭水化物 9.9g、食塩相当量 1.4g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005343（636-620）

甘辛仕立ての 牛肉のやわらか煮

●原材料名:うずら卵（タイ産）、しょうゆ、清酒、みりん、砂糖、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩／増
粘剤（加工デンプン）、（一部に卵・小麦・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容個数:6～7個 
●固形量:50g ●内容総量:90g ●栄養成分表示（1缶90gあたり・液汁含む）:エネルギー 110kcal、
たんぱく質 7.0g、脂質 8.1g、炭水化物 2.3g、食塩相当量 1.5g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005350（636-621）

ほんのり甘い うずらの煮卵

●原材料名:豆腐（国内製造）、豚肉、しょうゆ、ねぎ、甜麵醬、清酒、三温糖、にんにく、豆板醤、植物油脂（大豆油、ご
ま油）、しょうが、みりん、チキンパウダー、豆鼓醤、花椒／増粘剤（加工デンプン）、豆腐用凝固剤、カラメル色素、（一部
に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあたり）:
エネルギー 67kcal、たんぱく質 4.3g、脂質 2.5g、炭水化物 6.9g、食塩相当量 0.9g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005367（636-622）

花山椒香る 麻婆豆腐

●原材料名:野菜（大根、にんじん、里芋）、鶏肉（ブラジル産）、しょうゆ、砂糖、清酒、みりん、かつお節エキ
ス、こんぶエキス／増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 
●固形量:50g ●内容総量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあたり・液汁含む）:エネルギー 80kcal、たん
ぱく質 5.8g、脂質 3.5g、炭水化物 6.2g、食塩相当量 0.7g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005374（636-623）

野菜と鶏肉の旨味しみこむ 筑前煮

●原材料名:さんま（国産）、みそ、砂糖、清酒、食塩／増粘剤（グァーガム）、（一部に大豆を含む） 
●賞味期限:製造より3年 ●固形量:50g ●内容総量:90g ●栄養成分表示（1缶90gあたり・液汁
含む）:エネルギー 153kcal、たんぱく質 12.9g、脂質 8.0g、炭水化物 7.4g、食塩相当量 1.5g ※こ
の表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005381（636-624）

骨までやわらか さんまの味噌煮

●原材料名:さけフレーク（国内製造）、綿実油、たらこ、コチュジャン、かつお節エキス、（一部にさけ・大
豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●固形量:50g ●内容総量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあた
り・液汁含む）:エネルギー 287kcal、たんぱく質 9.8g、脂質 26.2g、炭水化物 2.9g、食塩相当量 1.2g 
※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005398（636-625）

ごはんのお供に 鮭とたらこのオイル漬け
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箱寸法:W34.2×D25.6×H6.5cm

¥2,500（税別価格） 箱寸法（持ち手除く）:W24.3×D8.2×H10.6cm
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小豆が入った雑穀玄米ごはん×1、具材いろいろ鶏五目ごはん×1、生
姜の風味の牛そぼろごはん×1、甘辛仕立ての牛肉のやわらか煮×1、
ほんのり甘いうずらの煮卵×1、花山椒香る麻婆豆腐×1
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小豆が入った雑穀玄米ごはん×3、具材いろいろ鶏五目ごはん×3、生
姜の風味の牛そぼろごはん×3、甘辛仕立ての牛肉のやわらか煮×2、
ほんのり甘いうずらの煮卵×1、花山椒香る麻婆豆腐×2、野菜と鶏肉
の旨味しみこむ筑前煮×2、骨までやわらかさんまの味噌煮×1、ごはん
のお供に鮭とたらこのオイル漬け×1
割箸9膳

箱寸法:W27.3×D24.8×H11cm

¥7,500（税別価格） 4549373005558（652-467）
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●原材料名:牛肉（オーストラリア産）、しょうゆ、野菜（ごぼう、しょうが）、砂糖、みりん、清酒、こんにゃく、お
ろししょうが／増粘剤（グァーガム）、水酸化Ca、（一部に小麦・大豆・牛肉を含む） ●賞味期限:製造より3
年 ●固形量:45g ●内容総量:85g ●栄養成分表示（1缶85gあたり・液汁含む）:エネルギー 107kcal、
たんぱく質 10.1g、脂質 3.0g、炭水化物 9.9g、食塩相当量 1.4g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005343（636-620）

甘辛仕立ての 牛肉のやわらか煮

●原材料名:うずら卵（タイ産）、しょうゆ、清酒、みりん、砂糖、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩／増
粘剤（加工デンプン）、（一部に卵・小麦・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容個数:6～7個 
●固形量:50g ●内容総量:90g ●栄養成分表示（1缶90gあたり・液汁含む）:エネルギー 110kcal、
たんぱく質 7.0g、脂質 8.1g、炭水化物 2.3g、食塩相当量 1.5g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005350（636-621）

ほんのり甘い うずらの煮卵

●原材料名:豆腐（国内製造）、豚肉、しょうゆ、ねぎ、甜麵醬、清酒、三温糖、にんにく、豆板醤、植物油脂（大豆油、ご
ま油）、しょうが、みりん、チキンパウダー、豆鼓醤、花椒／増粘剤（加工デンプン）、豆腐用凝固剤、カラメル色素、（一部
に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあたり）:
エネルギー 67kcal、たんぱく質 4.3g、脂質 2.5g、炭水化物 6.9g、食塩相当量 0.9g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005367（636-622）

花山椒香る 麻婆豆腐

●原材料名:野菜（大根、にんじん、里芋）、鶏肉（ブラジル産）、しょうゆ、砂糖、清酒、みりん、かつお節エキ
ス、こんぶエキス／増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 
●固形量:50g ●内容総量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあたり・液汁含む）:エネルギー 80kcal、たん
ぱく質 5.8g、脂質 3.5g、炭水化物 6.2g、食塩相当量 0.7g ※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005374（636-623）

野菜と鶏肉の旨味しみこむ 筑前煮

●原材料名:さんま（国産）、みそ、砂糖、清酒、食塩／増粘剤（グァーガム）、（一部に大豆を含む） 
●賞味期限:製造より3年 ●固形量:50g ●内容総量:90g ●栄養成分表示（1缶90gあたり・液汁
含む）:エネルギー 153kcal、たんぱく質 12.9g、脂質 8.0g、炭水化物 7.4g、食塩相当量 1.5g ※こ
の表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005381（636-624）

骨までやわらか さんまの味噌煮

●原材料名:さけフレーク（国内製造）、綿実油、たらこ、コチュジャン、かつお節エキス、（一部にさけ・大
豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●固形量:50g ●内容総量:80g ●栄養成分表示（1缶80gあた
り・液汁含む）:エネルギー 287kcal、たんぱく質 9.8g、脂質 26.2g、炭水化物 2.9g、食塩相当量 1.2g 
※この表示値は推定値です。

¥450（税別価格） 4549373005398（636-625）

ごはんのお供に 鮭とたらこのオイル漬け
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●原材料名:めん（小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん）、味付け
油揚げ、粉末だし（砂糖、食塩、かつおだし、粉末醤油、かつお節
粉末、その他）、わかめ、貝柱だし顆粒、（一部に小麦・大豆を含
む） ●原料原産地名:国内製造（めん） ●賞味期限:製造より3
年 ●内容量:83.4g（めん60g） ●栄養成分表示1食（83.4g）あた
り:エネルギー 294kcal、たんぱく質 8.7g、脂質 3.7g、炭水化物 
56.4g、食塩相当量 3.4g ※この表示値は推定値です。

おだしじんわり
きつねうどん

優しい関西風の出汁と、
揚げの甘辛タレが相性抜群 ¥740（税別価格）4549373004766（636-562）

●原材料名:めん（小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん）、味付
け鶏肉、カレー粉（米粉、砂糖、食塩、香辛料、その他）、乾燥ね
ぎ／着色料（カラメル）、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を
含む ●原料原産地名:国内製造（めん） ●賞味期限:製造より
3年 ●内容量:93.8g（めん60g） ●栄養成分表示1食（93.8g）
あたり:エネルギー 283kcal、たんぱく質 9.6g、脂質 1.8g、炭水化
物 57.0g、食塩相当量 4.3g ※この表示値は推定値です。

和風だしが香る
鶏南蛮カレーうどん

スパイスが優しく効いた出汁が、
麺と美味しく絡まります ¥740（税別価格）4549373004780（636-564）

●原材料名:めん（小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん）、餅、粉
末だし（砂糖、食塩、かつおだし、粉末醤油、かつお節粉末、その
他）、乾燥ほうれん草、乾燥ゆず皮、貝柱だし顆粒／加工でん粉、
pH調整剤、（一部に小麦・大豆を含む） ●原料原産地名:国内
製造（めん） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:86.8g（めん
60g）●栄養成分表示1食（86.8g）あたり:エネルギー 279kcal、
たんぱく質 7.4g、脂質 1.0g、炭水化物 60.0g、食塩相当量 
3.1g ※この表示値は推定値です。

もちもちお餅の
ちからうどん

お餅とうどんの満足感を
柚子の爽やかな香りが彩る一品 ¥740（税別価格）4549373004773（636-563）

（セット内容）
・きつねうどん×1

・ちからうどん×1

・鶏南蛮カレーうどん×1
箱寸法:W34×D12×H12.6cm

うどん 3缶セット

本格手延べうどん3種を
1箱に詰めました ¥3,000（税別価格）4549373004827（636-579）

（セット内容）
・きつねうどん×2

・ちからうどん×2

・鶏南蛮カレーうどん×2
箱寸法:W34×D22.4×H12.6cm

¥5,000（税別価格）4549373004834（636-580）

うどん 6缶セット

本格手延べうどん3種を
2缶ずつ1箱に詰めました
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56.4g、食塩相当量 3.4g ※この表示値は推定値です。
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優しい関西風の出汁と、
揚げの甘辛タレが相性抜群 ¥740（税別価格）4549373004766（636-562）
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ぎ／着色料（カラメル）、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を
含む ●原料原産地名:国内製造（めん） ●賞味期限:製造より
3年 ●内容量:93.8g（めん60g） ●栄養成分表示1食（93.8g）
あたり:エネルギー 283kcal、たんぱく質 9.6g、脂質 1.8g、炭水化
物 57.0g、食塩相当量 4.3g ※この表示値は推定値です。
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pH調整剤、（一部に小麦・大豆を含む） ●原料原産地名:国内
製造（めん） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:86.8g（めん
60g）●栄養成分表示1食（86.8g）あたり:エネルギー 279kcal、
たんぱく質 7.4g、脂質 1.0g、炭水化物 60.0g、食塩相当量 
3.1g ※この表示値は推定値です。

もちもちお餅の
ちからうどん

お餅とうどんの満足感を
柚子の爽やかな香りが彩る一品 ¥740（税別価格）4549373004773（636-563）

（セット内容）
・きつねうどん×1

・ちからうどん×1

・鶏南蛮カレーうどん×1
箱寸法:W34×D12×H12.6cm

うどん 3缶セット

本格手延べうどん3種を
1箱に詰めました ¥3,000（税別価格）4549373004827（636-579）

（セット内容）
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きのこたっぷり、
和風出汁の
やさしいごはん

濃厚トマトの
スープリゾット

野菜だけで
つくったヘルシーな
トマトリゾット

大豆たっぷり
カレーリゾット

キーマペーストに
玄米ともち麦の
プチプチ食感

梅と生姜の
サバ味噌煮

梅酢と生姜で
さっぱり仕上げた、
家庭の味

●原材料名:ぶなしめじ（国産）、鶏肉、玄米（国産）、水煮し
いたけ、にんじん、大麦（もち麦）、しょうゆ、みりん、鶏がらスー
プ、風味調味料、食塩、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・
豚肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:265ｇ  
●栄養成分表示1食（265ｇ）あたり:エネルギー 112kcal、
たんぱく質 8.3ｇ、脂質 0.7ｇ、炭水化物 18.1ｇ、食塩相当
量 2.5ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373001918（635-560）

●原材料名:野菜（玉ねぎ、にんじん、キャベツ、セロリ、パ
プリカ、コーン、枝豆）、トマトジュース（イタリア製造）、トマト
ピューレ、ソテードオニオン、玄米（国産）、大麦（もち麦）、野
菜エキス、オリーブオイル、おろしにんにく、食塩、こしょう／
酸化防止剤（V.C）、（一部に大豆を含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:265ｇ ●栄養成分表示1食（265ｇ）あたり:
エネルギー 158kcal、たんぱく質 4.2ｇ、脂質 3.6ｇ、炭水化
物 27.1ｇ、食塩相当量 1.4ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373001932（635-561）

●原材料名:トマトジュース（イタリア製造）、野菜（セロリ、玉ね
ぎ）、大豆、ソテードオニオン、玄米（国産）、食肉（牛肉、豚肉）、
大麦（もち麦）、米味噌、バナナチャツネ、カレー粉、野菜エキ
ス、とんこつエキス、オリーブオイル、おろしにんにく、おろししょう
が、かつおエキス、昆布エキス、食塩、香辛料／酸化防止剤
（V.C）、（一部に牛肉・大豆・バナナ・豚肉を含む） ●賞味期限:
製造より3年 ●内容量:300ｇ ●栄養成分表示1食（300ｇ）あ
たり:エネルギー 257kcal、たんぱく質 13.5ｇ、脂質 9.5ｇ、炭水
化物 29.4ｇ、食塩相当量 2.0ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002199（635-562）

●原材料名:さば（ノルウェー産）、しょうが、米味噌、清酒、
醸造調味料、砂糖、水あめ、梅酢、米粉、かつお節、酵母エ
キス、（一部にさば・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 
●内容量:135ｇ ●栄養成分表示1食（135ｇ）あたり:エネ
ルギー 318kcal、たんぱく質 14.8ｇ、脂質 21.9ｇ、炭水化物 
11.9ｇ、食塩相当量 1.4ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002205（635-563）

素材本来の味を活かし、化学調味料不使用にこだわった「IZAMESHI Deli」。

備蓄はもちろん、お弁当のおかずや海外旅行時の携帯食、

キャンプ時のアウトドア料理にも便利。

出汁や調味料で味を整えているため、食卓のおかずにもおすすめです。

長期保存食「IZAMESHI」

ひと手間プラスのプレミアムシリーズ
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いたけ、にんじん、大麦（もち麦）、しょうゆ、みりん、鶏がらスー
プ、風味調味料、食塩、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・
豚肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:265ｇ  
●栄養成分表示1食（265ｇ）あたり:エネルギー 112kcal、
たんぱく質 8.3ｇ、脂質 0.7ｇ、炭水化物 18.1ｇ、食塩相当
量 2.5ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373001918（635-560）

●原材料名:野菜（玉ねぎ、にんじん、キャベツ、セロリ、パ
プリカ、コーン、枝豆）、トマトジュース（イタリア製造）、トマト
ピューレ、ソテードオニオン、玄米（国産）、大麦（もち麦）、野
菜エキス、オリーブオイル、おろしにんにく、食塩、こしょう／
酸化防止剤（V.C）、（一部に大豆を含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:265ｇ ●栄養成分表示1食（265ｇ）あたり:
エネルギー 158kcal、たんぱく質 4.2ｇ、脂質 3.6ｇ、炭水化
物 27.1ｇ、食塩相当量 1.4ｇ ※この表示値は推定値です。
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●原材料名:トマトジュース（イタリア製造）、野菜（セロリ、玉ね
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ス、とんこつエキス、オリーブオイル、おろしにんにく、おろししょう
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（V.C）、（一部に牛肉・大豆・バナナ・豚肉を含む） ●賞味期限:
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化物 29.4ｇ、食塩相当量 2.0ｇ ※この表示値は推定値です。
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●内容量:135ｇ ●栄養成分表示1食（135ｇ）あたり:エネ
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トロトロねぎの
塩麹チキン

塩麹につけこんだ
やわらか
グリルチキン

名古屋コーチン入り
つくねと野菜の和風煮

大きめ野菜と
つくねを関西風の
味付けに

りんごが決め手の
生姜焼き

りんごピューレと
生姜を効かせた
定食屋さんの味

ごろごろ野菜の
ビーフシチュー

赤ワインとトマトが
効いた大人の
ビーフシチュー

●原材料名:骨付き鶏肉（手羽元）（国産）、トマトピューレ、
玉ねぎ、ヨーグルト、マンゴーピューレ、ウスターソース、植物
油脂、カレー粉、おろししょうが、砂糖、チキンコンソメ、食塩、
おろしにんにく、香辛料／酸化防止剤（V.C）、（一部に乳成
分・鶏肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:260ｇ
●栄養成分表示1食（260ｇ）あたり:エネルギー 387kcal、た
んぱく質 25.5ｇ、脂質 25.1ｇ、炭水化物 14.7ｇ、食塩相当
量 1.8ｇ ※この表示値は推定値です。

ヨーグルトが隠し味の
スパイシーチキンカレー

骨付きチキンの
旨味じんわり
絶品カレー ¥500（税別価格） 4549373003738（635-574）

●原材料名:鶏肉（タイ産、国産）、ねぎ、顆粒調味料（食
塩、乳糖、チキンエキス、砂糖、酵母エキス、ポークエキス、
野菜エキス、香辛料）、ごま油、塩こうじ、（一部に乳成分・ご
ま・鶏肉・豚肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容
量:150ｇ●栄養成分表示1食（150ｇ）あたり:エネルギー 
212kcal、たんぱく質 16.0ｇ、脂質 13.7ｇ、炭水化物 6.4ｇ、
食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002212（635-564）

●原材料名:鶏肉だんご（鶏肉（名古屋コーチン10%以
上）、玉ねぎ、パン粉、その他）（国内製造）、野菜（たけのこ、
にんじん、ごぼう）、さといも、こんにゃく、水煮しいたけ、白だ
し、しょうゆ、醸造調味料、砂糖、米粉／水酸化Ca、（一部
に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:210ｇ ●栄養成分表示1食（210ｇ）あたり:
エネルギー 147kcal、たんぱく質 7.3ｇ、脂質 4.2ｇ、炭水化
物 20.1ｇ、食塩相当量 1.8ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002229（635-565）

●原材料名:豚肉（カナダ産）、玉ねぎ、しょうゆ、りんごピュー
レ、醸造調味料、塩こうじ、清酒、おろししょうが、米粉／酒精、
（一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:145ｇ ●栄養成分表示1食（145ｇ）あたり:エ
ネルギー 289kcal、たんぱく質 22.4ｇ、脂質 18.2ｇ、炭水化物 
8.8ｇ、食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002236（635-566）

●原材料名:野菜（じゃがいも、にんじん、玉ねぎ）、牛肉
（オーストラリア産）、デミグラスソース、ソテードオニオン、トマ
トピューレ、フォンドヴォー、赤ワイン、水煮マッシュルーム、野
菜エキス、米粉、オリーブオイル、砂糖、おろしにんにく、こしょ
う／酸化防止剤（V.C）、（一部に牛肉・鶏肉を含む） ●賞味
期限:製造より3年 ●内容量:200ｇ ●栄養成分表示1食
（200ｇ）あたり:エネルギー 206kcal、たんぱく質 13.8ｇ、脂質 

9.2ｇ、炭水化物 17.1ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示値は
推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002243（635-567）
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トロトロねぎの
塩麹チキン

塩麹につけこんだ
やわらか
グリルチキン

名古屋コーチン入り
つくねと野菜の和風煮

大きめ野菜と
つくねを関西風の
味付けに

りんごが決め手の
生姜焼き

りんごピューレと
生姜を効かせた
定食屋さんの味

ごろごろ野菜の
ビーフシチュー

赤ワインとトマトが
効いた大人の
ビーフシチュー

●原材料名:骨付き鶏肉（手羽元）（国産）、トマトピューレ、
玉ねぎ、ヨーグルト、マンゴーピューレ、ウスターソース、植物
油脂、カレー粉、おろししょうが、砂糖、チキンコンソメ、食塩、
おろしにんにく、香辛料／酸化防止剤（V.C）、（一部に乳成
分・鶏肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:260ｇ
●栄養成分表示1食（260ｇ）あたり:エネルギー 387kcal、た
んぱく質 25.5ｇ、脂質 25.1ｇ、炭水化物 14.7ｇ、食塩相当
量 1.8ｇ ※この表示値は推定値です。

ヨーグルトが隠し味の
スパイシーチキンカレー

骨付きチキンの
旨味じんわり
絶品カレー ¥500（税別価格） 4549373003738（635-574）

●原材料名:鶏肉（タイ産、国産）、ねぎ、顆粒調味料（食
塩、乳糖、チキンエキス、砂糖、酵母エキス、ポークエキス、
野菜エキス、香辛料）、ごま油、塩こうじ、（一部に乳成分・ご
ま・鶏肉・豚肉を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容
量:150ｇ●栄養成分表示1食（150ｇ）あたり:エネルギー 
212kcal、たんぱく質 16.0ｇ、脂質 13.7ｇ、炭水化物 6.4ｇ、
食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002212（635-564）

●原材料名:鶏肉だんご（鶏肉（名古屋コーチン10%以
上）、玉ねぎ、パン粉、その他）（国内製造）、野菜（たけのこ、
にんじん、ごぼう）、さといも、こんにゃく、水煮しいたけ、白だ
し、しょうゆ、醸造調味料、砂糖、米粉／水酸化Ca、（一部
に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:210ｇ ●栄養成分表示1食（210ｇ）あたり:
エネルギー 147kcal、たんぱく質 7.3ｇ、脂質 4.2ｇ、炭水化
物 20.1ｇ、食塩相当量 1.8ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002229（635-565）

●原材料名:豚肉（カナダ産）、玉ねぎ、しょうゆ、りんごピュー
レ、醸造調味料、塩こうじ、清酒、おろししょうが、米粉／酒精、
（一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:145ｇ ●栄養成分表示1食（145ｇ）あたり:エ
ネルギー 289kcal、たんぱく質 22.4ｇ、脂質 18.2ｇ、炭水化物 
8.8ｇ、食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002236（635-566）

●原材料名:野菜（じゃがいも、にんじん、玉ねぎ）、牛肉
（オーストラリア産）、デミグラスソース、ソテードオニオン、トマ
トピューレ、フォンドヴォー、赤ワイン、水煮マッシュルーム、野
菜エキス、米粉、オリーブオイル、砂糖、おろしにんにく、こしょ
う／酸化防止剤（V.C）、（一部に牛肉・鶏肉を含む） ●賞味
期限:製造より3年 ●内容量:200ｇ ●栄養成分表示1食
（200ｇ）あたり:エネルギー 206kcal、たんぱく質 13.8ｇ、脂質 

9.2ｇ、炭水化物 17.1ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示値は
推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002243（635-567）
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●原材料名:うるち米（国産） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:
100ｇ ●栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 381kcal、た
んぱく質 5.8ｇ、脂質 1.3ｇ、炭水化物 86.6ｇ、食塩相当量 0.05ｇ 
※この表示値は推定値です。

ごはん

これがなければ、
はじまらない

¥350（税別価格） 45493730000935（635-187）

●原材料名:うるち米（国産）、にんじん、食塩、れんこん、ごぼう、
風味調味料、料理酒、乾燥ひじき、砂糖、しいたけ、酢、しょうが、
乾燥ほたて、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ●賞味
期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●栄養成分表示1食（100
ｇ）あたり:エネルギー 371kcal、たんぱく質 6.4ｇ、脂質 0.1ｇ、炭水
化物 86.1ｇ、食塩相当量 2.8ｇ ※この表示値は推定値です。

ひじきご飯

おいしいご飯に
和の風味

¥450（税別価格） 4549373000942（635-188）

●原材料名:うるち米（国産）、小松菜、食塩、風味調味料／調
味料（アミノ酸等） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●
栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 371kcal、たんぱく質 
8.9ｇ、脂質 1.3ｇ、炭水化物 80.9ｇ、食塩相当量 2.3ｇ ※この表示
値は推定値です。

小松菜ご飯

さわやかな風味を
召し上がれ

¥450（税別価格） 4549373000973（635-191）

●原材料名:精米（国産）、鶏卵、昆布エキス、食塩、（一部に卵を
含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:360ｇ ●栄養成分表
示1食（360ｇ）あたり:エネルギー 147kcal、たんぱく質 4.4ｇ、脂質 
2.2ｇ、炭水化物 27.5ｇ、食塩相当量 0.4ｇ ※この表示値は推定
値です。

ふわふわ玉子粥

疲れた身体に
やさしいお粥

¥280（税別価格） 4549373000980（635-240）

●原材料名:うるち米（国産）、乾燥わかめ、食塩、風味調味料／
調味料（アミノ酸等） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ
●栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 372kcal、たんぱ
く質 7.0ｇ、脂質 0.3ｇ、炭水化物 85.3ｇ、食塩相当量 3.0ｇ ※こ
の表示値は推定値です。

わかめご飯

海の香りが
ほんのり漂う

¥450（税別価格） 4549373000959（635-189）

●原材料名:うるち米（国産）、食塩、にんじん、ごぼう、こんにゃく、
しいたけ、風味調味料、たけのこ、料理酒、砂糖、酢、しょうが、乾
燥ほたて、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、水酸化Ca ●賞味
期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●栄養成分表示1食（100
ｇ）あたり:エネルギー 369kcal、たんぱく質 7.3ｇ、脂質 0.2ｇ、炭
水化物 84.4ｇ、食塩相当量 3.3ｇ ※この表示値は推定値です。

五目ご飯

具材たっぷりの
嬉しい一膳

¥450（税別価格） 4549373000966（635-190）

●原材料名:精米（国産）、しらす、梅干（国内製造）、昆布エキス、
みりん／酸化防止剤（V.C） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:
360ｇ ●栄養成分表示1食（360ｇ）あたり:エネルギー 167kcal、た
んぱく質 4.1ｇ、脂質 0.5ｇ、炭水化物 36.5ｇ、食塩相当量 2.2ｇ
※この表示値は推定値です。

梅しらす雑炊

食欲を誘う、
梅の香りと磯の味

¥380（税別価格） 4549373003400（635-733）
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●原材料名:うるち米（国産） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:
100ｇ ●栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 381kcal、た
んぱく質 5.8ｇ、脂質 1.3ｇ、炭水化物 86.6ｇ、食塩相当量 0.05ｇ 
※この表示値は推定値です。

ごはん

これがなければ、
はじまらない

¥350（税別価格） 45493730000935（635-187）

●原材料名:うるち米（国産）、にんじん、食塩、れんこん、ごぼう、
風味調味料、料理酒、乾燥ひじき、砂糖、しいたけ、酢、しょうが、
乾燥ほたて、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、酸味料 ●賞味
期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●栄養成分表示1食（100
ｇ）あたり:エネルギー 371kcal、たんぱく質 6.4ｇ、脂質 0.1ｇ、炭水
化物 86.1ｇ、食塩相当量 2.8ｇ ※この表示値は推定値です。

ひじきご飯

おいしいご飯に
和の風味

¥450（税別価格） 4549373000942（635-188）

●原材料名:うるち米（国産）、小松菜、食塩、風味調味料／調
味料（アミノ酸等） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●
栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 371kcal、たんぱく質 
8.9ｇ、脂質 1.3ｇ、炭水化物 80.9ｇ、食塩相当量 2.3ｇ ※この表示
値は推定値です。

小松菜ご飯

さわやかな風味を
召し上がれ

¥450（税別価格） 4549373000973（635-191）

●原材料名:精米（国産）、鶏卵、昆布エキス、食塩、（一部に卵を
含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:360ｇ ●栄養成分表
示1食（360ｇ）あたり:エネルギー 147kcal、たんぱく質 4.4ｇ、脂質 
2.2ｇ、炭水化物 27.5ｇ、食塩相当量 0.4ｇ ※この表示値は推定
値です。

ふわふわ玉子粥

疲れた身体に
やさしいお粥

¥280（税別価格） 4549373000980（635-240）

●原材料名:うるち米（国産）、乾燥わかめ、食塩、風味調味料／
調味料（アミノ酸等） ●賞味期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ
●栄養成分表示1食（100ｇ）あたり:エネルギー 372kcal、たんぱ
く質 7.0ｇ、脂質 0.3ｇ、炭水化物 85.3ｇ、食塩相当量 3.0ｇ ※こ
の表示値は推定値です。

わかめご飯

海の香りが
ほんのり漂う

¥450（税別価格） 4549373000959（635-189）

●原材料名:うるち米（国産）、食塩、にんじん、ごぼう、こんにゃく、
しいたけ、風味調味料、たけのこ、料理酒、砂糖、酢、しょうが、乾
燥ほたて、植物油脂／調味料（アミノ酸等）、水酸化Ca ●賞味
期限:製造より5年 ●内容量:100ｇ ●栄養成分表示1食（100
ｇ）あたり:エネルギー 369kcal、たんぱく質 7.3ｇ、脂質 0.2ｇ、炭
水化物 84.4ｇ、食塩相当量 3.3ｇ ※この表示値は推定値です。

五目ご飯

具材たっぷりの
嬉しい一膳

¥450（税別価格） 4549373000966（635-190）

●原材料名:精米（国産）、しらす、梅干（国内製造）、昆布エキス、
みりん／酸化防止剤（V.C） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:
360ｇ ●栄養成分表示1食（360ｇ）あたり:エネルギー 167kcal、た
んぱく質 4.1ｇ、脂質 0.5ｇ、炭水化物 36.5ｇ、食塩相当量 2.2ｇ
※この表示値は推定値です。

梅しらす雑炊

食欲を誘う、
梅の香りと磯の味

¥380（税別価格） 4549373003400（635-733）
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●原材料名:水煮大根、ゆで玉子、大判揚げ、こんにゃく、ちく
わ、水煮たけのこ、牛すじ、結び昆布、おでん汁の素（しょうゆ、食
塩、ぶどう糖果糖液糖、かつおエキス、煮干、野菜エキス、たん白
加水分解物、かつお節、さば節、昆布エキス）、水あめ、かつおエ
キス／ソルビトール、加工でんぷん、調味料（アミノ酸等）、水酸
化Ca、酸化防止剤（V.E）、Ｖ.C、（一部に卵・小麦・牛肉・さば・大
豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:330ｇ ●栄養成
分表示1食（330ｇ）あたり:エネルギー 175kcal、たんぱく質 14.7ｇ、
脂質 6.1ｇ、炭水化物 15.4ｇ、食塩相当量 4.1ｇ ※この表示値は
推定値です。

しっかりおでん

心にじんわり、
昭和のおかず

¥380（税別価格） 4549373000997（635-241）

●原材料名:野菜（じゃがいも（国産）、にんじん、玉ねぎ、グリンピー
ス）、牛肉、こんにゃく、しょうゆ、砂糖、水あめ、醸造調味料、チキン
ブイヨン、風味調味料、昆布エキス、かつおエキス、しょうが、清酒
／トレハロース、酸化防止剤（V.C）、水酸化Ca、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に卵・小麦・大豆・牛肉・豚
肉・鶏肉・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:
200ｇ ●栄養成分表示1食（200ｇ）あたり:エネルギー 183kcal、た
んぱく質 8.4ｇ、脂質 5.8ｇ、炭水化物 24.2ｇ、食塩相当量 2.0ｇ ※
この表示値は推定値です。

ごろごろ肉じゃが

笑顔あふれる、
いつもの一品

¥380（税別価格） 4549373001000（635-242）

●原材料名:食肉（牛肉（オーストラリア産、ニュージーランド産、その他）、
豚肉）、玉ねぎ、粒状植物性たん白、つなぎ（パン粉、鶏卵、粉末卵白）、ソ
テーオニオン、糖類、牛乳、しょうゆ、ポークエキス、食塩、発酵調味料、トマ
トペースト、香辛料、ゼラチン、しょうゆ加工品、ポークブイヨン、ワイン／増
粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、ゲル化剤
（増粘多糖類）、乳酸Ca、ソース（玉ねぎ、トマトジュース、デミグラスソー
ス、ぶなしめじ、植物油脂、赤ワイン、砂糖、食塩、おろしにんにく、トマトケ
チャップ、ウスターソース、香辛料／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色
素、酸味料、香料、調味料（アミノ酸等））、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より3年 
●内容量:180ｇ（固形量80ｇ） ●栄養成分表示1食（180ｇ）あたり:エネ
ルギー 231kcal、たんぱく質 9.5ｇ、脂質 14.1ｇ、炭水化物 16.5ｇ、食塩相
当量 2.3ｇ ※この表示値は推定値です。

煮込みハンバーグ

キノコたっぷりの
ソースが決め手

¥430（税別価格） 4549373001055（635-247）

●原材料名:出汁（さばぶし、むろあじぶし、いわし煮干し、かつお
ぶし）、野菜（大根（国産）、にんじん、ごぼう、さといも）、こんにゃく、
乾燥しいたけ、みりん、清酒、しょうゆ、ごま油、食塩／水酸化Ca、
（一部にさば・小麦・大豆・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 
●内容量:310ｇ ●栄養成分表示1食（310ｇ）あたり:エネルギー 
103kcal、たんぱく質 5.9ｇ、脂質 1.6ｇ、炭水化物 16.3ｇ、食塩相
当量 1.5ｇ ※この表示値は推定値です。

ほっこりけんちん汁

大きな具材で、
ほっこり満足

¥450（税別価格） 4549373003394（635-274）

●原材料名:めん（小麦粉、小麦たん白） （国内製造）、添付調味
料（食塩、粉末醤油、澱粉分解物、酵母エキス、ガーリックパウ
ダー、チキンパウダー、砂糖、チキン風味調味料、ジンジャーパウ
ダー、黒胡椒、レッドペッパー、香味食用油）、かやく（キャベツ、わ
かめ）／調味料（アミノ酸等）、かんすい、クチナシ色素、カラメル
色素、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏
肉・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:58.5ｇ（めん
45ｇ） ●栄養成分表示1食（58.5ｇ）あたり:エネルギー202kcal、たん
ぱく質 7.9ｇ、脂質 0.6ｇ、炭水化物 41.3ｇ、食塩相当量 5.4ｇ（め
ん・かやく 0.3ｇ、スープ 5.1ｇ） ※この表示値は推定値です。

醤油ラーメン

わかめたっぷり、
なつかしの一杯

¥600（税別価格） 4549373001154（635-272）

●原材料名:めん（小麦粉、食塩）（国内製造）、添付調味料（粉
末しょう油、風味調味料、デキストリン、食塩、砂糖、たん白加水
分解物、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、こんぶエキスパウ
ダー、魚醤パウダー）、かやく（わかめ、ねぎ）／調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・大豆を含む） ●賞味期
限:製造より3年 ●内容量:55.5ｇ（めん 45ｇ） ●栄養成分表示
1食（55.5ｇ）あたり:エネルギー 200kcal、たんぱく質 6.2ｇ、脂質 
0.5ｇ、炭水化物 42.6ｇ、食塩相当量 3.5ｇ（めん・かやく 0.7ｇ、
スープ 2.8ｇ） ※この表示値は推定値です。

わかめうどん

しみじみ美味い
日本の味

¥600（税別価格） 4549373001161（635-273）

●原材料名:ぶり、大根、しょうゆ、清酒、醸造調味料、しょうが、砂
糖、ぶどう糖果糖液糖、和風だしの素、食塩、（一部に小麦・大豆
を含む） ●原料原産地名:国産（ぶり） ●賞味期限:製造より
3年 ●内容量:200ｇ ●栄養成分表示1食（200ｇ）あたり:エネル
ギー 287kcal、たんぱく質 18.2ｇ、脂質 14.2ｇ、炭水化物 17.9ｇ、
食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

ぶり大根

日本の家庭料理の
決定版

¥430（税別価格） 4549373004933（635-617）

●原材料名:野菜（じゃがいも、にんじん、大根、ねぎ、ごぼう）、豚
肉（国産、カナダ産）、米味噌、こんにゃく、混合節エキス、昆布エ
キス、かつおエキス、ポークエキス／加工デンプン、調味料（アミノ
酸等）、酸化防止剤（V.E）、水酸化Ca、（一部に豚肉・大豆・さば
を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:300ｇ ●栄養成
分表示1食（300ｇ）あたり:エネルギー 146kcal、たんぱく質 8.1
ｇ、脂質 7.2ｇ、炭水化物 12.3ｇ、食塩相当量 2.5ｇ ※この表示
値は推定値です。

まんぞく豚汁

滋味深い味わいで
ホッと一息

¥380（税別価格） 4549373001017（635-243）
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●原材料名:水煮大根、ゆで玉子、大判揚げ、こんにゃく、ちく
わ、水煮たけのこ、牛すじ、結び昆布、おでん汁の素（しょうゆ、食
塩、ぶどう糖果糖液糖、かつおエキス、煮干、野菜エキス、たん白
加水分解物、かつお節、さば節、昆布エキス）、水あめ、かつおエ
キス／ソルビトール、加工でんぷん、調味料（アミノ酸等）、水酸
化Ca、酸化防止剤（V.E）、Ｖ.C、（一部に卵・小麦・牛肉・さば・大
豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:330ｇ ●栄養成
分表示1食（330ｇ）あたり:エネルギー 175kcal、たんぱく質 14.7ｇ、
脂質 6.1ｇ、炭水化物 15.4ｇ、食塩相当量 4.1ｇ ※この表示値は
推定値です。

しっかりおでん

心にじんわり、
昭和のおかず

¥380（税別価格） 4549373000997（635-241）

●原材料名:野菜（じゃがいも（国産）、にんじん、玉ねぎ、グリンピー
ス）、牛肉、こんにゃく、しょうゆ、砂糖、水あめ、醸造調味料、チキン
ブイヨン、風味調味料、昆布エキス、かつおエキス、しょうが、清酒
／トレハロース、酸化防止剤（V.C）、水酸化Ca、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に卵・小麦・大豆・牛肉・豚
肉・鶏肉・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:
200ｇ ●栄養成分表示1食（200ｇ）あたり:エネルギー 183kcal、た
んぱく質 8.4ｇ、脂質 5.8ｇ、炭水化物 24.2ｇ、食塩相当量 2.0ｇ ※
この表示値は推定値です。

ごろごろ肉じゃが

笑顔あふれる、
いつもの一品

¥380（税別価格） 4549373001000（635-242）

●原材料名:食肉（牛肉（オーストラリア産、ニュージーランド産、その他）、
豚肉）、玉ねぎ、粒状植物性たん白、つなぎ（パン粉、鶏卵、粉末卵白）、ソ
テーオニオン、糖類、牛乳、しょうゆ、ポークエキス、食塩、発酵調味料、トマ
トペースト、香辛料、ゼラチン、しょうゆ加工品、ポークブイヨン、ワイン／増
粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na）、ゲル化剤
（増粘多糖類）、乳酸Ca、ソース（玉ねぎ、トマトジュース、デミグラスソー
ス、ぶなしめじ、植物油脂、赤ワイン、砂糖、食塩、おろしにんにく、トマトケ
チャップ、ウスターソース、香辛料／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色
素、酸味料、香料、調味料（アミノ酸等））、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より3年 
●内容量:180ｇ（固形量80ｇ） ●栄養成分表示1食（180ｇ）あたり:エネ
ルギー 231kcal、たんぱく質 9.5ｇ、脂質 14.1ｇ、炭水化物 16.5ｇ、食塩相
当量 2.3ｇ ※この表示値は推定値です。

煮込みハンバーグ

キノコたっぷりの
ソースが決め手

¥430（税別価格） 4549373001055（635-247）

●原材料名:出汁（さばぶし、むろあじぶし、いわし煮干し、かつお
ぶし）、野菜（大根（国産）、にんじん、ごぼう、さといも）、こんにゃく、
乾燥しいたけ、みりん、清酒、しょうゆ、ごま油、食塩／水酸化Ca、
（一部にさば・小麦・大豆・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 
●内容量:310ｇ ●栄養成分表示1食（310ｇ）あたり:エネルギー 
103kcal、たんぱく質 5.9ｇ、脂質 1.6ｇ、炭水化物 16.3ｇ、食塩相
当量 1.5ｇ ※この表示値は推定値です。

ほっこりけんちん汁

大きな具材で、
ほっこり満足

¥450（税別価格） 4549373003394（635-274）

●原材料名:めん（小麦粉、小麦たん白） （国内製造）、添付調味
料（食塩、粉末醤油、澱粉分解物、酵母エキス、ガーリックパウ
ダー、チキンパウダー、砂糖、チキン風味調味料、ジンジャーパウ
ダー、黒胡椒、レッドペッパー、香味食用油）、かやく（キャベツ、わ
かめ）／調味料（アミノ酸等）、かんすい、クチナシ色素、カラメル
色素、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏
肉・ごまを含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:58.5ｇ（めん
45ｇ） ●栄養成分表示1食（58.5ｇ）あたり:エネルギー202kcal、たん
ぱく質 7.9ｇ、脂質 0.6ｇ、炭水化物 41.3ｇ、食塩相当量 5.4ｇ（め
ん・かやく 0.3ｇ、スープ 5.1ｇ） ※この表示値は推定値です。

醤油ラーメン

わかめたっぷり、
なつかしの一杯

¥600（税別価格） 4549373001154（635-272）

●原材料名:めん（小麦粉、食塩）（国内製造）、添付調味料（粉
末しょう油、風味調味料、デキストリン、食塩、砂糖、たん白加水
分解物、酵母エキス、しいたけエキスパウダー、こんぶエキスパウ
ダー、魚醤パウダー）、かやく（わかめ、ねぎ）／調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・大豆を含む） ●賞味期
限:製造より3年 ●内容量:55.5ｇ（めん 45ｇ） ●栄養成分表示
1食（55.5ｇ）あたり:エネルギー 200kcal、たんぱく質 6.2ｇ、脂質 
0.5ｇ、炭水化物 42.6ｇ、食塩相当量 3.5ｇ（めん・かやく 0.7ｇ、
スープ 2.8ｇ） ※この表示値は推定値です。

わかめうどん

しみじみ美味い
日本の味

¥600（税別価格） 4549373001161（635-273）

●原材料名:ぶり、大根、しょうゆ、清酒、醸造調味料、しょうが、砂
糖、ぶどう糖果糖液糖、和風だしの素、食塩、（一部に小麦・大豆
を含む） ●原料原産地名:国産（ぶり） ●賞味期限:製造より
3年 ●内容量:200ｇ ●栄養成分表示1食（200ｇ）あたり:エネル
ギー 287kcal、たんぱく質 18.2ｇ、脂質 14.2ｇ、炭水化物 17.9ｇ、
食塩相当量 2.1ｇ ※この表示値は推定値です。

ぶり大根

日本の家庭料理の
決定版

¥430（税別価格） 4549373004933（635-617）

●原材料名:野菜（じゃがいも、にんじん、大根、ねぎ、ごぼう）、豚
肉（国産、カナダ産）、米味噌、こんにゃく、混合節エキス、昆布エ
キス、かつおエキス、ポークエキス／加工デンプン、調味料（アミノ
酸等）、酸化防止剤（V.E）、水酸化Ca、（一部に豚肉・大豆・さば
を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:300ｇ ●栄養成
分表示1食（300ｇ）あたり:エネルギー 146kcal、たんぱく質 8.1
ｇ、脂質 7.2ｇ、炭水化物 12.3ｇ、食塩相当量 2.5ｇ ※この表示
値は推定値です。

まんぞく豚汁

滋味深い味わいで
ホッと一息

¥380（税別価格） 4549373001017（635-243）
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●原材料名:添付もどし水、乾燥もち（でん粉（国内製造）、乳糖、粉末
水あめ、米粉、粉末酒／トレハロース）、黒みつ（液糖、果糖ぶどう糖液
糖、黒砂糖、三温糖、水飴／カラメル色素）、きな粉（砂糖、きなこ、食
塩）、（一部に乳成分・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容
量:148ｇ（水85ｇ×1、乾燥もち8ｇ×6、黒みつ8ｇ×1、きな粉7ｇ×1） 
●栄養成分表示1食（148ｇ）あたり:エネルギー 223kcal、たんぱく質 
0.98ｇ、脂質 0.77ｇ、炭水化物 53.2ｇ、食塩相当量 0.04ｇ ※この
表示値は推定値です。

黒みつきなこ餅

お腹もうれしい
満足スイーツ

¥400（税別価格） 4549373001024（635-244）

●原材料名:添付もどし水、乾燥もち（でん粉（国内製造）、乳糖、粉末
水あめ、米粉、粉末酒／トレハロース）、あん顆粒（砂糖、粉末あん、小
倉あん、粉末水飴、でん粉、食塩／増粘剤（キサンタンガム））、（一部に
乳成分を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:153ｇ（水85ｇ×
1、乾燥もち8ｇ×6、あん粒20ｇ） ●栄養成分表示1食（153ｇ）あたり:
エネルギー 249kcal、たんぱく質 0.92ｇ、脂質 0.24ｇ、炭水化物 60.74
ｇ、食塩相当量 0.11ｇ ※この表示値は推定値です。

あんこ餅

昔ながらの、
くせになる甘味

¥400（税別価格） 4549373001031（635-245）

●原材料名:小麦粉、ファットスプレッド、砂糖、マーガリン、卵、乳等を主
要原料とする食品、食物繊維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／
乳化剤、香料、着色料（カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含
む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表示1缶（2
個）あたり:エネルギー 355kcal、たんぱく質 7.2ｇ、脂質 14.2ｇ、炭水化
物 49.6ｇ、食塩相当量 1.0ｇ ※この表示値は推定値です。

プレーンデニッシュ

ふわふわな食感が
ごちそう

¥600（税別価格） 4549373004711（636-567）

●原材料名:小麦粉、チョコレートフラワーペースト、ファットスプレッド、砂
糖、準チョコレート、マーガリン、卵、乳等を主要原料とする食品、食物繊
維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／加工でんぷん、乳化剤、香料、
増粘多糖類、pH調整剤、着色料(カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表
示1缶（2個）あたり:エネルギー 360kcal、たんぱく質 6.6ｇ、脂質 16.1
ｇ、炭水化物 47.1ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示値は推定値です。

チョコデニッシュ

大人も子どもも
これに夢中

¥600（税別価格） 4549373004698（636-565）

●原材料名:小麦粉、メープル風味フラワーペースト、ファットスプレッド、
メープルシュガー、マーガリン、砂糖、卵、乳等を主要原料とする食品、食
物繊維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／加工でんぷん、香料、乳
化剤、着色料（カラメル、カロチン）、増粘多糖類、pH調整剤、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2
個 ●栄養成分表示1缶（2個）あたり:エネルギー 364kcal、たんぱく質 
6.9ｇ、脂質 14.0ｇ、炭水化物 52.6ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示
値は推定値です。

メープルデニッシュ

上品な甘さが
ふんわり香る

¥600（税別価格） 4549373004704（636-566）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、砂糖、殺菌凍結卵黄（卵黄、砂糖）、
卵、小豆、ファットスプレッド、加工油脂、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を
主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、食塩、パン酵母、糖加工品
（異性化液糖、デキストリン）／乳化剤、香料、増粘剤（キサンタン）、調
味料（アミノ酸）、加工澱粉、酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色
料（抽出カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●原料原
産地名：国内製造（小麦粉）●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 
●栄養成分表示1缶（2個）あたり:エネルギー 369kcal、たんぱく質 8.3
ｇ、脂質 15.5ｇ、炭水化物 49.0ｇ、食塩相当量 0.7ｇ ※この表示値
は推定値です。

あずきマフィン

しっとりなじんだ
和の甘味

¥500（税別価格） 4549373004957（636-037）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、プロセスチーズ、殺菌凍結卵黄（卵
黄、砂糖）、卵、砂糖、ファットスプレッド、加工油脂、ナチュラルチーズ、
脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液
糖、食塩、パン酵母、糖加工品（異性化液糖、デキストリン）／乳化剤、
香料、セルロース、増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸）、加工澱粉、
酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色料（抽出カロチン）、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●原料原産地名:国内製造（小麦粉） 
●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表示1缶（2個）
あたり:エネルギー 377kcal、たんぱく質 12.6ｇ、脂質 21.0ｇ、炭水化
物 34.4ｇ、食塩相当量 1.6ｇ ※この表示値は推定値です。

チーズマフィン

ダイスチーズが
ゴロゴロ濃厚

¥500（税別価格） 4549373004964（636-038）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、フルーツ洋酒漬（オレンジ皮、グラ
ニュー糖、洋酒）、殺菌凍結卵黄（卵黄、砂糖）、卵、砂糖、ファットスプ
レッド、加工油脂、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、
果糖ぶどう糖液糖、食塩、パン酵母、糖加工品（異性化液糖、デキスト
リン）／乳化剤、香料、増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸）、加工澱
粉、酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色料（抽出カロチン）、（一
部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む） ●原料原産地名:国内製
造（小麦粉） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表
示1缶（2個）あたり:エネルギー 367kcal、たんぱく質 6.7ｇ、脂質 15.0
ｇ、炭水化物 51.3ｇ、食塩相当量 0.7ｇ ※この表示値は推定値です。

オレンジマフィン

甘酸っぱさが
爽やかに香る

¥500（税別価格） 4549373004971（636-039）
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●原材料名:添付もどし水、乾燥もち（でん粉（国内製造）、乳糖、粉末
水あめ、米粉、粉末酒／トレハロース）、黒みつ（液糖、果糖ぶどう糖液
糖、黒砂糖、三温糖、水飴／カラメル色素）、きな粉（砂糖、きなこ、食
塩）、（一部に乳成分・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容
量:148ｇ（水85ｇ×1、乾燥もち8ｇ×6、黒みつ8ｇ×1、きな粉7ｇ×1） 
●栄養成分表示1食（148ｇ）あたり:エネルギー 223kcal、たんぱく質 
0.98ｇ、脂質 0.77ｇ、炭水化物 53.2ｇ、食塩相当量 0.04ｇ ※この
表示値は推定値です。

黒みつきなこ餅

お腹もうれしい
満足スイーツ

¥400（税別価格） 4549373001024（635-244）

●原材料名:添付もどし水、乾燥もち（でん粉（国内製造）、乳糖、粉末
水あめ、米粉、粉末酒／トレハロース）、あん顆粒（砂糖、粉末あん、小
倉あん、粉末水飴、でん粉、食塩／増粘剤（キサンタンガム））、（一部に
乳成分を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:153ｇ（水85ｇ×
1、乾燥もち8ｇ×6、あん粒20ｇ） ●栄養成分表示1食（153ｇ）あたり:
エネルギー 249kcal、たんぱく質 0.92ｇ、脂質 0.24ｇ、炭水化物 60.74
ｇ、食塩相当量 0.11ｇ ※この表示値は推定値です。

あんこ餅

昔ながらの、
くせになる甘味

¥400（税別価格） 4549373001031（635-245）

●原材料名:小麦粉、ファットスプレッド、砂糖、マーガリン、卵、乳等を主
要原料とする食品、食物繊維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／
乳化剤、香料、着色料（カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含
む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表示1缶（2
個）あたり:エネルギー 355kcal、たんぱく質 7.2ｇ、脂質 14.2ｇ、炭水化
物 49.6ｇ、食塩相当量 1.0ｇ ※この表示値は推定値です。

プレーンデニッシュ

ふわふわな食感が
ごちそう

¥600（税別価格） 4549373004711（636-567）

●原材料名:小麦粉、チョコレートフラワーペースト、ファットスプレッド、砂
糖、準チョコレート、マーガリン、卵、乳等を主要原料とする食品、食物繊
維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／加工でんぷん、乳化剤、香料、
増粘多糖類、pH調整剤、着色料(カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表
示1缶（2個）あたり:エネルギー 360kcal、たんぱく質 6.6ｇ、脂質 16.1
ｇ、炭水化物 47.1ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示値は推定値です。

チョコデニッシュ

大人も子どもも
これに夢中

¥600（税別価格） 4549373004698（636-565）

●原材料名:小麦粉、メープル風味フラワーペースト、ファットスプレッド、
メープルシュガー、マーガリン、砂糖、卵、乳等を主要原料とする食品、食
物繊維、食塩、パン酵母、果糖ぶどう糖液糖／加工でんぷん、香料、乳
化剤、着色料（カラメル、カロチン）、増粘多糖類、pH調整剤、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2
個 ●栄養成分表示1缶（2個）あたり:エネルギー 364kcal、たんぱく質 
6.9ｇ、脂質 14.0ｇ、炭水化物 52.6ｇ、食塩相当量 0.8ｇ ※この表示
値は推定値です。

メープルデニッシュ

上品な甘さが
ふんわり香る

¥600（税別価格） 4549373004704（636-566）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、砂糖、殺菌凍結卵黄（卵黄、砂糖）、
卵、小豆、ファットスプレッド、加工油脂、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を
主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、食塩、パン酵母、糖加工品
（異性化液糖、デキストリン）／乳化剤、香料、増粘剤（キサンタン）、調
味料（アミノ酸）、加工澱粉、酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色
料（抽出カロチン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●原料原
産地名：国内製造（小麦粉）●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 
●栄養成分表示1缶（2個）あたり:エネルギー 369kcal、たんぱく質 8.3
ｇ、脂質 15.5ｇ、炭水化物 49.0ｇ、食塩相当量 0.7ｇ ※この表示値
は推定値です。

あずきマフィン

しっとりなじんだ
和の甘味

¥500（税別価格） 4549373004957（636-037）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、プロセスチーズ、殺菌凍結卵黄（卵
黄、砂糖）、卵、砂糖、ファットスプレッド、加工油脂、ナチュラルチーズ、
脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液
糖、食塩、パン酵母、糖加工品（異性化液糖、デキストリン）／乳化剤、
香料、セルロース、増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸）、加工澱粉、
酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色料（抽出カロチン）、（一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ●原料原産地名:国内製造（小麦粉） 
●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表示1缶（2個）
あたり:エネルギー 377kcal、たんぱく質 12.6ｇ、脂質 21.0ｇ、炭水化
物 34.4ｇ、食塩相当量 1.6ｇ ※この表示値は推定値です。

チーズマフィン

ダイスチーズが
ゴロゴロ濃厚

¥500（税別価格） 4549373004964（636-038）

●原材料名:小麦粉、マーガリン、フルーツ洋酒漬（オレンジ皮、グラ
ニュー糖、洋酒）、殺菌凍結卵黄（卵黄、砂糖）、卵、砂糖、ファットスプ
レッド、加工油脂、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、
果糖ぶどう糖液糖、食塩、パン酵母、糖加工品（異性化液糖、デキスト
リン）／乳化剤、香料、増粘剤（キサンタン）、調味料（アミノ酸）、加工澱
粉、酸化防止剤（V.E）、pH調整剤、酵素、着色料（抽出カロチン）、（一
部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む） ●原料原産地名:国内製
造（小麦粉） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:2個 ●栄養成分表
示1缶（2個）あたり:エネルギー 367kcal、たんぱく質 6.7ｇ、脂質 15.0
ｇ、炭水化物 51.3ｇ、食塩相当量 0.7ｇ ※この表示値は推定値です。

オレンジマフィン

甘酸っぱさが
爽やかに香る

¥500（税別価格） 4549373004971（636-039）
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牛丼
出汁のきいた

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（たまねぎ、長ねぎ）、牛肉（オーストラリ
ア産）、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、しょうが、清酒、昆布エキス、かつお節エキ
ス調味料、ポークエキス調味料、チキンエキス調味料、にんにく、食塩／増粘
剤（加工でんぷん）、（一部に小麦･牛肉･大豆・鶏肉･豚肉を含む）　アルファ
化米（白飯）:うるち米（国産） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:365ｇ（ど
んぶりもののもと:285ｇ、アルファ化米:80ｇ） ●栄養成分表示1食（365ｇ）
あたり:エネルギー 534kcal、たんぱく質 17.4ｇ、脂質 11.1ｇ、炭水化物 88.3
ｇ、食塩相当量 1.6ｇ ※この表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003417（635-718）

鶏ごぼう丼
素材を活かした

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（にんじん、ごぼう）、鶏肉（ブラジル産）、
しょうゆ、チキンブロス、清酒、醸造調味料、かつお節エキス調味料、昆布エキ
ス、食塩、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） アルファ化米（白飯）:うるち米（国
産） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:250ｇ（どんぶりもののもと:170ｇ、ア
ルファ化米:80ｇ） ●栄養成分表示1食（250ｇ）あたり:エネルギー 376kcal、
たんぱく質 13.2ｇ、脂質 3.2ｇ、炭水化物 72.6ｇ、食塩相当量 1.2ｇ ※この
表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003424（635-719）

IZAMESHI DONはボリューム満点の長期保存食です。

セットの具材とご飯を混ぜるだけで簡単にお召し上がりいただけます。
カレー丼
和風出汁の

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（玉ねぎ、大根、にんじん、ひらたけ）、鶏肉
（ブラジル産）、ソテーオニオン、チキンエキス、かつお風味調味料、砂糖、みりん、
セロリ、食用油脂、しょうゆ、チキン風味調味料、にんじんペースト、チャツネ、昆布
エキス、カレー粉、味噌、ジンジャーペースト、食塩、かつお節、ガーリックペースト、
酵母エキス、香辛料／増粘剤（加工でんぷん）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・りん
ご・ゼラチンを含む） アルファ化米（白飯）:うるち米（国産） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:310ｇ（どんぶりもののもと:230ｇ、アルファ化米:80ｇ） ●栄養
成分表示1食（310ｇ）あたり:エネルギー 524kcal、たんぱく質 21.6ｇ、脂質 9.2
ｇ、炭水化物 91.4ｇ、食塩相当量 2.8ｇ ※この表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003431（635-720）

化学調味料
不使用

ご飯付 お 水
不 要

常温可
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牛丼
出汁のきいた

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（たまねぎ、長ねぎ）、牛肉（オーストラリ
ア産）、しょうゆ、砂糖、醸造調味料、しょうが、清酒、昆布エキス、かつお節エキ
ス調味料、ポークエキス調味料、チキンエキス調味料、にんにく、食塩／増粘
剤（加工でんぷん）、（一部に小麦･牛肉･大豆・鶏肉･豚肉を含む）　アルファ
化米（白飯）:うるち米（国産） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:365ｇ（ど
んぶりもののもと:285ｇ、アルファ化米:80ｇ） ●栄養成分表示1食（365ｇ）
あたり:エネルギー 534kcal、たんぱく質 17.4ｇ、脂質 11.1ｇ、炭水化物 88.3
ｇ、食塩相当量 1.6ｇ ※この表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003417（635-718）

鶏ごぼう丼
素材を活かした

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（にんじん、ごぼう）、鶏肉（ブラジル産）、
しょうゆ、チキンブロス、清酒、醸造調味料、かつお節エキス調味料、昆布エキ
ス、食塩、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） アルファ化米（白飯）:うるち米（国
産） ●賞味期限:製造より3年 ●内容量:250ｇ（どんぶりもののもと:170ｇ、ア
ルファ化米:80ｇ） ●栄養成分表示1食（250ｇ）あたり:エネルギー 376kcal、
たんぱく質 13.2ｇ、脂質 3.2ｇ、炭水化物 72.6ｇ、食塩相当量 1.2ｇ ※この
表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003424（635-719）

IZAMESHI DONはボリューム満点の長期保存食です。

セットの具材とご飯を混ぜるだけで簡単にお召し上がりいただけます。
カレー丼
和風出汁の

●原材料名:どんぶりもののもと:野菜（玉ねぎ、大根、にんじん、ひらたけ）、鶏肉
（ブラジル産）、ソテーオニオン、チキンエキス、かつお風味調味料、砂糖、みりん、
セロリ、食用油脂、しょうゆ、チキン風味調味料、にんじんペースト、チャツネ、昆布
エキス、カレー粉、味噌、ジンジャーペースト、食塩、かつお節、ガーリックペースト、
酵母エキス、香辛料／増粘剤（加工でんぷん）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・りん
ご・ゼラチンを含む） アルファ化米（白飯）:うるち米（国産） ●賞味期限:製造よ
り3年 ●内容量:310ｇ（どんぶりもののもと:230ｇ、アルファ化米:80ｇ） ●栄養
成分表示1食（310ｇ）あたり:エネルギー 524kcal、たんぱく質 21.6ｇ、脂質 9.2
ｇ、炭水化物 91.4ｇ、食塩相当量 2.8ｇ ※この表示値は推定値です。

¥950（税別価格） 4549373003431（635-720）

化学調味料
不使用

ご飯付 お 水
不 要

常温可
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おやつにも、備蓄にも。

持ち歩ける保存食の新提案。

小腹を満たすおやつとして。災害時の備蓄として。

仕事の日もプライベートも、手軽に持ち運べる小さな相棒です。

チョコバー

５つの穀物入りで
満足感たっぷりのチョコバー

Chocolate Bar

米（白米、玄米）、オーツ麦、はと麦、大豆、とうもろこし

●原材料名:砂糖（国内製造）、ココアバター、カカオマス、コーンフ
レーク、全粉乳、白米パフ、水あめ、オーツフレーク、脱脂粉乳、発芽
玄米パフ、はと麦パフ、大豆パフ、マルトース、ゼラチン／乳化剤、香
料、（一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より2
年 ●内容量:9本（60ｇ以上・個包装込） ●栄養成分表示（100ｇ
あたり）:エネルギー 518kcal、たんぱく質 5.8ｇ、脂質 33.0ｇ、炭水
化物 49.5ｇ、糖質 47.0ｇ、食物繊維 2.5ｇ、食塩相当量 0.3ｇ ※
この表示値は推定値です。

¥500（税別価格） 4549373002908（635-625）

フルーツドロップ

６つの味が楽しめる
カラフルなフルーツドロップ

Fruit Drops

イチゴ、オレンジ、レモン、メロン、ブドウ、ハッカ

●原材料名:砂糖(国内製造）、水あめ／酸味料、香料、着色料（ブ
ドウ果皮、ウコン、アカダイコン、パプリカ、ベニコウジ黄、クチナシ青） 
●賞味期限:製造より5年 ●内容量:12粒 ●栄養成分表示（100ｇ
あたり）:エネルギー 392kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 
97.9ｇ、食塩相当量 0ｇ ※この表示値は推定値です。

¥250（税別価格） 4549373002915（635-626）
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おやつにも、備蓄にも。

持ち歩ける保存食の新提案。

小腹を満たすおやつとして。災害時の備蓄として。

仕事の日もプライベートも、手軽に持ち運べる小さな相棒です。

チョコバー

５つの穀物入りで
満足感たっぷりのチョコバー

Chocolate Bar

米（白米、玄米）、オーツ麦、はと麦、大豆、とうもろこし

●原材料名:砂糖（国内製造）、ココアバター、カカオマス、コーンフ
レーク、全粉乳、白米パフ、水あめ、オーツフレーク、脱脂粉乳、発芽
玄米パフ、はと麦パフ、大豆パフ、マルトース、ゼラチン／乳化剤、香
料、（一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む） ●賞味期限:製造より2
年 ●内容量:9本（60ｇ以上・個包装込） ●栄養成分表示（100ｇ
あたり）:エネルギー 518kcal、たんぱく質 5.8ｇ、脂質 33.0ｇ、炭水
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Fruit Drops
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７年間おいしさそのまま

自然が育てた天然の弱アルカリイオン水を

非加熱でそのままボトリング

地下300mから汲み上げた
加熱殺菌不要の純度。

不純物がないからできる
7年という長期保存。

島根県金城の自然が育んだ
豊富なミネラル。

日常の食生活をサポートする
弱アルカリイオン水。

●原材料名:水（鉱泉水） ●賞味期限:製造より7年 ●内容量:
500ml／2000ml ●栄養成分表示（100mlあたり）:エネルギー 
0kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 0ｇ、食塩相当量 0.01
ｇ、カルシウム 2.0mｇ、マグネシウム 0mｇ、カリウム 0.04mｇ

地下300m、花崗岩の下で大自然が長年かけてつくり出した「7年保
存水」は、不純物をほとんど含まないため加熱殺菌が不要。つまり、
加熱によって、水の美味しさであるミネラル分が失われることがありま
せん。自然の成分をそのまま残す純天然水は、加熱処理した水と違
い、なめらかな口あたりと水本来の美味しさをお楽しみいただけます。

島根県金城（かなぎ）町は、豊かな自然に囲まれた温泉地帯。昔から雨
が多く、地表から吸い込まれた水が大自然の濾過作用により、天然のミ
ネラル成分を含んだ“活きた水”として埋蔵されてきました。地元では良
質の温泉地帯としても知られ「飲んで良し、入浴して良し。」の湯として
親しまれています。また、公的機関の分析調査により放射性ヨウ素・放
射性セシウム不検出の安全性も実証されています。
※分析機関：財団法人 日本食品分析センター

「7年保存水」は、pH値8.2～8.4の弱アルカリ性。水分補給とリフ
レッシュにおすすめです。アルカリイオン水は電気分解によって人
工的に作ることもできますが、人工的なアルカリイオン水は時間と
共にpH値が下がっていきます。一方、「7年保存水」は非加熱のま
まボトリングしており、水の成分が変化することがないため、7年経過
してもpH値に変化がない純天然のアルカリイオン水なのです。

「7年保存水」は、数百年～数千年の歳月をかけて地下300mか
ら噴出した不純物をほとんど含まない高品質な地下水を、外気に
触れることなく無菌状態でボトリングしています。その結果、公的
機関での分析検査でも、7年経過した製品の「pH値」「硬度」「ミ
ネラル成分」にほぼ変化が無く、不純物も検出されないことが実
証されています。「7年経っても美味しさ・成分そのまま」の長期保
存可能な製品です。

7年保存水 500ml / 2L

いざという時の
必需品

¥300（税別価格）4549373001185（635-185）

¥150（税別価格）

2L

500ml 4549373001178（635-183）

箱販売（6本入り）もございます

箱販売（24本入り）もございます2015年モンドセレクション金賞受賞
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※原材料はセット内容の原材料表記をご参照ください。

イザメシシリーズ商品の数々を詰め込んだ

イザメシキャリーボックス。

持ち運びに便利な肩掛け仕様のうえ、箱を簡易テーブルとしても活用可能。

紙皿とスプーンも同梱していますので、緊急時に重宝します。自宅や会社での備蓄用はもちろん、

お世話になっている方へのギフトとしてもお役立てください。

IZAMESHI Deli × 8
PAPER SPOON × 4
PAPER DISH × 2

イザメシ
キャリーボックスDeli

［IZAMESHI Deli × 8］きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトの
スープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ト
ロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風
煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー、りんごが決め手の生姜焼き

紙皿×2、スプーン×4
箱寸法（持ち手除く）：W34.5×D33.3×H6cm

¥5,000（税別価格） 4549373003547（635-765）

IZAMESHI Deli × 8
IZAMESHI DON × 3
PAPER SPOON × 4
PAPER DISH × 3

イザメシ
キャリーボックスDeli DON

［IZAMESHI Deli × 8］きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトの
スープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ト
ロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風
煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー、りんごが決め手の生姜焼き
［IZAMESHI DON × 3］牛丼、鶏ごぼう丼、カレー丼

紙皿×3、スプーン×4
箱寸法（持ち手除く）：W52.4×D35×H6.3cm

¥8,000（税別価格） 4549373003554（635-766）
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イザメシ スピードセット

水も使わず、ささっと完成

¥2,000（税別価格） 4549373001109（635-180）

×2

※原材料はセット内容の原材料表記をご参照ください。

・スピードセット

・ヘルシーセット

・Deli和風セット

・Deli洋風セット

・ごはんセット

・おかずセット

・スイーツ・パンセット

・うどん3缶セット

ごはん、ひじきご飯、わかめご飯、ふわふわ玉子粥、梅しらす雑炊、しっかりお
でん、ごろごろ肉じゃが、まんぞく豚汁、ぶり大根、煮込みハンバーグ、ほっこり
けんちん汁、きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトのスープリゾット、名
古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、ごろごろ野菜のビーフシチュー、
ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー、あずきマフィン、チーズマフィ
ン、オレンジマフィン、黒みつきなこ餅、あんこ餅…21種類各1個
箱寸法:W20.5×D40×H21.6cm 

1人3日分の保存食セット。ご家庭のランチ、職場の残
業飯などに。普段使いができる引き出しタイプ。食べた
ら補充するローリングストックにも便利です。　

（セット内容）
・プレーンデニッシュ　・しっかりおでん　
・ふわふわ玉子粥　　・ごろごろ肉じゃが　
・7年保存水 500ml
箱寸法（持ち手除く）：W27×D13×H17.5cm

イザメシ ヘルシーセット

疲れた身体に、やさしい食事

¥2,400（税別価格） 4549373001116（635-181）

（セット内容）
・まんぞく豚汁　・わかめうどん　・五目ご飯　
・ぶり大根　・7年保存水 500ml
箱寸法（持ち手除く）：W27×D13×H17.5cm

イザメシ パワーセット

緊急時こそ、しっかりと食べて

¥2,900（税別価格） 4549373001123（635-182）

（セット内容）
・ごはん　・煮込みハンバーグ　・醤油ラーメン
・メープルデニッシュ　・黒みつきなこ餅　
・7年保存水 500ml
箱寸法（持ち手除く）：W27×D13×H17.5cm

DAILY IZAMESHI

¥10,000（税別価格） 4549373004087（636-519）

●ごはん6種：ごはん、ひじきご飯、わかめご飯、五目ご飯、小松菜ご飯、ふわ
ふわ玉子粥…各4個 ●おかず4種：しっかりおでん、煮込みハンバーグ、ご
ろごろ肉じゃが…各4個、まんぞく豚汁…8個 ●スイーツ1種：黒みつきなこ
餅…4個 ●パン3種：プレーンデニッシュ、チョコデニッシュ、メープルデニッ
シュ…各4個 
箱寸法：W37×D32.5×H21cm 

４人家族が3日間過ごせる保存食セット2箱（1日3食、
36食分相当）。ごはん、おかず、デザートなど計60品を
詰め合わせました。

HOME IZAMESHI

¥26,320（税別価格） 4549373002625（635-569）

大切な人に、“もしも”の備えと安心を贈ろう。
8種類の中からお好きなIZAMESHIセットをお選びいた
だけるギフトです。

イザメシ ギフトカード

¥3,000（税別価格） 4549373003790（273-527）
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杉田エース株式会社  https://izameshi.com
掲載商品の仕様・価格は予告なく変更することがございますのでご了承ください。  1200619
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