
商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

775 種類別：アイスクリーム  NZ⼯場

無脂乳固形分：9.0%

乳脂肪分：9.5％

容量：800ml  ケース：12⼊り

商品サイズ：124×180×60mm  494ｇ エネルギー 213kcal
ケースサイズ：248×528×130mm 6256ｇ たんぱく質 3.3ｇ

脂質 9.9ｇ
炭⽔化物 27.8g

EG80 ⾷塩相当量 0.2g
776 種類別：アイスクリーム  NZ⼯場

無脂乳固形分：9.0%

乳脂肪分：9.0％ ﾁｮｺﾚｰﾄ脂肪分0.2%

容量：800ml  ケース：12⼊り

商品サイズ：124×180×60mm  473ｇ エネルギー 213kcal
ケースサイズ：248×528×130mm 6004ｇ たんぱく質 3.9ｇ

脂質 10.1ｇ
炭⽔化物 26.1g

EG80 ⾷塩相当量 0.2g
774 種類別：アイスクリーム  NZ⼯場

無脂乳固形分：9.5%

乳脂肪分：10.0％

容量：800ml  ケース：12⼊り

商品サイズ：124×180×60mm  490ｇ エネルギー 199kcal
ケースサイズ：248×528×130mm 6010ｇ たんぱく質 3.5ｇ

脂質 10.3ｇ
炭⽔化物 23.3g

EG80 ⾷塩相当量 0.2g

ニュージーランド エメラルド
チョコレートホーキーポーキー

⽣乳、乳製品、砂糖、キャラ
メル（砂糖、⽔飴、植物油
脂、バター、⾷塩）、⽔飴、
ココアパウダー、デキスト
ロース／乳化剤、安定剤（増
粘多糖類）、（⼀部に乳成
分・ゼラチンを含む）

乳・ゼラチン

酪農⼤国ニュージーランドの天然の牧草
で育った乳⽜から搾った安全で新鮮な⽣
乳をふんだんに使⽤したチョコレートア
イスクリームにキャラメル粒をいれまし
た。原料⼿配〜パッケージングまですべ
てニュージーランドで⾏う本場仕込のア
イスクリーム。

栄養成分（100g当たり）

ニュージーランド エメラルド
バニラ

⽣乳、乳製品、砂糖、⽔飴、
デキストロース／安定剤（増
粘多糖類）、乳化剤、⾹料、
着⾊料（カロテン）、（⼀部
に乳成分を含む）

乳

酪農⼤国ニュージーランドの新鮮で安全
な⽣乳をふんだんに使⽤したアイスク
リームです。ミルク感のあるなめらかな
⾆触りのバニラアイスクリームです。原
料⼿配〜パッケージングまですべて
ニュージーランドで⾏う本場仕込のアイ
スクリーム。

栄養成分（100g当たり）
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ニュージーランド エメラルド
ホーキーポーキー

⽣乳、乳製品、砂糖、キャラ
メル（砂糖、⽔飴、植物油
脂、バター、⾷塩）、⽔飴、
デキストロース／⾹料、安定
剤（増粘多糖類）、乳化剤、
着⾊料（カロテン）、（⼀部
に乳成分・ゼラチンを含む）

乳・ゼラチン

酪農⼤国ニュージーランドの天然の牧草
で育った乳⽜から搾った安全で新鮮な⽣
乳をふんだんに使⽤したキャラメル⾵味
アイスクリームにキャラメル粒をいれま
した。原料⼿配〜パッケージングまです
べてニュージーランドで⾏う本場仕込の
アイスクリーム。

栄養成分（100g当たり）

4934397305607

4934397305591

4934397305614
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413 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(⼤阪府)

無脂乳固形分：1.0%

乳脂肪分：3.5%  植物性脂肪分：2.0%

容量：75ml×5本  ケース：12⼊り

商品サイズ：120×160×65mm  458ｇ エネルギー 122kcal
ケースサイズ：460×240×165mm 5752ｇ たんぱく質 0.5ｇ

脂質 5.3ｇ
炭⽔化物 18.1g

EG45 ⾷塩相当量 0.1g
種類別：ラクトアイス  国内⼯場(⼤阪府)

無脂乳固形分：0.8%

乳脂肪分：2.2%  植物性脂肪分：1.0%

容量：70ml×5本  ケース：12⼊り

商品サイズ：120×160×65mm  458ｇ エネルギー 126kcal
ケースサイズ：460×240×165mm 5752ｇ たんぱく質 0.6ｇ

脂質 3.7ｇ
炭⽔化物 22.5g

EG45 ⾷塩相当量 0.01g
439 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(京都府)

無脂乳固形分：3.0%

果汁・果⾁：30％

容量：50ml×5本  ケース：12⼊り

商品サイズ：125×155×50mm  315ｇ エネルギー 69Kcal
ケースサイズ：391×213×165mm 4030ｇ たんぱく質 0.7ｇ

脂質 0.6ｇ
炭⽔化物 15.2g

EG35 ⾷塩相当量 0.04g

みっくちゅじゅーちゅあいすばー
果汁（オレンジ、パインアッ
プル）、⽔飴、果実（バナ
ナ、りんご）、異性化液糖、
砂糖、乳製品、卵⻩／⾹料、
安定剤(増粘多糖類)、酸味料、
乳化剤、酸化防⽌剤（V.C）、
着⾊料（カロテン）、pH調整
剤、（⼀部に乳成分・卵・オ
レンジ・バナナ・りんごを含
む）

卵・乳・オレンジ・りん
ご・バナナ

⼤阪が⽣んだ庶⺠の味「みっくちゅ
じゅーちゅ」を濃厚感ある果汁・果⾁３
０％のミックスフルーツアイスバーにし
ました。㈱⽇本サンガリアベバレッジカ
ンパニー監修。

栄養成分（1本当たり）

アイガー
神⼾珈琲冷菓

乳製品、異性化液糖、砂糖、
コーヒーエキス、植物油脂、
インスタントコーヒー、でん
粉／安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、乳化剤、（⼀部に乳成分
を含む）

乳

神⼾は珈琲店が⽇本で初めて⽣まれた都
市としても知られています。
アラビカ⾖から抽出したコーヒーを使⽤
したコーヒーアイスシェルとコアに、ふ
んだんに配合した⽣クリーム⼊りアイス
のハーモニーをお楽しみください。ヤマ
シタアイスクーム監修

栄養成分（1本当たり）

アイガー
京都抹茶冷菓

異性化液糖(国内製造)、砂糖、
⽔あめ、乳製品、植物油脂、
抹茶、ほうじ茶パウダー／安
定剤（増粘多糖類）、乳化
剤、⾹料、（⼀部に乳成分を
含む）

乳

国内を代表する京都宇治の厳選された抹
茶を使⽤したアイスシェルとコアに、ふ
んだんに配合した⽣クリーム⼊りアイス
のハーモニーをお楽しみください。

栄養成分（1本当たり）

4934397306925

4934397307694

4934397308523

数量限定
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442 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(埼⽟県)

無脂乳固形分：5.0%

植物性脂肪分：6.0％

容量：10ml×25粒  ケース：12⼊り

商品サイズ：200×260×50mm  250ｇ エネルギー 26ｋcal
ケースサイズ：406×243×224mm 3210ｇ たんぱく質 0.2ｇ

脂質 2.0ｇ
炭⽔化物 2.0g

EG45 ⾷塩相当量 0.007g
437 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(⼤阪府)

無脂乳固形分：7.0%

植物性脂肪分：8.0%

容量：55ml×5本  ケース：12⼊り

商品サイズ：155×125×50mm  278ｇ エネルギー 158ｋcal
ケースサイズ：392×220×167mm 3636ｇ たんぱく質 1.2ｇ

脂質 10.8ｇ
炭⽔化物 13.8g

EG42 ⾷塩相当量 0.1g
446 種類別：氷菓      国内⼯場(⼤阪府)

レモン果汁：5％

パイン果汁：5％

容量：25ml×12本  ケース：12⼊り

商品サイズ：150×155×45mm  394ｇ エネルギー(kcal) 30 29
ケースサイズ：482×198×161mm 5004ｇ たんぱく質(g) 0 0

脂質(g) 0 0
炭⽔化物(g) 7.7 7.2

EG35 ⾷塩相当量(g) 0.04 0.04

ホーキーポーキー
アイスバークランチ

キャラメルチョコレートコー
チング、砂糖、⽔飴、植物脂
肪、乳製品、キャラメル（砂
糖、⽔飴、植物油脂、バ
ター、⾷塩）、焼菓⼦／乳化
剤、⾹料、安定剤（増粘多糖
類） 、着⾊料（カロテン）、
（⼀部に乳成分、⼩⻨、⼤
⾖、ゼラチンを含む）

乳・⼩⻨・⼤⾖・ゼラチン

キャラメル⾵味のアイスに砂糖・⽔飴・
バター他を主成分とするカリカリ⾷感の
ニュージーランドから輸⼊したキャラメ
ル粒を混ぜ込み、更に表⾯にクランチを
混ぜ込んだキャラメルチョコレートで
コーティングしました。

栄養成分（1本当たり）

アイガー
レモン＆パインアイスバー

<レモン>砂糖、⽔飴、異性化
液糖、レモン果汁、⾷塩／酸
味料、安定剤(増粘多糖類)、⾹
料 <パイン>砂糖、⽔飴、異
性化液糖、パインアップル果
汁、⾷塩／酸味料、安定剤(増
粘多糖類)、⾹料、着⾊料（ク
チナシ）

レモン・パイン

すっきり酸味のきいたシチリアレモンと
芳醇な⽢味のゴールデンパインの果汁を
使⽤し、アクセントに沖縄県産の海⽔塩
を混ぜ込んだ２つの味のアイスバーア
ソートです。

栄養成分（1本当たり）

お徳⽤ミニチョコアイス ２５個
チョコレートコーチング、⽔
飴、砂糖、植物油脂、乳製
品、⾷塩／乳化剤、安定剤(増
粘多糖類)、⾹料、（⼀部に乳
成分・⼤⾖を含む）

乳・⼤⾖

⾵味豊かでくちどけの良いバニラアイス
をチョコレートでコーチングしました。
ご家族のだんらんデザートタイムにご利
⽤ください。

栄養成分（1個当たり）

4934397307717

4934397307946

4934397307632
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447 種類別：氷菓      国内⼯場(⼤阪府)

瀬⼾内レモン果汁：5％

瀬⼾内ネーブルオレンジ果汁：5％

容量：25ml×10本  ケース：12⼊り

商品サイズ：150×155×45mm  328ｇ エネルギー(kcal) 27 27
ケースサイズ：482×198×161mm 4636ｇ たんぱく質(g) 0 0

脂質(g) 0 0
炭⽔化物(g) 6.8 6.8

EG35 ⾷塩相当量(g) 0.01 0.02

413 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(⼤阪府)

無脂乳固形分：1.0%

乳脂肪分：3.5%  植物性脂肪分：2.0%

容量：80ml  ケース：30⼊り

商品サイズ：120×160×65mm  97ｇ エネルギー 123kcal
ケースサイズ：242×188×182mm 3210ｇ たんぱく質 0.6ｇ

脂質 5.0ｇ
炭⽔化物 19.0g

EG14 ⾷塩相当量 0.03g
566 種類別：ラクトアイス 国内⼯場(埼⽟県)

無脂乳固形分：6.5% 果汁果⾁：10%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：7.5%

容量：13ml×18個  ケース：10⼊り

商品サイズ：180×260×45mm 284ｇ エネルギー 57kcal
ケースサイズ：241×346×209mm 3.1kｇ たんぱく質 0.4g

脂質 4.0g
炭⽔化物 4.7g
⾷塩相当量 0.007g

フルーツティアラ
ひとくちチョコバナナ

チョコレートコーチング、⽔飴、
ブラッククランチ（⼩⻨粉、砂
糖、ショートニング、ココアパウ
ダー、⽔飴、脱脂粉乳、⾷塩）、
バナナピューレ、砂糖、乳製品、
植物油脂、異性化液糖／乳化剤、
安定剤（増粘多糖類）、⾹料、酸
味料、着⾊料（カロテン）、（⼀
部に乳成分・⼩⻨・⼤⾖・バナナ
を含む）

乳・⼩⻨・⼤⾖

⾵味豊かなバナナアイスの底部分にブ
ラッククランチを引詰め、上下をチョコ
レートコーチングした三層仕⽴てのひと
⼝アイスです。

栄養成分（1個当たり）

アイガー
瀬⼾内レモン＆ネーブルアイス

<レモン>砂糖（国内製造)、⽔
飴、異性化液糖、レモン果汁(レ
モン(瀬⼾内産))、⾷塩／酸味料、
安定剤(増粘多糖類)、⾹料、着⾊
料(カロテノイド）
<ネーブル>砂糖（国内製造)、⽔
飴、異性化液糖、ネーブルオレン
ジ果汁(ネーブルオレンジ(瀬⼾内
産))、⾷塩／酸味料、安定剤(増粘
多糖類)、⾹料、着⾊料（カロテ
ノイド）(⼀部にオレンジを含
む）

           レモン・ネーブル

すっきり酸味のきいた瀬⼾内産レモンと
芳醇な⽢味の瀬⼾内産ネーブルオレンジ
の果汁を使⽤し、アクセントに瀬⼾内産
の塩を混ぜ込んだ２つの味のアソート
（レモン５本・ネーブル５本）です。
瀬⼾内は国産レモンの収穫⾼のシェア６
２％、国産ネーブルの収穫⾼シェアの３
８％でどちらも国内No.1

栄養成分（1本当たり）

アイガー
神⼾珈琲冷菓

乳製品(国内製造)、異性化液
糖、砂糖、コーヒーエキス、
植物油脂、インスタントコー
ヒー／安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、乳化剤、（⼀部に乳成分
を含む）

乳

神⼾は珈琲店が⽇本で初めて⽣まれた都
市としても知られています。
アラビカ⾖から抽出したコーヒーを使⽤
したコーヒーアイスシェルとコアに、ふ
んだんに配合した⽣クリーム⼊りアイス
のハーモニーをお楽しみください。ヤマ
シタアイスクーム監修

栄養成分（1本当たり）

オレンジ

4934397308257

4934397304242

新商品

4934397307908



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

454 種類別：アイスミルク  国内⼯場(兵庫県)

無脂乳固形分：8.5%  

乳脂肪分：4.5% 

容量：83ml  ケース：36⼊り

商品サイズ：φ86×H45mm  83ml エネルギー 125kcal
ケースサイズ：398×301×193mm 4.1kg たんぱく質 2.1g

脂質 5.0g
炭⽔化物 18.0g

EG25 ⾷塩相当量 0.100g
429 種類別：ラクトアイス  国内⼯場(兵庫県)

無脂乳固形分：4.0％

乳脂肪分：4.0％

容量：115ml  ケース：24⼊り

商品サイズ：70×75×58mm  115ｇ エネルギー 128kcal
ケースサイズ：350×240×140mm 2920ｇ たんぱく質 1.4ｇ

脂質 3.7ｇ
炭⽔化物 22.2g

EG30 ⾷塩相当量 0.1g
401 種類別：アイスミルク  国内⼯場(富⼭県)

無脂乳固形分：10.0％

乳脂肪分：4.0％

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×58mm  90ｇ エネルギー 114kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 3.1ｇ

脂質 3.6ｇ
炭⽔化物 17.1g

EG25 ⾷塩相当量 0.1g

アイガー
フエキくんストロベリー

脱脂粉乳調整品(砂糖、脱脂粉
乳)(オーストラリア製造)、い
ちご加⼯品(いちご、砂糖)、砂
糖、⽔あめ、⾷⽤植物油脂、
いちご濃縮果汁／乳化剤、安
定剤(増粘多糖類)、着⾊料(ア
カビート)、⾹料、酸味料、(⼀
部に乳成分を含む)

乳

フエキ糊のブランドのひとつ「どうぶつのり」
は、帽⼦を被った可愛い動物（⽝）をパッケー
ジに使⽤したもので、幼稚園・⼩学校で幅広く
利⽤されているロングセラー商品（1975年発
売開始）として知られています。そのキャク
ター容器に果汁19％のストロベリーアイスを充
填しました。利⽤後は後頭部の突起部分を切り
取れば貯⾦箱に変⾝致します。

栄養成分（1個当たり）

KAMANARIYA
イタリアンジェラート ミルク

乳製品、砂糖、⽔飴／乳化
剤、安定剤(増粘多糖類)、（⼀
部に乳成分を含む）

乳

菓⼦⼯房KAMANARIYAは京都宇治橋の近く
に店を構え、国内外のこだわりの原料を職⼈
達がおいしいお菓⼦にしてご提供しておりま
す。⽣クリーム、濃縮乳などの乳製品をふん
だんに使⽤したミルク⾵味豊かなジェラート
アイスです。練って柔らかくすると美味しさ
が増します。

栄養成分（1個当たり）

マグロやまかけ丼⾵アイス
乳製品、砂糖、乳等を主要原料と
する⾷品、⽔飴、⽜乳、キウイフ
ルーツ、いちご濃縮果汁／糊料
（増粘多糖類）、乳化剤、⾹料、
メタリン酸Ｎａ、pH調整剤、着⾊
料（カロテノイド）、（⼀部に乳
成分、キウイフルーツ、⼤⾖を含
む）

乳・キウイ・⼤⾖

トッピングのやまかけ部分は植物油脂の
ホイップクリーム、わさび部分はキウイ
フルーツ、まぐろ部分はスライスしたス
トロベリーゼリーでマグロの切り⾝のよ
うに⾒せました。ベースはバニラアイス
です。

栄養成分（1個当たり）

4934397308325

4934397306529

4934397308363



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

405 種類別：アイスミルク  国内⼯場(富⼭県)

無脂乳固形分：7.0％

乳脂肪分：3.0％  

卵脂肪分：0.1％

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×58mm  90ｇ エネルギー 115kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 2.3ｇ

脂質 3.0ｇ
炭⽔化物 19.7g

EG25 ⾷塩相当量 0.1g
403 種類別：アイスミルク  国内⼯場(富⼭県)

無脂乳固形分：7.0％

乳脂肪分：3.0％  植物性脂肪分：2.0％

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×58mm  90ｇ エネルギー 115kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 2.8ｇ

脂質 4.6ｇ
炭⽔化物 15.7g

EG25 ⾷塩相当量 0.1g
421 種類別：氷菓  国内⼯場(⼤阪府）

果汁：5.0％

容量：108ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×60mm  90ｇ エネルギー 71kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1ｇ
炭⽔化物 17.8g

EG20 ⾷塩相当量 0.0g

フルーツティアラ
ミニカップ パインアップル

異性化液糖（国内製造）、砂
糖、⽔飴、パインアップル果
汁／安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、酸味料、乳化剤、着⾊料
（紅花⻩）

フルーツティアラシーリーズに⼈気の⾼
いフルーツフレーバー、⾵味豊かなパイ
ンアップルシャーベットをミニカップに
しました。

栄養成分（1個当たり）

KAMANARIYA
イタリアンジェラート イチゴミルク

乳製品、苺ソース（苺、砂
糖）、⽔飴、砂糖、卵⻩／⾹
料、安定剤(増粘多糖類)、乳化
剤、乳酸Ca、紅麹⾊素、クエ
ン酸（⼀部に乳成分・卵を含
む）

乳・卵

菓⼦⼯房KAMANARIYAは京都宇治橋の近く
に店を構え、国内外のこだわりの原料を職⼈
達がおいしいお菓⼦にしてご提供しておりま
す。練乳、バターなどの乳製品を使⽤したミ
ルク⾵味がやさしいジェラートアイスベース
に苺ソースを混ぜ込みました。練って柔らか
くすると美味しさが増します。

栄養成分（1個当たり）

KAMANARIYA
イタリアンジェラート 抹茶

砂糖、乳製品、⽔飴、植物油
脂、抹茶／乳化剤、安定剤(増
粘多糖類)、（⼀部に乳成分を
含む）

乳

菓⼦⼯房KAMANARIYAは京都宇治橋の近く
に店を構え、国内外のこだわりの原料を職⼈
達がおいしいお菓⼦にしてご提供しておりま
す。京都宇治産の抹茶を使⽤し、乳×抹茶で
まろやかな味わいに仕上げました。練って柔
らかくすると美味しさが増します。

栄養成分（1個当たり）

4934397306543

4934397306536

4934397306987



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

424 種類別：氷菓  国内⼯場(⼤阪府)

果汁：5.0％

容量：108ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×60mm  90ｇ エネルギー 72kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 0.1ｇ

脂質 0.1ｇ
炭⽔化物 17.9g

EG20 ⾷塩相当量 0g
423 種類別：氷菓  国内⼯場(⼤阪府)

果汁：5.0％

容量：108ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×60mm  90ｇ エネルギー 71kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 0.1ｇ

脂質 0.1ｇ
炭⽔化物 17.6g

EG20 ⾷塩相当量 0.0g
422 種類別：氷菓  国内⼯場(⼤阪府)

果汁：5.0％

容量：108ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：72×72×60mm  90ｇ エネルギー 71kcal
ケースサイズ：435×300×125mm 4800ｇ たんぱく質 0.0ｇ

脂質 0.1ｇ
炭⽔化物 17.8g

EG20 ⾷塩相当量 0.0g

フルーツティアラ
ミニカップ イチゴ

異性化液糖（国内製造）、砂
糖、⽔飴、いちご果汁／安定
剤(増粘多糖類)、⾹料、着⾊料
（アントシアニン、カロテノ
イド）、酸味料、乳化剤

フルーツティアラシーリーズに⼈気の⾼
いフルーツフレーバー、⾵味豊かなイチ
ゴシャーベットをミニカップにしまし
た。

栄養成分（1個当たり）

フルーツティアラ
ミニカップ ⻘リンゴ

異性化液糖(国内製造）、砂
糖、⽔飴、りんご果汁／酸味
料、安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、乳化剤、着⾊料（スピル
リナ⻘、紅花⻩）、（⼀部に
りんごを含む）

りんご

フルーツティアラシーリーズに⼈気の⾼
いフルーツフレーバー、⾵味豊かな⻘り
んごシャーベットをミニカップにしまし
た。

栄養成分（1個当たり）

フルーツティアラ
ミニカップ ミカン

異性化液糖(国内製造）、砂
糖、⽔飴、みかん果汁／酸味
料、安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、着⾊料（カロテン）、乳
化剤

フルーツティアラシーリーズに⼈気の⾼
いフルーツフレーバー、⾵味豊かなみか
んシャーベットをミニカップにしまし
た。

栄養成分（1個当たり）

4934397307014

4934397307007

4934397306994



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

432 種類別：アイスミルク 国内⼯場(岐⾩)

無脂乳固形分：7.0% 果汁・果⾁：5%

乳脂肪分：3.0%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 62ｇ エネルギー 69kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.3kｇ たんぱく質 1.4g

脂質 1.8g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 11.8g

⾷塩相当量 0.06g
430 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁・果⾁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 54kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.3g

⾷塩相当量 0.0g
433 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 53kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.3g

⾷塩相当量 0.0g

果実の便り
⻑野県産 巨峰

砂糖、⽔飴、ぶどう果汁(⻑野
県産)、異性化液糖／⾹料、安
定剤(増粘多糖類)、酸味料、着
⾊料(アントシアニン)、乳化剤

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。国内巨峰⽣産量第⼀位の⻑野県
の巨峰果汁を使⽤し、酸味と⽢みのバラ
ンスのとれたアイスに仕上げました。

栄養成分（1個当たり）

果実の便り
北海道産 ⾚⾁メロン

砂糖、乳製品、メロンピュー
レ(北海道産)、⽔飴／⾹料、安
定剤(増粘多糖類)、乳化剤、着
⾊料(カロテノイド)、酸味料、
（⼀部に乳成分を含む）

乳

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。メロンの産地として名⾼い北海
道の⾚⾁メロンピューレを使⽤し、乳の
コクとメロンの⾵味が楽しめるアイスに
仕上げました。

栄養成分（1個当たり）

果実の便り
岡⼭県産 清⽔⽩桃

砂糖、異性化液糖、清⽔⽩桃
ピューレ(岡⼭県産)、⽔飴／⾹
料、安定剤(増粘多糖類)、乳化
剤、着⾊料(ビートレッド)、酸
味料、酸化防⽌剤(V、C)、
（⼀部にももを含む）

もも

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。⾹り⾼い岡⼭の清⽔⽩桃ピュー
レを使⽤し、⽩桃の⾹りがひろがるさっ
ぱり上品な⽢さのアイスに仕上げまし
た。

栄養成分（1個当たり）



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

435 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 54kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.5g

⾷塩相当量 0.0g
434 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 54kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.4g

⾷塩相当量 0.0g
431 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁・果⾁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 59kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.5g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.9g

⾷塩相当量 0.02g

果実の便り
和歌⼭県産 みかん

異性化液糖、砂糖、⽔飴、み
かん果汁(和歌⼭県産)、／酸味
料、⾹料、安定剤(増粘多糖
類)、乳化剤、着⾊料(カロテ
ン)

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。和歌⼭のみかん果汁を使⽤し、
なじみのあるなつかしい味わいの⽢くて
ほどよい酸味のアイスに仕上げました。

栄養成分（1個当たり）

果実の便り          福
岡県産 あまおう苺

砂糖、⽔飴、あまおう苺
ピューレ(福岡県産)、脱脂粉乳
／⾹料、酸味料、安定剤(増粘
多糖類)、乳化剤、着⾊料(アン
トシアニン、カロテノイド)、
（⼀部に乳成分を含む）

乳

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。福岡県産ブランド苺あまおう果
汁を使⽤し、さっぱりでありつつ、いち
ごの⽢味や⾵味を感じられるアイスに仕
上げました。

栄養成分（1個当たり）

果実の便り
⻘森県産 りんご

異性化液糖、砂糖、⽔飴、り
んご果汁(⻘森県産)、／酸味
料、⾹料、安定剤(増粘多糖
類)、乳化剤、（⼀部にりんご
を含む）

りんご

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。りんごの⼀⼤産地である⻘森県
のりんご果汁を使⽤し、さっぱりジュー
シーな味わいのアイスに仕上げました。

栄養成分（1個当たり）



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

436 種類別：氷菓 国内⼯場(岐⾩)

果汁：5%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：70ml  ケース：96⼊り

商品サイズ：Φ71×40mm 65ｇ エネルギー 53kcal
ケースサイズ：435×290×170mm 6.6kｇ たんぱく質 0.0g

脂質 0.1g
ＪＡＮコード無し 炭⽔化物 13.2g

⾷塩相当量 0.0g
459 種類別：アイスクリーム 国内⼯場(富⼭)

無脂乳固形分：7.5%

乳脂肪分：9.5% チョコレート脂肪分：1.5%

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：Φ71×55mm 77ｇ エネルギー 152kcal
ケースサイズ：445×300×125mm 4.0kｇ たんぱく質 2.0g

脂質 8.3g
炭⽔化物 17.4g

EG28 ⾷塩相当量 0.09g
460 種類別：アイスクリーム 国内⼯場(富⼭)

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：8.0% チョコレート脂肪分：3.0%

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：Φ71×55mm 77ｇ エネルギー 142kcal
ケースサイズ：445×300×125mm 4.0kｇ たんぱく質 2.5g

脂質 8.0g
炭⽔化物 14.9g

EG28 ⾷塩相当量 0.08g

Galler(ガレー)
ミルクチョコレート

粉乳調整品(砂糖、脱脂粉
乳)(シンガポール製造)、バ
ター調整品(バター、砂糖)、
チョコレート、脱脂粉乳、コ
コアパウダー／乳化剤、安定
剤(増粘多糖類)、⾹料、(⼀部
に乳成分・⼤⾖を含む)

乳・⼤⾖

チョコにこだわる『ベルギー王室ご⽤達
ガレー』監修のチョコレートアイスク
リーム、スイートチョコに乳製品を加え
まろやかな味に仕上げた「ミルクチョコ
レート」

栄養成分（1個当たり）

果実の便り
沖縄県 パインアップル

砂糖、⽔飴、パインアップル
果汁(沖縄県産)、異性化液糖／
⾹料、安定剤(増粘多糖類)、乳
化剤、酸味料、着⾊料(紅花⻩)

産地限定果汁を使ったこだわりアイスシ
リーズ。沖縄県産のパイン果汁を使⽤し
た夏にぴったりな⽢くてジューシーな味
わいのアイスに仕上げました。

栄養成分（1個当たり）

Galler(ガレー)
ホワイトチョコレートバニラ

クリーム(国内製造)、粉乳調整
品(砂糖、脱脂粉乳)、濃縮乳、
⽔あめ、ホワイトチョコレー
ト、砂糖／乳化剤、安定剤(増
粘多糖類)、⾹料、(⼀部に乳成
分・⼤⾖を含む)

乳・⼤⾖

チョコにこだわる『ベルギー王室ご⽤達
ガレー』監修のチョコレートアイスク
リーム、バニラアイスクリームに、ホワ
イトチョコを加えたなめらかな⾷感の
「ホワイトチョコレートバニラ」

栄養成分（1個当たり）

4934397308615

4934397308622



商品規格書
画像 名称／商品説明 規格 表⽰

2022年1⽉1⽇
アレルゲン情報

461 種類別：アイスクリーム 国内⼯場(富⼭)

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：8.0% チョコレート脂肪分：1.5%

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：Φ71×55mm 78ｇ エネルギー 146kcal
ケースサイズ：445×300×125mm 4.0kｇ たんぱく質 1.9g

脂質 7.1g
炭⽔化物 18.6g

EG28 ⾷塩相当量 0.09g
462 種類別：アイスクリーム 国内⼯場(富⼭)

無脂乳固形分：7.0%

乳脂肪分：8.0% チョコレート脂肪分：3.0%

容量：100ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：Φ71×55mm 79ｇ エネルギー 142kcal
ケースサイズ：445×300×125mm 4.1kｇ たんぱく質 2.5g

脂質 8.0g
炭⽔化物 14.9g

EG28 ⾷塩相当量 0.08g
456 種類別：氷菓 国内⼯場(富⼭)

とちおとめ果汁：5.0%

乳脂肪分：-%  植物性脂肪分：-%

容量：95ml  ケース：48⼊り

商品サイズ：Φ71×60mm 92ｇ エネルギー 116kcal
ケースサイズ：293×438×146mm 4.7kｇ たんぱく質 0.6g

脂質 1.8g
炭⽔化物 24.3g

EG30 ⾷塩相当量 0.1g

Galler(ガレー)
オランジェ

粉乳調整品(砂糖、脱脂粉
乳)(シンガポール製造)、バ
ター調整品(バター、砂糖)、オ
レンジピールソース、脱脂粉
乳、チョコレート、カカオマ
ス、ココアパウダー／乳化
剤、安定剤(増粘多糖類)、⾹
料、(⼀部に乳成分・⼤⾖・オ
レンジを含む)

乳・⼤⾖・オレンジ

チョコにこだわる『ベルギー王室ご⽤達
ガレー』監修のチョコレートアイスク
リーム、チョコレートアイスにオレンジ
ピールを混ぜ込んだ「オランジェ」

栄養成分（1個当たり）

栃⽊県産           と
ちおとめ苺アイス

いちごソース(国内製造)、砂
糖、いちご、⽔あめ、異性化
液糖、植物油脂、脱脂粉乳、
いちご濃縮果汁／酸味料、⾹
料、安定剤(増粘多糖類)、着⾊
料(紅麹)、pH調整剤、乳化
剤、ゲル化剤(ペクチン)、（⼀
部に乳成分、りんごを含む）

乳・りんご

いちごの⽣産量⽇本⼀を誇る栃⽊県の
「とちおとめ」を使った華やかなアイス
カップ。とちおとめソース、とちおとめ
果汁⼊りアイス、そして特製とちおとめ
果⾁⼊りソースをトッピングした「とち
おとめ」づくしのアイスです。

栄養成分（1個当たり）

Galler(ガレー)
キャラメル

キャラメルソース(国内製造)、
バター調整品(バター、砂糖)、
⽔あめ、粉乳調整品(砂糖、脱
脂粉乳)、キャラメルパウ
ダー、ホワイトチョコレー
ト、脱脂粉乳、ココアパウ
ダー／乳化剤、安定剤(増粘多
糖類)、⾹料、(⼀部に乳成分・
⼤⾖を含む)

乳・⼤⾖

チョコにこだわる『ベルギー王室ご⽤達
ガレー』監修のチョコレートアイスク
リーム、ホワイトチョコにほんのり⽢く
⾹ばしいキャラメルを加えた「キャラメ
ル」

栄養成分（1個当たり）

4934397308639

4934397308646

4934397308516


