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New items

よかったら

かぼちゃボーロ

Yokattara

Pumpkin bolo（Japanese egg yolk）

からだは、食事からつくられます。
健康は、毎日の食品選びからはじまります。

「モグモグちゃんシリーズ」は、乳幼児用食品に特化し
日本製食品の安心・安全、
さらにおいしさを兼ね備えた自社ブランドです。

防腐剤や保存料を使用せず、お母さんが安心できるような、
こころもからだも元気に、笑顔になれる食品を
お届けすることを目指して。

「すべての品質は赤ちゃん基準」

良質な食品は、健やかなからだづくりの第一歩。
あしたをつくる［TUKKUL］からのご提案です。

からだは、食事からつくられます。
健康は、毎日の食品選びからはじまります。

「モグモグちゃんシリーズ」は、乳幼児用食品に特化し
日本製食品の安心・安全、
さらにおいしさを兼ね備えた自社ブランドです。

防腐剤や保存料を使用せず、お母さんが安心できるような、
こころもからだも元気に、笑顔になれる食品を
お届けすることを目指して。

「すべての品質は赤ちゃん基準」

良質な食品は、健やかなからだづくりの第一歩。
あしたをつくる［TUKKUL］からのご提案です。

身体从饮食开始。健康从每日的选择饮食开始。

妙谷婴幼儿系列是专门为婴幼儿开发的特定食品，
坚持日本生产所给人的放心和安全的同时，
更兼顾注重美味，这是我们公司的品牌形象。

不使用储存剂、防腐剂，让母亲们安心、身心愉悦、
笑容灿烂的接受我们的食品，是我们力所追求的目标。

全部执行婴儿食品标准

优质的食品才是健康身体的第一步。
创造更好的明天是【TUKKUL】的提议。

身体从饮食开始。健康从每日的选择饮食开始。

妙谷婴幼儿系列是专门为婴幼儿开发的特定食品，
坚持日本生产所给人的放心和安全的同时，
更兼顾注重美味，这是我们公司的品牌形象。

不使用储存剂、防腐剂，让母亲们安心、身心愉悦、
笑容灿烂的接受我们的食品，是我们力所追求的目标。

全部执行婴儿食品标准

优质的食品才是健康身体的第一步。
创造更好的明天是【TUKKUL】的提议。

Each meals is very important for the body, 
health start from everyday's food selection.

Mogumogu seires is specialized in baby food, 
it is our own brand , Commodity made in Japan are
reassuring and safe together with better taste.

Never use preservative, mum could reassure , 
we aim to delivery food that can give your smile
and energize your body.

All quality standard is base on baby healthy.

Good quality food is the first step of healthy body.
TUKKUL give a proposal that we work hard for tommorrow

Each meals is very important for the body, 
health start from everyday's food selection.

Mogumogu seires is specialized in baby food, 
it is our own brand , Commodity made in Japan are
reassuring and safe together with better taste.

Never use preservative, mum could reassure , 
we aim to delivery food that can give your smile
and energize your body.

All quality standard is base on baby healthy.

Good quality food is the first step of healthy body.
TUKKUL give a proposal that we work hard for tommorrow
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鳕鱼片

南瓜小馒头（使用日本产蛋黄）
あずきボーロ

红豆小馒头
Red bean bolo

フィッシュ＆チーズ スティック
Fish and cheese sticks

Baby Mentsuyu gluten-free PET
Japanese noodle soup base.

奶酪鱼片

ベビーめんつゆ グルテンフリーPET
婴儿面条汤汁 不含麦麸

乳酸菌いりこ

Boiled Seaweed
乳酸菌小鱼

ベジタブルぽんせんべい
じゃがいも味

Vegetable senbei with Potato flavor
原味薯饼

のり佃煮
Boiled Seaweed

海苔泥

Almond and young sardin with lactobacillus Young sardin with lactobacillus

アーモンドと乳酸菌小魚
杏仁和乳酸菌小鱼

トマトとにんじんスナック

Boiled Seaweed

かぼちゃとにんじんスナック
西红柿胡萝卜味星星泡芙

Pumpkin and carrot snacks Tomato and carrot snacks
南瓜胡萝卜味章鱼形泡芙



〝モグモグちゃん〟からの お約束〝モグモグちゃん〟からの お約束
来自妙谷婴幼儿的约定来自妙谷婴幼儿的约定

The promise start from Mogumogu brandThe promise start from Mogumogu brand

製造ロットごとに
菌検査を行います。

Bacteria detection will be carried out
at every stage.

每个制造环节都会进行细菌检查

製造工場が設定する基準に基づいて製造
ロット毎に菌検査の実施を行っています。
「すべての品質は赤ちゃん基準」を信条に
厳しい品質管理をクリアした商品のみを
お客様にお届けしてまいります。

According to the factory's requirement, 
bacteria detection will be carried out at 
every stage.
Our strict quality controll idea is that every 
product handed over to customer must be 
base on babyfood standard requirement.

根据工厂的规定，在每一项生产环节上都需进
行细菌检测。
交给客户手中的产品 都是以【所有的品质都是
以婴儿为基准】的严格品质管理理念去生产的
商品。

塩分を極限まで
抑えます。

Salinity will be controlled
in the lowest level

盐分控制到最低限度。

離乳食はうす味が基本！赤ちゃんには塩分を
控え、うす味にすることが大切になります。
私たちの取り扱う商品は、素材の味を引き
出す最低限の塩分に抑えて製造しています
ので、調理がしやすくおいしくお召し上がり
いただけます。

Complementary feeding food should be very 
mild taste.
Contorlling the salinity is the most important 
for babyfood. We select low-salt material 
strictly in order to give you the delicious 
babyfood as well as healthy and easy.

断奶食品的根本就是味道清淡。对于宝宝来说，
控制盐分、清淡才是重中之重。
我们的商品，从素材着手严格控制低盐制造，给
您料理方便的美味。

保存料を
一切使用しません。

No preservative absoluetly
绝不添加保存料

赤ちゃんが口にするものだから防腐剤・保存
料・化学着色料は一切使用していません。
赤ちゃんにも安全で、お母さんには安心して
ご利用していただける商品です。

For babyfood, absolutely no 
preservative, artificial coloring 
safe for baby
and mum assured 

正因为是孩子入口的东西，绝不能
添加防腐剂、保存料、化学色素。
给宝宝安全、让妈妈放心的商品。

日本国内製造のみを
取り扱いいたします。

OUR PRODUCT ARE
ALL MADE IN JAPAN

全部日本国内制造商品

日本国内の食品メーカー・日系メーカーと
提携しお母さん目線の製品を提案します。

We will cooperate with Japanese domestic or 
overseas food manufacturer to supply new 
products with a mum eye perspective.

与日本国内食品工厂、日系厂家合作，从妈妈们
视角的制品作为出发点。

卵
Egg

乳成分
Milk

小麦
Wheat

そば
Buckwheat

落花生
Peanut

えび
Shrimp

かに
Crab

使用しているアレルゲン
原料を表示しています。

We will indicate allergy ingredient
if our product contains

使用的过敏原材料全部标示

03 04



※写真はすべてイメージです。*JAN : Japanese Article Numbe ※写真はすべてイメージです。*JAN : Japanese Article Numbe
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使用鸡蛋，控制甜度，味道醇厚的小馒头

为您奉献每袋适量，可轻松吃完的零食 ；

たまごボーロ

卵を使用し、甘さを控えた
まろやかな味の
ボーロです。

●単体サイズ／H210×140×15mm
●ケース入り数／15袋
●ケースサイズ／265×200×160ｍｍ

●内容量 70g
●賞味期限
製造より365日

ミニ全卵カルシウム（さくらボーロ）
樱花小馒头
Sakura boro

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × × × × × ×

1ケース1320ｇさくらボーロ

保存料・着色料・香料・膨張剤不使用
カルシウム300mg配合

C/Sサイズ
特徴

商品名

265×200×160ｍｍ
商品サイズ 140×210×15ｍｍ
JANコード 4589487922037

ケース入り数 15袋
賞味期限 365日

内容量 70g
重量

備考

265×200×160ｍｍ
140×210×15ｍｍ
4589487922037

1320g/case
Absolutely no preservative,

coloring ,artificial flavor and sweller.
ａｄｄ ３００ｍｇ ｃａlｃｉｕｍ　

Sakura boro

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 15 pouches
shelf time 365days

Content 70g
Weight

1箱1320g
樱花小馒头

不使用储存剂、色素、香料、膨胀剂。
添加300mg钙

外箱规格
特征

商品名

265×200×160ｍｍ
规格 140×210×15ｍｍ

JAN编码 4589487922037

装箱数 15袋

保质期 365天

净含量 70g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H130×100×40mm
●ケース入り数／24袋
●ケースサイズ／417×257×146ｍｍ

●内容量 40g
●賞味期限
製造より365日

小さな卵黄ボーロ
小粒蛋黄小馒头
Small egg yolk boro

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × ○ × × × ×

1ケース1380ｇ小さな卵黄ボーロ

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

417×257×146mm
商品サイズ 130×100×40mm
JANコード 4589487922075

ケース入り数 24箱
賞味期限 365日

内容量 40g
重量

備考

417×257×146mm
130×100×40mm
4589487922075

1380g/case
No preservative,coloring,
 artificial flavor and sweller.

Small egg yolk boro

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 24 pouches
shelf time 365days

Content 40g
Weight

1箱1380g
小粒蛋黄小馒头

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

417×257×146mm
规格 130×100×40mm

JAN编码 4589487922075

装箱数 24袋

保质期 365天

净含量 40g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H210×90×60mm
●ケース入り数／12袋
●ケースサイズ／250×185×175ｍｍ

●内容量 11本
●賞味期限
製造より365日

にぎれるスティックボーロ かぼちゃ
南瓜手指棒
Pumpkin stick boro

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × ○ × × × ×

1ケース454g
にぎれる

スティックボーロ
かぼちゃ

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

250×185×175ｍｍ
商品サイズ 210×90×60ｍｍ
JANコード 4589487922112

ケース入り数 12袋
賞味期限 365日

内容量 11本
重量

備考

Absolutely no preservative,
coloring ,artificial flavor

and sweller.

Pumpkin stick boro

C/S size
Description

Commodity

250×185×175ｍｍ
size 210×90×60ｍｍ

JAN* code 4589487922112

Case pack 12 pouches
shelf time 365days

Content 11 pcs
 454g/caseWeight

南瓜手指棒

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

250×185×175ｍｍ
规格 210×90×60ｍｍ

JAN编码 4589487922112

装箱数 12袋

保质期 365天

净含量 11根

1箱454g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H200×140×15mm
●ケース入り数／24袋
●ケースサイズ／400×230×130ｍｍ

●内容量 48g
●賞味期限
製造より365日

かぼちゃボーロ（国産卵黄使用）
南瓜小馒头（使用日本产蛋黄）
Pumpkin bolo（Japanese egg yolk）

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × ○ × × × ×

1ケース1244ｇ
かぼちゃボーロ
（国産卵黄使用）
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

400×230×130ｍｍ
商品サイズ 140×200×15ｍｍ
JANコード 4589487922150

ケース入り数 24袋
賞味期限 365日

内容量 48g
重量

備考

Absolutely no preservative,
coloring ,artificial flavor

and sweller.

Pumpkin bolo
（Japanese egg yolk）

C/S size
Description

Commodity

400×230×130ｍｍ
size 140×200×15ｍｍ

JAN* code 4589487922150

Case pack 24 pouches
shelf time 365days

Content 48g
1244g/caseWeight

南瓜小馒头
（使用日本产蛋黄）

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

400×230×130ｍｍ
规格 140×200×15ｍｍ

JAN编码 4589487922150

装箱数 24袋

保质期 365天

净含量 48g

1箱1244g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H200×140×15mm
●ケース入り数／24袋
●ケースサイズ／400×230×130ｍｍ

●内容量 48g
●賞味期限
製造より365日

あずきボーロ
红豆小馒头
Red bean bolo

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ × × × × ×

1ケース1244ｇ
あずきボーロ

保存料・着色料・香料
不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

400×230×130ｍｍ
商品サイズ 140×200×15ｍｍ
JANコード 4589487922167

ケース入り数 24袋
賞味期限 365日

内容量 48g
重量

備考

Absolutely no preservative,
coloring and artificial flavor.

Red bean bol

C/S size
Description

Commodity

400×230×130ｍｍ
size 140×200×15ｍｍ

JAN* code 4589487922167

Case pack 24 pouches
shelf time 365days

Content 48g
1244g/caseWeight

红豆小馒头

不使用储存剂、色素、
香料。 

1箱1244g

外箱规格
特征

商品名

400×230×130ｍｍ
规格 140×200×15ｍｍ

JAN编码 4589487922167

装箱数 24袋

保质期 365天

净含量 48g

重量

日本語

中文

English

the mellow-taste boro that is added
eggs and controlled sweetness

single-serving pouches, easy to eat up and popular

ミニスナック菓子

人気のお菓子を食べきりサイズで
ご用意しました。

●単体サイズ／H630×95×25mm
●ケース入り数／24袋
●ケースサイズ／585×345×230ｍｍ

●内容量 60g
●賞味期限
製造より365日

4連 すくすくきっず
四连小点点饼干
4-pack sukusuku kids  buiscuit

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1ケース2300ｇ4連　すくすくきっず

保存料不使用
C/Sサイズ

特徴

商品名

585×345×230mm
商品サイズ 630×95×25mm
JANコード 4589487921153

ケース入り数 24袋
賞味期限 365日

内容量 60g
重量

備考

No preservative

4-pack
sukusuku kids buiscuit

C/S size
Description

Commodity

585×345×230mm
size 630×95×25mm

JAN* code 4589487921153

Case pack 24 pouches
shelf time 365days

Content 60g
2300g/caseWeight

四连小点点饼干

不使用储存剂
外箱规格

特征

商品名

585×345×230mm
规格 630×95×25mm

JAN编码 4589487921153

装箱数 24袋

保质期 365天

净含量 60g

1箱2300g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H625×75×15mm
●ケース入り数／30袋
●ケースサイズ／470×245×165ｍｍ

●内容量 60g
●賞味期限
製造より365日

５連 卵黄野菜ミックスボーロ
5连包蛋黄蔬菜小馒头
5-pack boro with the mixture of egg yolk and vegetable 

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × × × × × ×

●単体サイズ／H585×115×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／235×265×310ｍｍ

●内容量 28g
●賞味期限
製造より300日

4連 とうもろこしスナック
四连玉米圈
4-pack corn snack

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1ケース810ｇ
4連

とうもろこしスナック
保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

235×265×310mm
商品サイズ 585×115×25mm
JANコード 4589487921740

ケース入り数 20袋
賞味期限 300日

内容量 28g
重量

備考

No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

4-pack corn snack

C/S size
Description

Commodity

235×265×310mm
size 585×115×25mm

JAN* code 4589487921740

Case pack 20 pouches
shelf time 300days

Content 28g
810g/caseWeight

四连玉米圈

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

235×265×310mm
规格 585×115×25mm

JAN编码 4589487921740

装箱数 20袋

保质期 300天

净含量 28g

1箱810g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H585×115×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／430×280×250ｍｍ

●内容量 28g
●賞味期限
製造より300日

4連 えんどう豆スナック
四连豌豆脆
4-pack beans snack

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1ケース810ｇ
4連 

えんどう豆スナック
保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

430×280×250mm
商品サイズ 585×115×25mm
JANコード 4589487921757

ケース入り数 20袋
賞味期限 300日

内容量 28g
重量

備考

No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

4-pack beans snack

C/S size
Description

Commodity

430×280×250mm
size 585×115×25mm

JAN* code 4589487921757

Case pack 20 pouches
shelf time 300days

Content 28g
810g/caseWeight

四连豌豆脆

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

430×280×250mm
规格 585×115×25mm

JAN编码 4589487921757

装箱数 20袋

保质期 300天

净含量 28g

1箱810g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H675×75×15mm
●ケース入り数／24袋
●ケースサイズ／470×245×165ｍｍ

●内容量 75g
●賞味期限
製造より365日

5連 国産卵黄かぼちゃボーロ
5连包蛋黄南瓜小馒头
5-pack boro with egg yolk and pumpkin

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ × × × × × ×

1ケース2150ｇ
５連

卵黄野菜ミックスボーロ
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

470×245×165ｍｍ
商品サイズ 625×75×15ｍｍ
JANコード 4589487922020

ケース入り数 30袋
賞味期限 365日

内容量 60g
重量

備考

Absolutely no preservative,
coloring ,artificial flavor

and sweller.

5-pack boro with
the mixture of

egg yolk and vegetable 
C/S size

Description

Commodity

470×245×165ｍｍ
size 625×75×15ｍｍ

JAN* code 4589487922020

Case pack 30 pouches
shelf time 365days

Content 60g
2150g/caseWeight

5连包蛋黄蔬菜小馒头

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

470×245×165ｍｍ
规格 625×75×15ｍｍ

JAN编码 4589487922020

装箱数 30袋

保质期 365天

净含量 60g

1箱2150g重量

日本語

中文

English

1ケース2350ｇ
5連

国産卵黄かぼちゃボーロ
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

470×245×165ｍｍ
商品サイズ 675×75×15ｍｍ
JANコード 4589487922099

ケース入り数 24袋
賞味期限 365日

内容量 75g
重量

備考

Absolutely no preservative,
coloring ,artificial flavor

and sweller.

5-pack boro with
egg yolk and pumpkin

C/S size
Description

Commodity

470×245×165ｍｍ
size 675×75×15ｍｍ

JAN* code 4589487922099

Case pack 24 pouches
shelf time 365days

Content 75g
2350g/caseWeight

5连包蛋黄南瓜小馒头

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

470×245×165ｍｍ
规格 675×75×15ｍｍ

JAN编码 4589487922099

装箱数 24袋

保质期 365天

净含量 75g

1箱2350g重量

日本語

中文

English

New New
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素材そのまんま

原料に「えび」「ちりめん」のみを
特殊な温度と圧力で
焼き上げたチップスです。

製造より365日

●単体サイズ／H205×125×15mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／560×290×180ｍｍ

●内容量 4g
●賞味期限

素材そのまんま 小魚だけチップス
纯鱼脆片
Pure fish crispy chips

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

日本語

中文

English

1ケース1355ｇ
素材そのまんま
小魚だけチップス

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

560×290×180mm
商品サイズ 205×125×15mm
JANコード 4589487921443

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 4g
重量

備考

1355g/case
No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

Pure fish
crispy chips

C/S size
Description

Commodity

560×290×180mm
size 205×125×15mm

JAN* code 4589487921443

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 4g
Weight

１箱1355ｇ
纯鱼脆片

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

560×290×180mm
规格 205×125×15mm

JAN编码 4589487921443

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 4g

重量

●単体サイズ／φ122×60mm
●ケース入り数／10個
●ケースサイズ／345×265×160mm

●内容量 8g
●賞味期限
製造より240日

素材そのまんま 小魚だけチップス（カップ）
纯鱼脆片
Pure fish crispy chips

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

日本語

中文

English

1ケース810ｇ
素材そのまんま
小魚だけチップス

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

345×265×160mm
商品サイズ φ122×60mm
JANコード 4589487921429

ケース入り数 10個
賞味期限 240日

内容量 8g
重量

備考

810g/case
No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

Pure fish
crispy chips

C/S size
Description

Commodity

345×265×160mm
size φ122×60mm

JAN* code 4589487921429

Case pack 10 bottles
shelf time 240days

Content 8g
Weight

１箱810ｇ
纯鱼脆片

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

345×265×160mm
规格 φ122×60mm

JAN编码 4589487921429

装箱数 １0个

保质期 240天

净含量 8g

重量

●単体サイズ／φ122×60mm
●ケース入り数／10個
●ケースサイズ／345×265×160mm

●内容量 8g
●賞味期限
製造より240日

素材そのまんま 海老だけチップス（カップ）
纯虾脆片
Pure shrimp crispy chips

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × ○ ×

日本語

中文

English

1ケース810ｇ
素材そのまんま
海老だけチップス

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

345×265×160mm
商品サイズ φ122×60mm
JANコード 4589487921412

ケース入り数 10個
賞味期限 240日

内容量 8g
重量

備考

810g/case
No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

Pure shrimp
crispy chips

C/S size
Description

Commodity

345×265×160mm
size φ122×60mm

JAN* code 4589487921412

Case pack 10 bottles
shelf time 240days

Content 8g
Weight

１箱810ｇ
纯虾脆片

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

345×265×160mm
规格 φ122×60mm

JAN编码 4589487921412

装箱数 １0个

保质期 240天

净含量 8g

重量

●単体サイズ／H205×125×15mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／560×290×180ｍｍ

●内容量 4g
●賞味期限
製造より365日

素材そのまんま 海老だけチップス
纯虾脆片
Pure shrimp crispy chips

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × ○ ×

日本語

中文

English

1ケース1355ｇ
素材そのまんま
海老だけチップス

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

560×290×180mm
商品サイズ 205×125×15mm
JANコード 4589487921436

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 4g
重量

備考

1355g/case
No preservative,coloring, 
artificial flavor and sweller.

Pure shrimp
crispy chips

C/S size
Description

Commodity

560×290×180mm
size 205×125×15mm

JAN* code 4589487921436

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 4g
Weight

１箱1355ｇ
纯虾脆片

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

560×290×180mm
规格 205×125×15mm

JAN编码 4589487921436

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 4g

重量

The fish snack is especially dedicated to the kids
for their health. Baked shrimp and young sardine at special temperature

and pressure to make into delicious fish and shrimp slices;

●単体サイズ／H210×60×5mm
●ケース入り数／360袋
●ケースサイズ／445×277×352ｍｍ

●内容量 7g
●賞味期限
製造より300日

よかったら
Yokattara

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1ケース4250ｇよかったら

たらのすり身をシートにし、
食べやすくする為、
細くカットしました。

C/Sサイズ
特徴

商品名

445×277×352mm
商品サイズ 210×60×5mm
JANコード 4589487922433

ケース入り数 360袋
賞味期限 300日

内容量 7g
重量

備考

Made surimi into slice
and cut into stripe for

easy-eating ;

Yokattara

C/S size
Description

Commodity

445×277×352mm
size 210×60×5mm

JAN* code 4589487922433

Case pack 360 pouches
shelf time 300days

Content 7g
4250g/caseWeight

鳕鱼片

把鳕鱼糜做成薄片，
为了方便食用，再切成细条；

外箱规格
特征

商品名

445×277×352mm
规格 210×60×5mm

JAN编码 4589487922433

装箱数 360袋

保质期 300天

净含量 7g

1箱4250g重量

日本語

中文

English

お魚系菓子

気軽に食べられ
お子様の健康を考えた
お魚を使ったお菓子です。
为了孩子的健康考虑，献上小孩子也能轻松品尝的小鱼零食 将虾和小沙丁鱼的原料在特殊的温度和压力下烤制，

制成美味的鱼片和虾片

●単体サイズ／H190×120×60mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／350×270×125mm

●内容量 80g
●賞味期限
製造より180日

乳酸菌いりこ
乳酸菌小鱼
Young sardin with lactobacillus

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × ○ ○

日本語

中文

English

1ケース2095ｇ
乳酸菌いりこ

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用
乳酸菌添加

C/Sサイズ
特徴

商品名

350×270×125mm
商品サイズ H190×120×60mm
JANコード 4589487921467

ケース入り数 20袋
賞味期限 180日

内容量 80g
重量

備考

2095g/case
No preservative,

coloring, spice,sweller;
Added lactobacillus

Young sardin
with lactobacillus

C/S size
Description

Commodity

350×270×125mm
size H190×120×60mm

JAN* code 4589487921467

Case pack 20 pouches
shelf time 180days

Content 80g
Weight

１箱2095ｇ
乳酸菌小鱼

保存料，色素，香料，
膨胀剂不使用，添加乳酸菌

外箱规格
特征

商品名

350×270×125mm
规格 H190×120×60mm

JAN编码 4589487921467

装箱数 20袋

保质期 180天

净含量 80g

重量

●単体サイズ／H190×120×60mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／350×270×125mm

●内容量 80g
●賞味期限
製造より180日

アーモンドと乳酸菌小魚
杏仁和乳酸菌小鱼
Almond and young sardin with lactobacillus

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × ○ ○

日本語

中文

English

1ケース2095ｇ
アーモンドと乳酸菌小魚

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用
乳酸菌添加

C/Sサイズ
特徴

商品名

350×270×125mm
商品サイズ H190×120×60mm
JANコード 4589487921474

ケース入り数 20袋
賞味期限 180日

内容量 80g
重量

備考

2095g/case
No preservative,

coloring, spice,sweller;
Added lactobacillus

Almond and young
sardin with lactobacillus

C/S size
Description

Commodity

350×270×125mm
size H190×120×60mm

JAN* code 4589487921474

Case pack 20 pouches
shelf time 180days

Content 80g
Weight

１箱2095ｇ
杏仁和乳酸菌小鱼

保存料，色素，香料，
膨胀剂不使用，添加乳酸菌

外箱规格
特征

商品名

350×270×125mm
规格 H190×120×60mm

JAN编码 4589487921474

装箱数 20袋

保质期 180天

净含量 80g

重量

●単体サイズ／H155×90×7mm
●ケース入り数／450袋
●ケースサイズ／375×281×167ｍｍ

●内容量 3本
●賞味期限
製造より180日

フィッシュ＆チーズスティック
奶酪鱼片鳕鱼片
Fish and cheese sticks

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1ケース2440ｇ
フィッシュ＆チーズ
スティック

たらのすり身をシートにし、
子供の好きなチーズを
はさみました。

C/Sサイズ
特徴

商品名

375×281×167mm
商品サイズ 155×90×7mm
JANコード 4589487922440

ケース入り数 450袋
賞味期限 180日

内容量 3本
重量

備考

Made surimi into slice and
sandwich the cheese
that kids love;

Fish and cheese sticks

C/S size
Description

Commodity

375×281×167mm
size 155×90×7mm

JAN* code 4589487922440

Case pack 450 pouches
shelf time 180days

Content
2440g/caseWeight

奶酪鱼片

把鳕鱼糜做成薄片，
再在两片中加入

孩子喜爱的奶酪；

外箱规格
特征

商品名

375×281×167mm
规格 155×90×7mm

JAN编码 4589487922440

装箱数 450袋

保质期 180天

净含量

1箱2440g重量

日本語

中文

English

NewNew

New New



ベビー根昆布だし醤油PET

保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

285×351×H153㎜

JANコード 4571368910943 200ml（日本ラベル）

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 200ml
H136×φ54mm

備考1本252g/1ケース8200kg重量

J ラベル

Baby kelp root soysauce
Salt low

No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

285×351×H153㎜

JAN* code 4571368910943 200ml（Japanese label）

Case pack 30 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 200ml
H136×φ54mm

252g/bottle / 8200g/caseWeight

J ラベル

宝宝海带根酱油
盐分低

不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

285×351×H153㎜

JAN编码 4571368910943

装箱数 30瓶

保质期 製造より12ヶ月

净含量 200ml
H136×φ54mm

1瓶252克/1箱8200克重量

J ラベル

日本語

中文

English

野菜しょうゆ大麦若葉・人参PET

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

285×351×H153㎜

JANコード 4571368910950 200ml（日本ラベル）

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 200ml
H136×φ54mm

備考1本252g/1ケース8200kg重量

J ラベル

Size
C/S size

Description

Commodity

285×351×H153㎜

JAN* code 4571368910950 200ml（Japanese label）

Case pack 30 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 200ml
H136×φ54mm

252g/bottle / 8200g/caseWeight

J ラベル

规格
外箱规格

特征

商品名

285×351×H153㎜

JAN编码 4571368910950

装箱数 30瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 200ml
H136×φ54mm

1瓶252克/1箱8200克重量

J ラベル

日本語

中文

English

ベビーめんつゆ
グルテンフリーPET
 小麦未使用
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

285×351×H153㎜

JANコード 4571368910981 200ml（日本ラベル）

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 200ml
H136×φ54mm

備考1本278g/1ケース8960kg重量

J ラベル

Baby Mentsuyu gluten-free PET
Japanese noodle soup base.

Gluten-free
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

285×351×H153㎜

JAN* code 4571368910981 200ml（Japanese label）

Case pack 30 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 200ml
H136×φ54mm

278g/bottle / 8960g/caseWeight

J ラベル

婴儿面条汤汁 不含麦麸

不使用小麦粉
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

285×351×H153㎜

JAN编码 4571368910981

装箱数 30瓶

保质期 製造より12ヶ月

净含量 200ml
H136×φ54mm

1瓶278克/1箱8960克重量

J ラベル

日本語

中文

English

ベビー牡蠣の白だしPET

保存料未使用
広島産牡蠣エキス使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

285×351×H153㎜

JANコード 4571368910974 200ml（日本ラベル）

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 200ml
H136×φ54mm

備考1本273g/1ケース8810kg重量

J ラベル

Baby oyster Dashi PET

No preservative
Uses Hiroshima oyster extract

Size
C/S size

Description

Commodity

285×351×H153㎜

JAN* code 4571368910974 200ml（Japanese label）

Case pack 30 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 200ml
H136×φ54mm

273g/bottle / 8810g/caseWeight

J ラベル

婴儿牡蛎调味汁

不使用保存料
使用広島牡蠣原汁；

规格
外箱规格

特征

商品名

285×351×H153㎜

JAN编码 4571368910974

装箱数 30瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 200ml
H136×φ54mm

1瓶273克/1箱8810克重量

J ラベル

日本語

中文

English

ベビートマトソースPET

簡単にトマト味のメニューが
できるトマトソース

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

285×351×H153㎜

JANコード 4571368910967 200ml（日本ラベル）

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 200ml
H136×φ54mm

備考1本271g/1ケース8800kg重量

J ラベル

Baby tomato flavor sauce 

This tomato sauce goes
well with any dish!

Size
C/S size

Description

Commodity

285×351×H153㎜

JAN* code 4571368910967 200ml（Japanese label）

Case pack 30 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 200ml
H136×φ54mm

271g/bottle / 8800g/caseWeight

J ラベル

婴儿西红柿汤汁

可以制作简单的西红柿味菜肴的
西红柿汤汁

规格
外箱规格

特征

商品名

285×351×H153㎜

JAN编码 4571368910967

装箱数 30瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 200ml
H136×φ54mm

1瓶271克/1箱8800克重量

J ラベル

日本語

中文

English

※　 ラベルは日本国内販売用ラベル、　 ラベルは中国国内販売用ラベルです。　※写真はすべてイメージです。CJ*JAN : Japanese Article Numbe

日本製造
安心・安全の

安心、 安全国内制造

Safe and reliable ,
Made in Japan

製造ロット
毎の検査

每个制造环节都会进行
细菌检查

Inspect every
production lot.

国産
主原料使用
Main materials are
sourced from Japan

使用国产主要原材料

※　 ラベルは日本国内販売用ラベル、　 ラベルは中国国内販売用ラベルです。　※写真はすべてイメージです。CJ*JAN : Japanese Article Numbe

大麦若葉と生人参使用
保存料未使用

Baby Vegetable Soysauce
Barley young leaf and Carrot 

（salt low）
Used nutritional barley young leaf and fresh carrot

No preservative

宝宝蔬菜酱油
大麦若叶&胡萝卜＜盐分低＞

使用大麦若叶和新鲜的胡萝卜泥
不使用保存料
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J ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H136×径54㎜
●ケース入り数／(10×3箱)30本入
●ケースサイズ／285×351×H153㎜
●内 容 量 200ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビートマトソースPET
婴儿西红柿汤汁
Baby tomato flavor sauce 

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

ベビー醤油200mlPETシリーズ baby soysauce ベビー醤油200mlPETシリーズ baby soysauce

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × ○ ×

J ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H136×径54㎜
●ケース入り数／(10×3箱)30本入
●ケースサイズ／285×351×H153㎜　　　　　　　
●内 容 量 200ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビー野菜しょうゆ大麦若葉・人参PET
宝宝蔬菜酱油 大麦若叶&胡萝卜＜盐分低＞
Baby Vegetable Soysauce
Barley young leaf and Carrot （salt low）

J ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H136×径54㎜
●ケース入り数／(10×3箱)30本入
●ケースサイズ／285×351×H153㎜
●内 容 量 200ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビー根昆布だし醤油PET
宝宝海带根酱油 盐分低
Baby kelp root soysauce Salt low

讲究素材和味道的“高级婴幼儿酱油”新装上市！！

Attach importance to good material and taste "luxury baby soysauce" 
updating new package on the market !!

素材と味にもこだわった〝プレミアム ベビー醤油〟が
新しくペットボトルになってリニューアル！！ たくさん使える

たっぷりの
内容量

200ml

たくさん使える
たっぷりの

内容量

200ml

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × ○ ×

J ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H136×径54㎜
●ケース入り数／(10×3箱)30本入
●ケースサイズ／285×351×H153㎜　　　　　　
●内 容 量 200ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビー牡蠣の白だしPET
婴儿牡蛎调味汁
Baby oyster Dashi PET

J ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H136×径54㎜
●ケース入り数／(10×3箱)30本入
●ケースサイズ／285×351×H153㎜
●内 容 量 200ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビーめんつゆ　グルテンフリーPET
婴儿面条汤汁 不含麦麸
Baby Mentsuyu gluten-free PET
Japanese noodle soup base.

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

New

New

New

New

New

New

New



※　 ラベルは日本国内販売用ラベル、　 ラベルは中国国内販売用ラベルです。　※写真はすべてイメージです。CJ*JAN : Japanese Article Numbe

ベビー根昆布だし醤油
減塩

保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JANコード
4571368910103 100ml（中国ラベル）

ケース入り数 40本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 100ml
H133×φ45mm

備考1本264ｇ/1ケース11150ｇ重量

C ラベル

4571368910127 200ml  日本未発売C ラベル

H133×φ45mm

Baby kelp root soysauce
Salt low

No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN* code
4571368910103 100ml（Chinese label）

Case pack 40 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 100ml 264g/bottle / 11150g/caseWeight

C ラベル

4571368910127 200ml C ラベル

H133×φ45mm

宝宝海带根酱油
盐分低

不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN编码
4571368910103 100ml（中文标签）

装箱数 40瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 100ml 1瓶264克/1箱11150克重量

C ラベル

4571368910127 200mlC ラベル

日本語

中文

English

岡山寄島産
黄金牡蠣だしスープ

岡山寄島産牡蠣エキス使用
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JANコード 4571368910189

ケース入り数 40本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 100ml
H133×φ45mm

備考1本269ｇ/1ケース11380ｇ重量

C ラベル

H133×φ45mm

4571368910189C ラベル
Golden oyster concentrated soup
from Okayama Yorishima

Used oyster extract from Okayama Yorishima
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN* code

Case pack 40 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 100ml 269g/bottle / 11380g/caseWeight

H133×φ45mm

4571368910189C ラベル
冈山县寄岛产黄金牡蛎汤汁

使用冈山县寄岛产牡蛎精华
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN编码

装箱数 40瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 100ml 1瓶269克/1箱11380克重量

日本語

中文

English

4571368910134C ラベル
ベビー野菜しょうゆ

（大麦若葉＆にんじん）減塩

大麦若葉と生人参使用
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JANコード

ケース入り数
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 100ml
H133×φ45mm

備考

40本
1本264ｇ/1ケース11150ｇ重量

H133×φ45mm

Baby Vegetable Soysauce
Barley young leaf and Carrot 

（salt low）
Used nutritional barley young leaf and fresh carrot

No preservative
Size

C/S size
Description

Commodity

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN* code

Case pack 40 bottles
shelf time 12 months after the production date

Content 100ml 264g/bottle / 11150g/caseWeight

4571368910134C ラベル

H133×φ45mm

宝宝蔬菜酱油
大麦若叶&胡萝卜＜盐分低＞

使用大麦若叶和新鲜的胡萝卜泥
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

３９５×２４８×１４９ｍｍ

JAN编码

装箱数 40瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 100ml 1瓶264克/1箱11150克重量

4571368910134C ラベル

日本語

中文

English

日本製造
安心・安全の

安心、 安全国内制造

Safe and reliable ,
Made in Japan

製造ロット
毎の検査

每个制造环节都会进行
细菌检查

Inspect every
production lot.

国産
主原料使用
Main materials are
sourced from Japan

使用国产主要原材料

※　 ラベルは日本国内販売用ラベル、　 ラベルは中国国内販売用ラベルです。　※写真はすべてイメージです。CJ*JAN : Japanese Article Numbe

日本製造
安心・安全の

安心、 安全国内制造

Safe and reliable ,
Made in Japan

化学調味料
着色料 無添加

不添加化学调味料和色素 ；

No chemical seasoning
and coloring;

国産
主原料使用
Main materials are
sourced from Japan

使用国产主要原材料

海苔含有蛋白质、钙、铁、和12种维生素。

4571368910011（3枚入）

4571368910042（5枚入）

C ラベル

J ラベル無添加 元気のり
（12切×5枚入）×16袋※

使いやすい小分けパック
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

325×150×410ｍｍ

JANコード

ケース入り数 20本
賞味期限 製造より10ヶ月

内容量※ 12切5枚入り×16袋
H123×φ80mm

備考1本98ｇ/1ケース2300ｇ国内用重量

4571368910011（3 pcs）

4571368910042（5 pcs）

C ラベル

J ラベルNo additive  Healthy seaweed
(12cut-5pcs) 16bags

Convenient small packing
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

325×150×410ｍｍ

JAN* code

Case pack 20 packs
shelf time 10 months after the production date

Content 16 packs (12 cut - 5 pcs) 
H123×φ80mm

98g/bag 2300g/caseonly for domesticWeight

无添加 健康海苔

（12切*5片）*16袋

方便使用的小包装
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

325×150×410ｍｍ

JAN编码

装箱数 20本

保质期 制造开始10个月

净含量 （12切*5片）*16袋

H123×φ80mm
98克/袋 2300克/箱国内用重量

4571368910011（3枚入）

4571368910042（5枚入）

C ラベル

J ラベル

日本語

中文

English

C ラベルJ ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H123×φ80mm
●ケース入り数／２０本
●ケースサイズ／325×150×410ｍｍ
●内 容 量 12切5枚入り×16袋
●賞味期限 製造より10ヶ月

無添加 元気のり（12切×5枚入）×16袋
无添加 健康海苔
No additive  Healthy seaweed

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × ○ ×

4571368910059

4571368910028

C ラベル

J ラベル

国内用 海外用20袋 60袋
国内用
海外用

無添加 元気のり
（8切×8枚入）×全形1枚分

アルミパック
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

190×165×240ｍｍ
370×380×340ｍｍ

JANコード

ケース入り数
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 1袋
160×117×15mm

備考1袋19ｇ/1ケース540ｇ国内用重量

4571368910059

4571368910028

C ラベル

J ラベル

only for overseas20 packs 60 packs
only for domestic
only for overseas

190×165×240ｍｍ
370×380×340ｍｍ

No additive Healthy seaweed
(8 cut ‒ 8pcs) 1 full size piece

Aluminum film pack
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity
JAN* code

Case pack
shelf time 12 months after the production date

Content 1 pack
160×117×15mm

19g/bag 540g/caseonly for domestic
only for domestic

Weight

4571368910059

4571368910028

C ラベル

J ラベル

国内用 海外用20袋 60袋

国内用

海外用

190×165×240ｍｍ
370×380×340ｍｍ

无添加 健康海苔
（8切*8片）全1张

铝膜包装
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名
JAN编码

装箱数

保质期 制造开始12个月

净含量 1袋

160×117×15mm
19克/袋 540克/箱国内用重量

日本語

中文

English

C ラベルJ ラベル
J ラベル

●単体サイズ／H160×117×15mm
●ケース入り数／２０袋（国内用）
●ケースサイズ／190×165×240ｍｍ（国内用）
●内 容 量（8切×8枚入）×全形1枚分
●賞味期限 製造より12ヶ月

無添加 元気のり（8切×8枚入）×全形1枚分
无添加 健康海苔（8切*8片）全1张
No additive Healthy seaweed
(8 cut ‒ 8pcs) 1 full size piece

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × ○ ×

4589487922525

48本

のり佃煮

保存料不使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

235×345×165ｍｍ

JANコード

ケース入り数
賞味期限 730日

内容量 85g
φ55×75ｍｍ

備考1本219ｇ/1ケース10500ｇ重量

4589487922525

48 packs
235×345×165ｍｍ

Boiled Seaweed

No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity
JAN* code

Case pack
shelf time 730days

Content 85g
φ55×75ｍｍ

219g/bag  10500g/caseWeight

4589487922525

48瓶
235×345×165ｍｍ

海苔泥

不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名
JAN编码

装箱数

保质期 730天

净含量 85g

φ55×75ｍｍ
１瓶219ｇ/１箱10500ｇ重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／φ55×75mm
●ケース入り数／48本
●ケースサイズ／235×345×165ｍｍ
●内 容 量 85g
●賞味期限 製造より730日

のり佃煮
海苔泥
Boiled Seaweed

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×
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C ラベル

C ラベル

●単体サイズ／H133×φ45mm
●ケース入り数／4０本（海外用）
●ケースサイズ／３９５×２４８×１４９ｍｍ（海外用）
●内 容 量 100ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビー野菜しょうゆ（大麦若葉＆にんじん）減塩
宝宝蔬菜酱油 大麦若叶&胡萝卜＜盐分低＞
Baby Vegetable Soysauce
Barley young leaf and Carrot （salt low）

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

プレミアム ベビー醤油 Premium baby soysauce

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × ○ × C ラベル

C ラベル

●単体サイズ／H133×φ45mm
●ケース入り数／4０本（海外用）
●ケースサイズ／３９５×２４８×１４９ｍｍ（海外用）
●内 容 量 100ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

岡山寄島産黄金牡蠣だしスープ
冈山县寄岛产黄金牡蛎汤汁
Golden oyster concentrated soup
from Okayama Yorishima

C ラベル

C ラベル

●単体サイズ／H133×φ45mm
●ケース入り数／4０本（海外用）
●ケースサイズ／３９５×２４８×１４９ｍｍ（海外用）
●内 容 量 100ml
●賞味期限 製造より12ヶ月

ベビー根昆布だし醤油 減塩
宝宝海带根酱油 盐分低

更加注重食材的味道 宝宝爱吃是我们的目标

Baby kelp root soysauce
Salt low

We take its ingredients and taste seriously more.

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

さらに素材と味にもこだわりました。

J ラベル

J ラベル

J ラベル

2020年12月
終売

2020年12月
終売

2020年12月
終売

This seaweed contains protein, calcium, iron and 12kind of vitamin.

海苔には、タンパク質、カルシウム、鉄分、
１２種類ものビタミンが含まれます。

海　苔 Seaweed

New
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4571368910721
4571368910035

（TN）
4571368910738（US）

C ラベル

J ラベル
元気のりふりかけ

牡蠣醤油 味付のり使用
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

421×346×116ｍｍ

JANコード

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 50g
H105×φ66mm

備考1本217ｇ/1ケース7320ｇ国内用重量

（TN）
（US）

4571368910721
4571368910738

4571368910035

C ラベル

J ラベルHealthy seaweed Furikake

Oysters soysauce- tasty seaweed used
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

421×346×116ｍｍ

JAN* code

Case pack 30 packs
shelf time 12 months after the production date

Content 50g
H105×φ66mm

217g/bag  7320g/caseonly for domesticWeight

（TN）
（US）

健康海苔拌饭料

使用牡蛎酱油调味的海苔
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

421×346×116ｍｍ

JAN编码

装箱数 30瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 50g

H105×φ66mm
217克/瓶  7320克/箱国内用重量

4571368910721
4571368910738

4571368910035

C ラベル

J ラベル

日本語

中文

English

4571368910691

4571368910653

C ラベル

J ラベル緑黄色野菜ふりかけ

７種類の野菜入り
保存料未使用

単体サイズ
C/Sサイズ

特徴

商品名

421×346×116ｍｍ

JANコード

ケース入り数 30本
賞味期限 製造より12ヶ月

内容量 50g
H105×φ66mm

備考1本217ｇ/1ケース7320ｇ国内用重量

（TN,US）4571368910691

4571368910653

C ラベル

J ラベルGreen and yellow vegetable
Furikake

7 kinds of vegetale mixed
No preservative

Size
C/S size

Description

Commodity

421×346×116ｍｍ

JAN* code

Case pack 30 packs
shelf time 12 months after the production date

Content 50g
H105×φ66mm

217g/bag  7320g/caseonly for domesticWeight

（TN,US）

绿黄色蔬菜拌饭料

加入7种蔬菜
不使用保存料

规格
外箱规格

特征

商品名

421×346×116ｍｍ

JAN编码

装箱数 30瓶

保质期 制造开始12个月

净含量 50g

H105×φ66mm
217克/瓶  7320克/箱国内用重量

4571368910691

4571368910653

C ラベル

J ラベル

日本語

中文

English

※　 ラベルは日本国内販売用ラベル、　 ラベルは中国国内販売用ラベルです。　※写真はすべてイメージです。CJ*JAN : Japanese Article Numbe

日本製造
安心・安全の

安心、 安全国内制造

Safe and reliable ,
Made in Japan

着色料・保存料
無添加
不使用色素、防腐剂

No preservative and
artificial coloring

※写真はすべてイメージです。*JAN : Japanese Article Numbe

国産
主原料使用

使用国产主要原材料

Main materials are
sourced from Japan

日本製造
安心・安全の

安心、 安全国内制造

Safe and reliable ,
Made in Japan

着色料・保存料
無添加
不使用色素、防腐剂

No preservative and
artificial coloring

国産
主原料使用

使用国产主要原材料

Main materials are
sourced from Japan

（TN,US）

J ラベル

●単体サイズ／H105×φ66mm
●ケース入り数／30本
●ケースサイズ／421×346×116ｍｍ
●内 容 量 50g
●賞味期限 製造より12ヶ月

緑黄色野菜ふりかけ
绿黄色蔬菜拌饭料
Green and yellow vegetable
Furikake

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× ○ ○ × × × ×

C ラベルJ ラベル

C ラベルJ ラベル

J ラベル

●単体サイズ／H105×φ66mm
●ケース入り数／30本
●ケースサイズ／421×346×116ｍｍ
●内 容 量 50g
●賞味期限 製造より12ヶ月

元気のりふりかけ
健康海苔拌饭料
Healthy seaweed Furikake

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× ○ ○ × × ○ ×

ふりかけ Furikake

13 14

●単体サイズ／H220×160×40.5mm
●ケース入り数／80袋
●ケースサイズ／384×345×520mm

●内容量 30g
●賞味期限
製造より300日

カリカリちーずせん
奶酪饼
Cheese rice crackers

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× ○ × × × × ×

1ケース4880ｇカリカリちーずせん

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用　

C/Sサイズ
特徴

商品名

384×345×520mm
商品サイズ 40.5×160×220mm
JANコード 4589487922419

ケース入り数 120袋
賞味期限 300日

内容量 21g
重量

備考

384×345×520mm
40.5×160×220mm
4589487922419

4880g/case
No preservative,coloring,
artificial flavor and sweller

Cheese rice crackers

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 120 pouches
shelf time 300days

Content 21g
Weight

1箱4880g
奶酪饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

384×345×520mm
规格 40.5×160×220mm

JAN编码 4589487922419

装箱数 120袋

保质期 300天

净含量 21g

重量

日本語

中文

English

スナック菓子

人気のお菓子をバリエーション豊かにご用意しました。

用心专注素材的美味，无色素不添加防腐剂，给您营养丰富的拌饭料。

为您奉献丰富多彩的大受欢迎的零食 ；

Focus on delicious material, no coloring and preservative, 
the Furikake supply more nutrition.

Offer you a variety of popular snacks;

素材の味を大切に、着色料・保存料無添加で仕上げました。
栄養たっぷりのふりかけです。

●単体サイズ／H130×100×40mm
●ケース入り数／24箱
●ケースサイズ／417×257×146ｍｍ

●内容量 24g
●賞味期限
製造より300日

スティックウエハース
威化饼干
Stick wafers

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× ○ ○ × × × ×

1ケース1100ｇスティックウエハース

保存料・着色料・
香料不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

417×257×146ｍｍ
商品サイズ 130×100×40ｍｍ
JANコード 4589487922068

ケース入り数 24箱
賞味期限 300日

内容量 24g
重量

備考

417×257×146ｍｍ
130×100×40ｍｍ
4589487922068

1100g/case
No preservative,coloring, 

artificial flavor

Stick wafers

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 24 pouches
shelf time 300days

Content 24g
Weight

1箱1100g
威化饼干

不使用储存剂、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

417×257×146ｍｍ
规格 130×100×40ｍｍ

JAN编码 4589487922068

装箱数 24袋

保质期 300天

净含量 24g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H180×150×50mm
●ケース入り数／12袋
●ケースサイズ／330×250×190ｍｍ

●内容量 50g
●賞味期限
製造より365日

豆乳きなこウエハース
豆乳味威化饼干
Soymilk kinako wafers

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1ケース920ｇ豆乳きなこウエハース

保存料･着色料･香料･
膨張剤不使用　

C/Sサイズ
特徴

商品名

330×250×190ｍｍ
商品サイズ 150×180×50ｍｍ
JANコード 4589487922310

ケース入り数 12袋
賞味期限 365日

内容量 50g
重量

備考

330×250×190ｍｍ
150×180×50ｍｍ
4589487922310

920g/case
No preservative,coloring,
artificial flavor and sweller

Soymilk kinako
wafers

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 12 pouches
shelf time 365days

Content 50g
Weight

1箱920g
豆乳味威化饼干

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

330×250×190ｍｍ
规格 150×180×50ｍｍ

JAN编码 4589487922310

装箱数 12袋

保质期 365天

净含量 50g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H270×170×60mm
●ケース入り数／80袋
●ケースサイズ／554×410×440ｍｍ

●内容量 64g
●賞味期限
製造より180日

あんをわすれたどら焼き
无馅儿铜锣烧
Pancake

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1ケース8720ｇあんをわすれたどら焼き

保存料・着色料不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

554×410×440mm
商品サイズ 60×170×270mm
JANコード 4589487922426

ケース入り数 80袋
賞味期限 180日

内容量 57.6g
重量

備考

554×410×440mm
60×170×270mm
4589487922426

8720g/case
No preservative
and coloring

Pancake

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 80 pouches
shelf time 180days

Content 57.6g
Weight

1箱8720g
无馅儿铜锣烧

不使用储存剂、色素。 
外箱规格

特征

商品名

554×410×440mm
规格 60×170×270mm

JAN编码 4589487922426

装箱数 80袋

保质期 180天

净含量 57.6g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H130×108×45mm
●ケース入り数／24箱
●ケースサイズ／450×160×285ｍｍ

●内容量 12g
●賞味期限
製造より450日

かぼちゃとにんじんスナック
南瓜胡萝卜味章鱼形泡芙

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

かぼちゃとにんじん
スナック

保存料・着色料不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

450×160×285mm
商品サイズ 130×108×45mm
JANコード 4589487921764

ケース入り数 24箱
賞味期限 450日

内容量 12g
重量

備考

450×160×285mm
450×160×285mm
4589487921764

No preservative
and coloring

Pumpkin and carrot
snacks

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 24 pouches
shelf time 450days

Content 12g
Weight

南瓜胡萝卜味章鱼形泡芙

不使用储存剂、色素。 
外箱规格

特征

商品名

450×160×285mm
规格 450×160×285mm

JAN编码 4589487921764

装箱数 24袋

保质期 450天

净含量 12g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H130×108×45mm
●ケース入り数／24箱
●ケースサイズ／450×160×285ｍｍ

●内容量 12g
●賞味期限
製造より450日

トマトとにんじんスナック
西红柿胡萝卜味星星泡芙
Tomato and carrot snacks

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

トマトとにんじん
スナック

保存料・着色料不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

450×160×285mm
商品サイズ 130×108×45mm
JANコード 4589487921771

ケース入り数 24箱
賞味期限 450日

内容量 12g
重量

備考

450×160×285mm
450×160×285mm
4589487921771

No preservative
and coloring

Tomato and carrot
snacks

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 24 pouches
shelf time 450days

Content 12g
Weight

西红柿胡萝卜味星星泡芙

不使用储存剂、色素。 
外箱规格

特征

商品名

450×160×285mm
规格 450×160×285mm

JAN编码 4589487921771

装箱数 24袋

保质期 450天

净含量 12g

重量

日本語

中文

English

Pumpkin and carrot snacks

New New



※写真はすべてイメージです。*JAN : Japanese Article Numbe ※写真はすべてイメージです。*JAN : Japanese Article Numbe
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やさいゼリー

野菜と果実をベストバランスで配合し
やわらかい食感のゼリーにしました。

●単体サイズ／H200×160×40mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／345×290×195ｍｍ

●内容量 154g
●賞味期限
製造より270日

かいてきやさいゼリー
快适蔬菜果冻
Yummy vegetable jelly

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

日本語

中文

English

1袋154ｇ/1ケース3800ｇ
かいてき
やさいゼリー

保存料・膨張剤不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

345×290×195ｍｍ
商品サイズ 200×160×40ｍｍ
JANコード 4589487921511

ケース入り数 20袋
賞味期限 270日

内容量 154g
重量

備考

154g/pouch, 3800g/case
No preservative
and sweller.

Yummy
vegetable jelly

C/S size
Description

Commodity

345×290×195ｍｍ
size 200×160×40ｍｍ

JAN* code 4589487921511

Case pack 20 pouches
shelf time 270days

Content 154g
Weight

１袋154ｇ/１箱3800ｇ
快适蔬菜果冻

不使用储存剂、膨胀剂。
外箱规格

特征

商品名

345×290×195ｍｍ
规格 200×160×40ｍｍ

JAN编码 4589487921511

装箱数 20袋

保质期 270天

净含量 154g

重量

●単体サイズ／H200×160×40mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／345×290×195ｍｍ

●内容量 154g
●賞味期限
製造より270日

むらさきのやさいゼリー
紫色蔬菜果冻
Purple vegetable jelly

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋154ｇ/1ケース3800ｇ
むらさきの
やさいゼリー

保存料・膨張剤不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

345×290×195ｍｍ
商品サイズ 200×160×40ｍｍ
JANコード 4589487921528

ケース入り数 20袋
賞味期限 270日

内容量 154g
重量

備考

No preservative
and sweller.

Purple
vegetable jelly

C/S size
Description

Commodity

345×290×195ｍｍ
size 200×160×40ｍｍ

JAN* code 4589487921528

Case pack 20 pouches
shelf time 270days

Content 154g
154g/pouch, 3800g/caseWeight

１袋154ｇ/１箱3800ｇ
紫色蔬菜果冻

不使用储存剂、膨胀剂。
外箱规格

特征

商品名

345×290×195ｍｍ
规格 200×160×40ｍｍ

JAN编码 4589487921528

装箱数 20袋

保质期 270天

净含量 154g

重量

日本語

中文

English

ベジタブルぽんせんべい

素材をそのまま使用した、
うすくて軽い、
くちどけの良い食感です。

●単体サイズ／H190×140×39mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／245×765×360ｍｍ

●内容量 17g
●賞味期限
製造より365日

ベジタブルぽんせんべい とまと味
西红柿味薯饼
Vegetable senbei with tomato flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋17ｇ/1ケース3540ｇ
ベジタブルぽんせんべい

とまと味
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

245×765×360ｍｍ
商品サイズ 190×140×39ｍｍ
JANコード 4589487921245

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 17g
重量

備考

245×765×360ｍｍ
190×140×39ｍｍ
4589487921245

17g/pouch, 3540g/case
No preservative, coloring,
artificial flavor and sweller

Vegetable senbei
with tomato flavor

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 17g
Weight

1袋17g/1箱3540g
西红柿味薯饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

245×765×360ｍｍ
规格 190×140×39ｍｍ

JAN编码 4589487921245

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 17g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H190×140×39mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／245×765×360ｍｍ

●内容量 17g
●賞味期限
製造より365日

ベジタブルぽんせんべい ほうれん草味
菠菜味薯饼
Vegetable senbei with spinach flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋17ｇ/1ケース3540ｇ
ベジタブルぽんせんべい

ほうれん草味
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

245×765×360ｍｍ
商品サイズ 190×140×39ｍｍ
JANコード 4589487921283

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 17g
重量

備考

245×765×360ｍｍ
190×140×39ｍｍ
4589487921283

17g/pouch, 3540g/case
No preservative, coloring,
artificial flavor and sweller

Vegetable senbei
with spinach flavor

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 17g
Weight

1袋17g/1箱3540g
菠菜味薯饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

245×765×360ｍｍ
规格 190×140×39ｍｍ

JAN编码 4589487921283

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 17g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H190×140×39mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／245×765×360ｍｍ

●内容量 17g
●賞味期限
製造より365日

ベジタブルぽんせんべい じゃがいも味
原味薯饼
Vegetable senbei with Potato flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋17ｇ/1ケース3540ｇ
ベジタブルぽんせんべい
じゃがいも味

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

245×765×360ｍｍ
商品サイズ 190×140×39ｍｍ
JANコード 4589487921214

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 17g
重量

備考

245×765×360ｍｍ
190×140×39ｍｍ
4589487921214

17g/pouch, 3540g/case
No preservative, coloring,
artificial flavor and sweller

Vegetable senbei
with Potato flavor

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 17g
Weight

1袋17g/1箱3540g
原味薯饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

245×765×360ｍｍ
规格 190×140×39ｍｍ

JAN编码 4589487921214

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 17g

重量

日本語

中文

English

New

使用简单的原料，又轻又薄，入口即化的良好口感 ；
Simple materials, light and thin, good tast
with instant melting in the mouth

蔬菜和水果完美搭配，做成口感柔软的果冻 ；
Best balance propotion with vegetable and fruit, 
made soft taste jelly;

●単体サイズ／H190×140×39mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／245×765×360ｍｍ

●内容量 17g
●賞味期限
製造より365日

ベジタブルぽんせんべい のり味
海苔味薯饼
Vegetable senbei with seaweed flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋17ｇ/1ケース3540ｇ
ベジタブルぽんせんべい

のり味
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

245×765×360ｍｍ
商品サイズ 190×140×39ｍｍ
JANコード 4589487921269

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 17g
重量

備考

245×765×360ｍｍ
190×140×39ｍｍ
4589487921269

17g/pouch, 3540g/case
No preservative, coloring,
artificial flavor and sweller

Vegetable senbei
with seaweed flavor

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 17g
Weight

1袋17g/1箱3540g
海苔味薯饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

245×765×360ｍｍ
规格 190×140×39ｍｍ

JAN编码 4589487921269

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 17g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H190×140×39mm
●ケース入り数／50袋
●ケースサイズ／245×765×360ｍｍ

●内容量 17g
●賞味期限
製造より365日

ベジタブルぽんせんべい 紫いも味
紫薯味薯饼
Vegetable senbei with purple potato flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

1袋17ｇ/1ケース3540ｇ
ベジタブルぽんせんべい

紫いも味
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

245×765×360ｍｍ
商品サイズ 190×140×39ｍｍ
JANコード 4589487921276

ケース入り数 50袋
賞味期限 365日

内容量 17g
重量

備考

245×765×360ｍｍ
190×140×39ｍｍ
4589487921276

17g/pouch, 3540g/case
No preservative, coloring,
artificial flavor and sweller

Vegetable senbei
with purple potato flavor

C/S size
Description

Commodity size
JAN* code

Case pack 50 pouches
shelf time 365days

Content 17g
Weight

1袋17g/1箱3540g
紫薯味薯饼

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。

外箱规格
特征

商品名

245×765×360ｍｍ
规格 190×140×39ｍｍ

JAN编码 4589487921276

装箱数 50袋

保质期 365天

净含量 17g

重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H200×160×40mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／345×290×195ｍｍ

●内容量 154g
●賞味期限
製造より270日

きいろのやさいゼリー
黄色蔬菜果冻
Yellow vegetable jelly

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × × × × × ×

日本語

中文

English

1袋154ｇ/1ケース3800ｇ
きいろの
やさいゼリー

保存料・膨張剤不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

345×290×195ｍｍ
商品サイズ 200×160×40ｍｍ
JANコード 4589487921535

ケース入り数 20袋
賞味期限 270日

内容量 154g
重量

備考

154g/pouch, 3800g/case
No preservative
and sweller.

Yellow
vegetable jelly

C/S size
Description

Commodity

345×290×195ｍｍ
size 200×160×40ｍｍ

JAN* code 4589487921535

Case pack 20 pouches
shelf time 270days

Content 154g
Weight

１袋154ｇ/１箱3800ｇ
黄色蔬菜果冻

不使用储存剂、膨胀剂。
外箱规格

特征

商品名

345×290×195ｍｍ
规格 200×160×40ｍｍ

JAN编码 4589487921535

装箱数 20袋

保质期 270天

净含量 154g

重量
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そうめん

●単体サイズ／H250×90×15mm
●ケース入り数／30袋
●ケースサイズ／210×430×100ｍｍ

●内容量 160g
●賞味期限
製造より730日

マイルドそうめん
无盐细面
Dry noodle

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1袋160ｇ/1ケース5470ｇ
マイルドそうめん

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

210×430×100mm
商品サイズ 15×90×250mm
JANコード 4589487921047

ケース入り数 30袋
賞味期限 730日

内容量 160g
重量

備考

No preservative,coloring,
artificial flavor and sweller

Dry noodle

C/S size
Description

Commodity

210×430×100mm
size 15×90×250mm

JAN* code 4589487921047

Case pack 30 pouches
shelf time 730days

Content 160g
160g/pouch; 5470g/caseWeight

无盐细面

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

210×430×100mm
规格 15×90×250mm

JAN编码 4589487921047

装箱数 30袋

保质期 730天

净含量 160g

1袋160g/1箱5470g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H250×90×15mm
●ケース入り数／30袋
●ケースサイズ／210×430×100ｍｍ

●内容量 150g
●賞味期限
製造より730日

マイルドそうめん 人参
胡萝卜味无盐细面
Dry noodle carrots flaver

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1袋150ｇ/1ケース5470ｇ
マイルドそうめん

人参
保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

210×430×100mm
商品サイズ 15×90×250mm
JANコード 4589487921054

ケース入り数 30袋
賞味期限 730日

内容量 150g
重量

備考

No preservative,coloring,
artificial flavor and sweller

Dry noodle
carrots flaver

C/S size
Description

Commodity

210×430×100mm
size 15×90×250mm

JAN* code 4589487921054

Case pack 30 pouches
shelf time 730days

Content 150g
150g/pouch; 5470g/caseWeight

胡萝卜味无盐细面

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

210×430×100mm
规格 15×90×250mm

JAN编码 4589487921054

装箱数 30袋

保质期 730天

净含量 150g

1袋150g/1箱5470g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H250×90×15mm
●ケース入り数／30袋
●ケースサイズ／210×430×100ｍｍ

●内容量 150g
●賞味期限
製造より730日

マイルドそうめん かぼちゃ
南瓜无盐细面
Dry noodle pumpkin flaver

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1袋150ｇ/1ケース5470ｇ
マイルドそうめん
かぼちゃ

保存料・着色料・香料・
膨張剤不使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

210×430×100mm
商品サイズ 15×90×250mm
JANコード 4589487921085

ケース入り数 30袋
賞味期限 730日

内容量 150g
重量

備考

No preservative,coloring,
artificial flavor and sweller

Dry noodle
pumpkin flaver

C/S size
Description

Commodity

210×430×100mm
size 15×90×250mm

JAN* code 4589487921085

Case pack 30 pouches
shelf time 730days

Content 150g
150g/pouch; 5470g/caseWeight

南瓜无盐细面

不使用储存剂、色素、
香料、膨胀剂。 

外箱规格
特征

商品名

210×430×100mm
规格 15×90×250mm

JAN编码 4589487921085

装箱数 30袋

保质期 730天

净含量 150g

1袋150g/1箱5470g重量

日本語

中文

English

日本制造，品质放心的细面

We offer reliable and safe Somen  (japanese thin noodle)
made in Japan.

用日本仅存的“滴落烧制法”做出的一口就能吃下的点心

Rare traditional processing fo Japan" drop baking" , 
make a mouth-size crispy cookies;

日本製造の安心素麺です。

Somen

●単体サイズ／H235×75×15mm
●ケース入り数／3０本
●ケースサイズ／210×430×90ｍｍ

●内容量 160g
●賞味期限
製造より24ヶ月

極細ベジタブル麺（３色）
ほうれんそう＆トマト
菠菜西红柿细面
Spinach & tomato
Somen 

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1本180ｇ/1ケース5160ｇ
極細ベジタブル麺（３色）
ほうれんそう＆トマト
茹で時間１分
保存料未使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

210×430×90ｍｍ
商品サイズ 235×75×15mm
JANコード 4589487921016

ケース入り数 30袋
賞味期限 製造より24ヶ月

内容量 160g
重量

備考

Cooking time 1 min
No preservative

Spinach & tomato
Somen 

C/S size
Description

Commodity

210×430×90ｍｍ
size 235×75×15mm

JAN* code 4589487921016

Case pack 30 pouches
shelf time 24 months after the production date

Content 160g
160g/bag 5160g/caseWeight

菠菜西红柿细面

煮时间仅1分钟
不使用保存料

外箱规格
特征

商品名

210×430×90ｍｍ
规格 235×75×15mm

JAN编码 4589487921016

装箱数 30袋

保质期 制造开始24个月

净含量 160g

1袋180g/1箱5160g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H235×75×15mm
●ケース入り数／3０本
●ケースサイズ／210×430×90ｍｍ

●内容量 160g
●賞味期限
製造より24ヶ月

極細ベジタブル麺（３色）
かぼちゃ＆にんじん
南瓜胡萝卜细面
Pumpkin & carrot 
Somen

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
× × ○ × × × ×

1本180ｇ/1ケース5160ｇ
極細ベジタブル麺（3色）
かぼちゃ＆にんじん
茹で時間１分
保存料未使用

C/Sサイズ
特徴

商品名

210×430×90ｍｍ
商品サイズ 235×75×15mm
JANコード 4589487921023

ケース入り数 30袋
賞味期限 製造より24ヶ月

内容量 160g
重量

備考

Cooking time 1 min
No preservative

Pumpkin & carrot
Somen

C/S size
Description

Commodity

210×430×90ｍｍ
size 235×75×15mm

JAN* code 4589487921023

Case pack 30 pouches
shelf time 24 months after the production date

Content 160g
160g/bag 5160g/caseWeight

南瓜胡萝卜细面

煮时间仅1分钟
不使用保存料

外箱规格
特征

商品名

210×430×90ｍｍ
规格 235×75×15mm

JAN编码 4589487921023

装箱数 30袋

保质期 制造开始24个月

净含量 160g

1袋180g/1箱5160g重量

日本語

中文

English

すくすくきっず

日本でも数少ない
「落とし焼き製法」で作られた
一口サイズのお菓子です。

●単体サイズ／H230×140×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／260×420×170ｍｍ

●内容量 70g
●賞味期限
製造より365日

すくすくきっず カマンベールチーズ味
奶酪味纽扣饼干
Sukusuku kids biscuit Camembert cheese flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1袋70ｇ/1ケース1910ｇ
すくすくきっず

カマンベールチーズ味

保存料不使用 C/Sサイズ
特徴

商品名

260×420×170ｍｍ
商品サイズ 230×140×25ｍｍ
JANコード 4589487921139

ケース入り数 20袋
賞味期限 365日

内容量 70g
重量

備考

No preservative

Sukusuku kids biscuit
Camembert cheese flavor

C/S sizeDescription

Commodity

260×420×170ｍｍ
size 230×140×25ｍｍ

JAN* code 4589487921139

Case pack 20 pouches
shelf time 365days

Content 70g
70g/pouch; 1910g/caseWeight

奶酪味纽扣饼干

不使用储存剂
外箱规格

特征

商品名

260×420×170ｍｍ
规格 230×140×25ｍｍ

JAN编码 4589487921139

装箱数 20袋

保质期 365天

净含量 70g

1袋70g/1箱1910g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H230×140×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／260×420×170ｍｍ

●内容量 70g
●賞味期限
製造より365日

すくすくきっず ミルク味
牛奶味纽扣饼干
Sukusuku kids biscuit Milk flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1袋70ｇ/1ケース1910ｇ
すくすくきっず
ミルク味

保存料不使用
C/Sサイズ

特徴

商品名

260×420×170ｍｍ
商品サイズ 230×140×25ｍｍ
JANコード 4589487921115

ケース入り数 20袋
賞味期限 365日

内容量 70g
重量

備考

No preservative

Sukusuku kids biscuit
Milk flavor

C/S size
Description

Commodity

260×420×170ｍｍ
size 230×140×25ｍｍ

JAN* code 4589487921115

Case pack 20 pouches
shelf time 365days

Content 70g
70g/pouch; 1910g/caseWeight

牛奶味纽扣饼干

不使用储存剂
外箱规格

特征

商品名

260×420×170ｍｍ
规格 230×140×25ｍｍ

JAN编码 4589487921115

装箱数 20袋

保质期 365天

净含量 70g

1袋70g/1箱1910g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H230×140×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／260×420×170ｍｍ

●内容量 61g
●賞味期限
製造より365日

すくすくきっず みかん味
橘子味小点点饼干
Sukusuku kids biscuit Mandarin orange flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1袋61ｇ/1ケース1730ｇ
すくすくきっず
みかん味

保存料不使用
C/Sサイズ

特徴

商品名

260×420×170ｍｍ
商品サイズ 230×140×25ｍｍ
JANコード 4589487921160

ケース入り数 20袋
賞味期限 365日

内容量 61g
重量

備考

No preservative

Sukusuku kids biscuit
Mandarin orange flavor

C/S size
Description

Commodity

260×420×170ｍｍ
size 230×140×25ｍｍ

JAN* code 4589487921160

Case pack 20 pouches
shelf time 365days

Content 61g
61g/pouch; 1730g/caseWeight

橘子味小点点饼干

不使用储存剂
外箱规格

特征

商品名

260×420×170ｍｍ
规格 230×140×25ｍｍ

JAN编码 4589487921160

装箱数 20袋

保质期 365天

净含量 61g

1袋61g/1箱1730g重量

日本語

中文

English

●単体サイズ／H230×140×25mm
●ケース入り数／20袋
●ケースサイズ／260×420×170ｍｍ

●内容量 57g
●賞味期限
製造より365日

すくすくきっず いちご味
草莓味小点点饼干
Sukusuku kids biscuit Strawberry flavor

原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。
原材料に含まれるアレルギー物質
（特定原材料７品目）を○印で示しています。

卵 乳成分 小麦 そば 落花生 えび かに
○ ○ ○ × × × ×

1袋57ｇ/1ケース1650ｇ
すくすくきっず
いちご味

保存料不使用
C/Sサイズ

特徴

商品名

260×420×170ｍｍ
商品サイズ 230×140×25ｍｍ
JANコード 4589487921122

ケース入り数 20袋
賞味期限 365日

内容量 57g
重量

備考

No preservative

Sukusuku kids biscuit
Strawberry flavor

C/S size
Description

Commodity

260×420×170ｍｍ
size 230×140×25ｍｍ

JAN* code 4589487921122

Case pack 20 pouches
shelf time 365days

Content 57g
57g/pouch; 1650g/caseWeight

草莓味小点点饼干

不使用储存剂
外箱规格

特征

商品名

260×420×170ｍｍ
规格 230×140×25ｍｍ

JAN编码 4589487921122

装箱数 20袋

保质期 365天

净含量 57g

1袋57g/1箱1650g重量

日本語

中文

English


