
       原料事情により製品の表示に記載の数値と差異がある場合がございます。

※　【特定原材料等】　特定原材料＋特定原材料に準ずるもの（義務＋推奨）の28品目を対象に記載しています。
　　　（ご注意：原材料として使用していない場合であっても、同一工場内では様々な食材を使用している為、製品に全く含まれないことをお約束するものではございません。 　　　　　

　　　　　　　　　　アレルゲンに対する感受性は個人差が大きく、また、その日の体調などによっても異なるため、お客様ご自身又はかかりつけの専門医にご相談のうえ、ご判断くださいますようお願いいたします。）

　　　（ご注意：原材料の起源原料等まで遡り調査を行った情報ではないため、記載していないナッツ類について、製品に全く含まれないことをお約束するものではございません。

                   ピーナッツ（落花生）は豆類の為、ナッツ類には含めておりません。特定原材料等（28品目中）に記載しています。）

■　当社製品はハラール非対応です。ハラール対応品をお求めのお客様はお召し上がりをお控えください。

■　製品のレシピ（原材料の配合割合等）に関する情報は社外秘とさせていただいております。お問い合わせいただいた場合でもお答えできかねますので、予めご了承のほどお願いいたします。

更新日 2023年 4月27日

商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

＜フィナンシェ・マドレーヌ＞

フィナンシェ 105 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド
バター（国内製造）、砂糖、卵、小麦粉、アーモンド、コーンスターチ、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモン

ドを含む）
アーモンド － －

マドレーヌ 76 kcal 小麦・卵・乳成分
砂糖（国内製造）、バター、卵、小麦粉、洋酒、レモン果汁、蜂蜜、乾燥卵、食塩、レモン果皮／ベーキングパウダー、（一部に小麦・

卵・乳成分を含む）
ー

使用

（1％未満）
〇

＜ラング・ド・シャ＞

プレーン 97 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆

小麦粉（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、粉糖、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、チョコレート、レーズン洋酒漬、バター、

澱粉分解物、ショートニング、洋酒、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、着色料（カロテノイド）、（一部に小麦・卵・乳成分・

大豆を含む）

ー
使用

（1％未満）
－

チョコレート 94 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆

小麦粉（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、粉糖、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、チョコレート、ココア、レーズン洋酒漬、バ

ター、ショートニング、澱粉分解物、洋酒、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、着色料（カロテノイド）、（一部に小麦・卵・乳

成分・大豆を含む）

ー
使用

（1％未満）
－

プレーン(フードプリント有) 97 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆

小麦粉（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、粉糖、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、チョコレート、レーズン洋酒漬、バター、

澱粉分解物、ショートニング、洋酒、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、着色料（カロテノイド、赤102、黄4、青1、赤106）、

（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

ー
使用

（1％未満）
－

＜プティ・ガトー・アソルティ＞

フィナンシェ 24 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
砂糖（国内製造）、卵、バター、小麦粉、アーモンド、コーンスターチ、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・

アーモンドを含む）
アーモンド － －

マドレーヌ 24 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
砂糖（国内製造）、バター、小麦粉、卵、洋酒、レモン果汁、蜂蜜、食塩、レモン果皮／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成

分・大豆を含む）
ー

使用

（1％未満）
〇

ギフト 品質情報一覧（アンリ・シャルパンティエ）
※　【熱量】　製品1個当たりの標準的な重量をもとにした目安です。

※　【ナッツ類】　くるみ・アーモンド・ヘーゼルナッツ・ピスタチオ・ココナッツ・マカダミアナッツ・カシューナッツ・ペカンを対象に、原材料として使用しているものを記載しています。
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

キャラメル 24 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
卵（国産）、バター、砂糖、小麦粉、アーモンド、ぶどう糖、デキストリン、キャラメルペースト、キャラメルパウダー、コーンスターチ、食塩／

ベーキングパウダー、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

ピスターシュ 20 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
卵（国産）、砂糖、バター、小麦粉、ピスタチオペースト、蜂蜜、食塩／ベーキングパウダー、香料、着色料（黄4、青2）、（一部に小

麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ピスタチオ － 〇

フランボワーズ 25 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
バター（国内製造）、砂糖、卵、木いちごピューレ、小麦粉、アーモンド、木いちご濃縮シロップ、コーンスターチ／ベーキングパウダー、酸

味料、香料、着色料（赤102）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

抹茶 23 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
バター（国内製造）、砂糖、卵、小麦粉、白あん、抹茶、抹茶ペースト／ベーキングパウダー、甘味料（ソルビトール）、香料、着色料

（黄4、黄5、青1）、増粘剤（カラギナン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －

ミルクチョコ 26 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
バター（国内製造）、砂糖、卵、チョコレート、小麦粉、ココア、アーモンド、食塩／乳化剤、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・

アーモンドを含む）
アーモンド － －

フレーズ 20 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
砂糖（国内製造）、バター、小麦粉、いちごピューレ、卵、赤すぐりピューレ、いちご濃縮シロップ、いちごペースト、アーモンド／ベーキング

パウダー、香料、酸味料、着色料（赤102、カラメル）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

＜プティ・タ・プティ＞

フロマージュ 15 kcal 小麦・卵・乳成分 バター（国内製造）、小麦粉、ナチュラルチーズ、卵／トレハロース、セルロース、（一部に小麦・卵・乳成分を含む） ー － －

ショコラ・ノワール 35 kcal 小麦・乳成分・大豆 準チョコレート（国内製造）、バター、ココア、小麦粉、脱脂粉乳、洋酒／乳化剤、香料、（一部に小麦・乳成分・大豆を含む） ー
使用

（1％未満）
－

ショコラ・ブラン 38 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
チョコレート（国内製造）、バター、小麦粉、ミルクパウダー、脱脂粉乳、卵、洋酒／香料、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆

を含む）
ー

使用

（1％未満）
－

フレーズ 22 kcal 小麦・卵・乳成分
小麦粉（国内製造）、バター、粉糖、卵、いちごペースト、いちごパウダー、食塩／香料、ベーキングパウダー、着色料（ラック）、酸味

料、（一部に小麦・卵・乳成分を含む）
ー － －

サブレ・バニーユ 25 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
小麦粉（国内製造）、バター、チョコレート、アーモンド、粉糖、卵、砂糖、バニラビーンズ、食塩／乳化剤、香料、（一部に小麦・卵・

乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

プラリネ 33 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
チョコレートスプレッドB（砂糖、アーモンドペースト、植物油脂、乳糖、全粉乳、カカオマス、ココアバター）（国内製造）、バター、アーモ

ンドペースト、小麦粉、卵／乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

フランボワーズ 29 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご
木いちごソース（国内製造）、小麦粉、粉糖、バター、アーモンド、卵、生クリーム、蜂蜜、食塩／酸味料、安定剤（ペクチン）、（一

部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんごを含む）
アーモンド － 〇

ガレット・ブルトンヌ 31 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド バター（国内製造）、小麦粉、粉糖、卵、アーモンド、食塩／香料、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む） アーモンド － －

スペキュロス 27 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆 小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、牛乳、シナモン、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） ー － －

＜タルト・フリュイ＞

ナッティー・ナッツ 177 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・くるみ・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、バター、小麦粉、卵、砂糖、くるみ、ペカ

ン、アーモンド、キャラメルパウダー、牛乳、ヘーゼルナッツ、転化糖、アイシング（乳糖、異性化液糖、ぶどう糖、植物油脂、洋酒、寒

天）、白こしあん、ピスタチオ、あんずジャム、食塩／加工澱粉、トレハロース、ベーキングパウダー、甘味料（ソルビトール）、ソルビトー

ル、香料、増粘多糖類、乳化剤、着色料（赤102、カラメル、黄4、黄5）、酸味料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・くるみ・アーモ

ンド・りんごを含む）

くるみ、アーモン

ド、ヘーゼルナッ

ツ、ピスタチオ、

ペカン

使用

（1％未満）
－
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

マロン・ショコラ 153 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、栗甘露煮、卵、栗ペースト、砂糖、牛乳、

チョコレート、あんずジャム、マーガリン、小麦粉、バター、ココア／ソルビトール、ベーキングパウダー、糊料（ペクチン）、乳化剤、酸味料、

香料、酸化防止剤（V.C）、着色料（カロテノイド、金箔、黄4、黄5）、漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・

アーモンド・りんごを含む）

アーモンド － －

ポム・キャラメル 157 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、りんごシロップ漬、乾燥りんご、小麦粉、

卵、砂糖、あんずジャム、マーガリン、レーズン、バター、プリンソース、レモンジュース、アーモンド／ソルビトール、酸味料、糊料（ペクチ

ン）、乳化剤、酸化防止剤（V.C）、香料、着色料（カロテノイド、黄4、黄5）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご

を含む）

アーモンド － －

フレーズ・ルージュ 174 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、乾燥いちご、乾燥クランベリー、バター、小

麦粉、卵、砂糖、木いちごピューレ、ジュレ（異性化液糖、砂糖）、牛乳、転化糖、白こしあん、食塩／加工澱粉、酸味料、ベーキング

パウダー、甘味料（ソルビトール）、糊料（ペクチン、アルギン酸Na）、香料、着色料（赤40）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモン

ド・オレンジ・りんごを含む）

アーモンド － －

ポム・キュイ 164 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、りんごシロップ漬、乾燥りんご、バター、卵、

砂糖、小麦粉、あんずジャム、チョコレート／ソルビトール、加工澱粉、酸味料、糊料（ペクチン）、酸化防止剤（V.C）、乳化剤、香

料、着色料（金箔、黄4、黄5）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんごを含む）

アーモンド － －

ショコラ・オランジュ 156 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、オレンジシロップ漬、卵、砂糖、小麦粉、バ

ター、あんずジャム、牛乳、ココア、オレンジソース、転化糖、ピスタチオ、食塩／ソルビトール、ベーキングパウダー、増粘多糖類、酸味料、

香料、加工澱粉、酸化防止剤（V.C）、着色料（紅麹、カラメル、カロテノイド、黄4、黄5）、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・

アーモンド・オレンジ・りんごを含む）

アーモンド、ピス

タチオ
－ －

ペッシュ 179 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんご・もも

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、乾燥桃、桃ソース、桃ジャム、ジュレ（異

性化液糖、砂糖）、卵、バター、砂糖、アーモンドパウダー、小麦粉、白桃シロップ漬、ナチュラルチーズ、レモンジュース、ピスタチオ、シロッ

プ（砂糖、木いちご）／酸味料、トレハロース、糊料（増粘多糖類、アルギン酸Na）、香料、加工澱粉、着色料（赤102）、酸化

防止剤（V.C）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんご・ももを含む）

アーモンド、ピス

タチオ
－ －

ショコラ・パイン 145 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、乾燥パインアップル、卵、ミックスジャム（砂

糖、パッションフルーツ、水あめ、パインアップル）、砂糖、マーガリン、小麦粉、ココナッツ、バター、牛乳、転化糖、白こしあん、ココア／糊

料（加工澱粉、増粘多糖類）、酸味料、ベーキングパウダー、甘味料（ソルビトール）、乳化剤、酸化防止剤（亜硫酸塩、V.C）、

香料、着色料（カロテノイド）、漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）

アーモンド、ココ

ナッツ
－ －

＜しあわせサブレ＞

しあわせサブレ 75 kcal 小麦・卵・乳成分 小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分を含む） ー － －

しあわせサブレ(フードプリント有) 75 kcal 小麦・卵・乳成分
小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、食塩／ベーキングパウダー、着色料（赤102、黄4、青1、赤106）、（一部に小麦・卵・

乳成分を含む）
ー － －

しあわせサブレ〈2023年〉 66 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、マーガリン、食塩／ベーキングパウダー、香料、乳化剤、着色料（カロテノイド）、（一部に

小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

しあわせサブレ［フードプリント］〈2023年〉 66 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、マーガリン、食塩／ベーキングパウダー、香料、着色料（赤102、黄4、青1、赤106、カロテ

ノイド）、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －

しあわせサブレ ［ショコラ］ 97 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
チョコレートコーチング（タイ製造）、小麦粉、砂糖、バター、チョコレート、卵、食塩／ベーキングパウダー、乳化剤、香料、（一部に小

麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －

しあわせサブレ ［ホワイトチョコレート］ 93 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
チョコレートスプレッドB（ベトナム製造）、小麦粉、砂糖、バター、チョコレート、卵、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、（一部

に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －

＜タルト・フロマージュ＞

オランジュ 214 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、オレンジシロップ漬、ナチュラルチーズ、卵、

砂糖、小麦粉、バター、生クリーム、あんずジャム、牛乳、コーンスターチ、レモンジュース／ソルビトール、pH調整剤、糊料（ペクチン）、

乳化剤、酸味料、酸化防止剤（V.C）、香料、着色料（黄4、黄5）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・りんごを含

む）

アーモンド － －

フランボワーズ 208 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、ナチュラルチーズ、卵、乾燥いちご、砂糖、

乾燥ブルーベリー、小麦粉、バター、生クリーム、あんずジャム、木いちごジャム、牛乳、コーンスターチ、レモンジュース／ソルビトール、pH

調整剤、酸味料、糊料（増粘多糖類、加工澱粉）、着色料（紅麹、赤40、アントシアニン、カロテノイド、黄4、黄5）、乳化剤、香

料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんごを含む）

アーモンド － －

＜スマイルフォー東北＞

ケーク・フロマージュ［フレーズ］ 114 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド

ナチュラルチーズ（国内製造）、マーガリン、白こしあん、卵、アーモンドパウダー、砂糖、小麦粉、いちごペースト、シロップ（砂糖、いち

ご）／甘味料（ソルビトール）、ベーキングパウダー、乳化剤、香料、酸味料、着色料（紅麹、クチナシ、カロテノイド、赤102、カラメ

ル）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）

アーモンド － －

ケーク・フロマージュ［桃］ 121 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・もも
ナチュラルチーズ（国内製造）、砂糖、マーガリン、卵、アーモンドパウダー、小麦粉、洋酒、桃ペースト、シロップ（砂糖、桃、木いちご）

／ベーキングパウダー、香料、酸味料、着色料（赤102）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・ももを含む）
アーモンド

使用

（1％未満）
－

＜五國豊穣＞

二郎いちごフィナンシェ

(二郎いちご93%使用(いちごに占める割

合))

100 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド

バター（国内製造）、砂糖、卵、いちごピューレ（いちご）、アーモンドパウダー、小麦粉、米粉、いちごペースト（いちご、水あめ、砂

糖）、赤すぐりピューレ、木いちごピューレ、コーンスターチ、乾燥卵／ベーキングパウダー、香料、酸味料、着色料（赤102）、（一部に

小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む）

アーモンド － －

淡路島産レモンを使ったマドレーヌ

(淡路島産レモン85%使用(レモンに占める

割合))

77 kcal 小麦・卵・乳成分
砂糖（国内製造）、バター、卵、小麦粉、洋酒、レモン、蜂蜜、乾燥卵、食塩、レモン果皮／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・

乳成分を含む）
ー

使用

（1％未満）
〇

＜季節限定＞

いちごフィナンシェ 104 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド

バター（国内製造）、砂糖、卵、いちごピューレ、アーモンドパウダー、小麦粉、乾燥いちご、木いちごピューレ、加糖練乳、チョコレート、

いちごペースト、乾燥卵、シロップ（砂糖、いちご）／トレハロース、加工澱粉、ベーキングパウダー、香料、酸味料、着色料（赤102、

野菜色素、赤40、カラメル）、乳化剤、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）

アーモンド － －
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

いちごタルト 140 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、砂糖、アーモンドパウダー、卵、バター、いち

ごピューレ、乾燥いちご、小麦粉、あんずジャム、ナチュラルチーズ、木いちごピューレ、いちごペースト、ピスタチオペースト、シロップ（砂糖、

木いちご）、食塩／トレハロース、酸味料、糊料（ペクチン）、ソルビトール、香料、着色料（赤40、赤102、黄4、青1、黄5）、（一

部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんごを含む）

アーモンド、ピス

タチオ
－ －

いちごクッキー 73 kcal 小麦・乳成分・大豆・アーモンド
小麦粉（国内製造）、バター、砂糖、アーモンドパウダー、マーガリン、いちごピューレ、シロップ（砂糖、木いちご）、木いちごピューレ／

酸味料、香料、着色料（赤102、カロテノイド）、乳化剤、（一部に小麦・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

レモンタルト 132 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんご

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、砂糖、卵、バター、アーモンドパウダー、レモ

ン果汁、小麦粉、レモン果皮シロップ漬、ナチュラルチーズ、あんずジャム、柚子ピューレ、レモン濃縮ピューレ／トレハロース、糊料（ペクチ

ン）、ソルビトール、香料、酸味料、着色料（黄4、黄5）、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんごを含む）

アーモンド － －

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［アップル＆イエローピー

チ］
100 kcal りんご・もも

黄桃シロップ漬（中国製造）、りんごシロップ漬、砂糖、洋酒、りんご濃縮果汁／増粘多糖類、pH調整剤、グリシン、酸化防止剤

（V.C）、香料、酸味料、着色料（カロテノイド）、（一部にりんご・ももを含む）
ー

使用

（1％未満）
－

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［マンゴー＆みかん］ 102 kcal 該当なし
みかんシロップ漬（中国製造）、マンゴーシロップ漬、砂糖、洋酒／増粘多糖類、グリシン、pH調整剤、酸味料、酸化防止剤

（V.C）、香料、着色料（カロテノイド）
ー

使用

（1％未満）
－

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［オレンジ＆グレープフ

ルーツ］
100 kcal オレンジ

グレープフルーツシロップ漬（トルコ製造）、オレンジシロップ漬、砂糖、グレープフルーツ濃縮果汁、洋酒／増粘多糖類、グリシン、pH調

整剤、酸化防止剤（V.C）、（一部にオレンジを含む）
ー

使用

（1％未満）
－

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［グレープ＆ポワール］ 108 kcal 該当なし
ぶどうシロップ漬（中国製造）、洋梨シロップ漬、砂糖、洋酒／増粘多糖類、pH調整剤、グリシン、酸味料、酸化防止剤（V.C）、

着色料（フラボノイド、クチナシ）、香料
ー

使用

（1％未満）
－

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［ピーチ＆アプリコット］ 106 kcal もも
白桃シロップ漬（中国製造）、あんずシロップ漬、砂糖、桃ペースト、洋酒、シロップ（砂糖、木いちご）／増粘多糖類、グリシン、pH

調整剤、酸味料、香料、酸化防止剤（V.C）、着色料（赤102、カロテノイド）、（一部にももを含む）
ー

使用

（1％未満）
－

＜テリーヌ・ドゥ・フリュイ＞　※テリーヌ・ドゥ・フリュイに使用されているフルーツの産地については表下部の別表を参照ください。
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

テリーヌ・ドゥ・フリュイ［パイン＆白ぶどう］ 91 kcal 該当なし
ぶどうシロップ漬（スペイン製造）、パインアップルシロップ漬、砂糖、パインアップル果汁、洋酒／増粘多糖類、pH調整剤、グリシン、酸

化防止剤（V.C）、香料、着色料（黄4、フラボノイド）、酸味料
ー

使用

（1％未満）
－

＜店舗・販路限定＞

えびすフィナンシェ 90 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド
バター（国内製造）、小豆甘納豆、卵、砂糖、小麦粉、アーモンド、転化糖、コーンスターチ、食塩／トレハロース、加工澱粉、ベーキン

グパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む）
アーモンド － －

抹茶フィナンシェ　天峰 93 kcal 小麦・卵・乳成分・アーモンド
バター（国内製造）、卵、砂糖、小麦粉、アーモンド、転化糖、抹茶、コーンスターチ、食塩／トレハロース、ベーキングパウダー、（一部

に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む）
アーモンド － －

抹茶クリームサンドクッキー ［天峰］ 100 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆

小麦粉（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、粉糖、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、チョコレート、ショートニング、バター、抹

茶、澱粉分解物、クロレラ、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、着色料（黄4、青1、カロテノイド）、（一部に小麦・卵・乳成

分・大豆を含む）

ー － －

アン・ブランシュ大納言 138 kcal 卵・乳成分・大豆・アーモンド
マーガリン（国内製造）、白こしあん、卵、アーモンドパウダー、小豆甘納豆、転化糖／トレハロース、加工澱粉、甘味料（ソルビトー

ル）、ベーキングパウダー、乳化剤、香料、着色料（カロテノイド）、（一部に卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）
アーモンド － －

フィナンシェ・ラスク
407 kcal

★1袋あたり
小麦・卵・乳成分・アーモンド 砂糖、バター、卵、小麦粉、アーモンド、コーンスターチ、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む） アーモンド － －

マドレーヌ・ラスク
390 kcal

★1袋あたり
小麦・卵・乳成分 砂糖、バター、卵、小麦粉、洋酒、レモン果汁、蜂蜜、食塩、レモン果皮／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分を含む） ー

使用

（1％未満）
〇

プティ・ガトー・ラスク
370 kcal

★1袋あたり
小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド

［フィナンシェ］砂糖、卵、バター、小麦粉、アーモンド、コーンスターチ、食塩／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを

含む）［マドレーヌ］砂糖、バター、小麦粉、卵、洋酒、レモン果汁、蜂蜜、食塩、レモン果皮／ベーキングパウダー、（一部に小麦・卵・乳成分・

大豆を含む）［キャラメル］砂糖、卵、バター、小麦粉、アーモンド、ぶどう糖、デキストリン、キャラメルペースト、キャラメルパウダー、コーンスターチ、

食塩／ベーキングパウダー、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）［ピスターシュ］砂糖、卵、バター、小麦粉、ピスタチオ

ペースト、蜂蜜、食塩／ベーキングパウダー、香料、着色料（黄4、青2）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）［フランボワーズ］バター、

砂糖、卵、木いちごピューレ、小麦粉、アーモンド、木いちご濃縮シロップ、コーンスターチ／ベーキングパウダー、酸味料、香料、着色料（赤102）、

（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）［抹茶］バター、砂糖、卵、小麦粉、白あん、抹茶、抹茶ペースト／ベーキングパウダー、甘

味料（ソルビトール）、香料、着色料（黄4、黄5、青1）、増粘剤（カラギナン）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）［ミルクチョコ］

砂糖、バター、卵、チョコレート、小麦粉、ココア、アーモンド、食塩／乳化剤、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）［フレー

ズ］砂糖、バター、小麦粉、いちごピューレ、卵、赤すぐりピューレ、いちご濃縮シロップ、いちごペースト、アーモンド／ベーキングパウダー、香料、酸味

料、着色料（赤102、カラメル）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）

アーモンド、ピス

タチオ

使用

（1％未満）
〇

琴引の塩サブレ 40 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆
小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、卵、マーガリン、食塩／ベーキングパウダー、香料、乳化剤、着色料（カロテノイド）、（一部に

小麦・卵・乳成分・大豆を含む）
ー － －

ほうじ茶ラングドシャ 100 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆

小麦粉（国内製造）、マーガリン、卵、砂糖、粉糖、乳等を主要原料とする食品、植物油脂、チョコレート、ほうじ茶パウダー、ショートニ

ング、バター、澱粉分解物、洋酒、ほうじ茶ペースト、食塩／乳化剤、ベーキングパウダー、香料、着色料（カロテノイド）、（一部に小

麦・卵・乳成分・大豆を含む）

ー
使用

（1％未満）
－

御所南チョコレートタルト 239 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド

タルト生地（小麦粉、バター、砂糖、卵、アーモンドパウダー、食塩）（シンガポール製造）、アーモンド、チョコレート、バター、砂糖、植

物油脂、チョコレートコーチング、卵、ココア、加工黒糖、無糖練乳、コーンスターチ、ココアバター、シナモン、洋酒、バニラペースト／トレハ

ロース、ソルビトール、乳化剤、香料、着色料（黄4、青2、赤40）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンドを含む）

アーモンド
使用

（1％未満）
－

 - エクストラバージンオリーブオイル プレミアムイタリアン
921 kca

★100gあたりl
無し 食用オリーブ油 ー － －
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商品名
熱量　※

（1個当たり）
特定原材料等（28品目中）※ 原材料／添加物　（　「／」以降が添加物です。）

ナッツ類

※

お酒

(アルコール

含有率)

蜂蜜

抹茶フィナンシェ天峰＜みるく宇治金時＞ 98 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンド

卵（国産）、バター、砂糖、小豆甘納豆、小麦粉、アーモンドパウダー、転化糖、植物油脂、抹茶、マーガリン、牛乳、アーモンド、食

塩、ミルクパウダー、コーンスターチ／トレハロース、加工澱粉、ベーキングパウダー、香料、乳化剤、着色料（クチナシ、カロテノイド）、

（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンドを含む）

アーモンド － －

バナナーナ 128 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・バナナ
砂糖（国内製造）、小麦粉、バター、卵、バナナ、チョコレート、ココナッツ、アーモンドパウダー、洋酒、バニラペースト／ベーキングパウ

ダー、香料、乳化剤、着色料（カラメル）、漂白剤（亜硫酸塩）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・バナナを含む）

アーモンド、ココ

ナッツ

使用

（1％未満）
－

プティ・フィナンシェ ［プレーン］ 29 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンド
卵（国産）、バター、砂糖、小麦粉、アーモンドパウダー、植物油脂、転化糖、コーンスターチ、食塩／トレハロース、ベーキングパウダー、

（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンドを含む）
アーモンド － －

プティ・フィナンシェ [ライムソルト] 28 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンド
砂糖（国内製造）、バター、卵、小麦粉、ライムピューレ、アーモンドパウダー、植物油脂、乾燥卵、食塩／ベーキングパウダー、香料、

着色料（黄4、青1）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンドを含む）
アーモンド － －

プティ・フィナンシェ [ミックスベリー] 28 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンド

バター（国内製造）、砂糖、小麦粉、卵、アーモンドパウダー、いちごピューレ、赤すぐりピューレ、木いちごピューレ、植物油脂、シロップ

（砂糖、木いちご、いちご）、乾燥卵／ベーキングパウダー、酸味料、香料、着色料（赤102、フラボノイド、野菜色素、カラメル）、

（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンドを含む）

アーモンド － －

プティ・フィナンシェ [トロピカル] 29 kcal 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンド
バター（国内製造）、砂糖、小麦粉、卵、マンゴーピューレ、アーモンドパウダー、パッションフルーツピューレ、植物油脂、マンゴーペース

ト、乾燥卵／ベーキングパウダー、香料、着色料（カロテノイド）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・アーモンドを含む）
アーモンド － －

りんご：中国産　りんごシロップ漬：中国製造

黄桃：中国産　黄桃シロップ漬：中国製造

マンゴー：タイ産　マンゴーシロップ漬：タイ製造

みかん：中国産　みかんシロップ漬：中国製造

オレンジ：スペイン産　オレンジシロップ漬：スペイン製造

グレープフルーツ：トルコ産　グレープフルーツシロップ漬：トルコ製造

ぶどう：中国産　ぶどうシロップ漬：中国製造

洋梨：南アフリカ産　洋梨シロップ漬：南アフリカ製造

白桃：中国産　白桃シロップ漬：中国製造

あんす：南アフリカ産　あんずシロップ漬：南アフリカ製造

パインアップル：フィリピン産　パインアップルシロップ漬：フィリピン製造

ぶどう：スペイン産　ぶどうシロップ漬：スペイン製造

グレープ＆ポワール

パイン＆白ぶどう

テリーヌ・ドゥ・フリュイ使用フルーツの産地について

オレンジ＆グレープフルーツ

マンゴー＆みかん

ピーチ＆アプリコット

アップル＆イエローピーチ
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