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5634 廣八堂　涼菓セット 3,024 2,800

くず餅：砂糖（北海道）、さつまいもでん粉（鹿児島、宮崎）、麦芽糖（アメリカ）、本葛粉（鹿児島、宮
崎）、黒糖みつ：黒糖(沖縄産）、きな粉：大豆（滋賀）わらび餅：砂糖（北海道）、さつまいもでん粉（鹿
児島、宮崎）、麦芽糖（アメリカ）、本葛粉（鹿児島、宮崎）、黒糖みつ：黒糖(沖縄産）、きな粉：大豆
（滋賀）　水ようかん：砂糖（北海道）、小豆（北海道）、本葛粉（鹿児島、宮崎）、寒天（南米等）

3ヵ月 福岡県 対象外

5635 廣八堂　本葛入水ようかんギフト 3,240 3,000 砂糖（北海道）、小豆（北海道）、本葛粉（鹿児島、宮崎）、寒天（南米等） 6ヵ月 福岡県 対象外

5518 廣八堂　くず餅・わらび餅詰合せ 2,571 2,381

くず餅：砂糖（北海道）、さつまいもでん粉（鹿児島、宮崎）、麦芽糖（アメリカ）、本葛粉（鹿児島、宮
崎）、黒糖みつ：黒糖(沖縄産）、きな粉：大豆（滋賀）わらび餅：砂糖（北海道）、さつまいもでん粉（鹿
児島、宮崎）、麦芽糖（アメリカ）、本葛粉（鹿児島、宮崎）、黒糖みつ：黒糖(沖縄産）、きな粉：大豆
（滋賀）

3ヵ月 福岡県 対象外

5648 北海道産　有機メロン（赤肉） 5,400 5,000 北海道 北海道 対象外

5649 北海道産　有機メロン（赤肉） 8,229 7,619 北海道 北海道 対象外

5678 北海道産　村一メロン（青肉） 7,020 6,500 北海道 北海道 対象外

5563 北海道産　大粒さくらんぼ「南陽」 6,800 6,296 北海道 冷蔵3日 北海道 対象外

5592 銀の森　紅熟柿（べにづくし） 4,700 4,352 柿(長野）、柿ペースト（長野） 冷凍1年6ヵ月 岐阜県 検査予定

5565 沖縄県産　アップルマンゴー 5,760 5,333 沖縄 沖縄県 対象外

6800 山梨県産 　山梨の桃 5,657 5,238 山梨 山梨県 検査予定

6155 長崎海道 茂木びわゼリー 5,184 4,800
果肉（びわ：長崎）、砂糖（北海道）、ぶどう糖液糖（日本各地）、ゲル化剤（フィリピン、デンマーク、
日本各地） ク ン酸 （中国）

2ヵ月 長崎県 対象外

本体価
格

セット内容税込価
格

賞味期間コード 工場所在
地

商     品     名 放射能検査※1

6155 長崎海道　茂木びわゼリ 5,184 4,800
日本各地）、クエン酸 （中国）

2ヵ月 長崎県 対象外

5913 アルプス　ストレートジュース&フルーツゼリー　小 3,132 2,900

5914
アルプス　ストレートジュース&フルーツゼリー
大

4,212 3,900

5579 アルプス　フルーツゼリー詰合せ　12個 2,592 2,400

5919 アルプス　フルーツゼリー詰合せ　18個 3,024 2,800

5520 アルプス　フルーツゼリー詰合せ　25個 4,104 3,800

5916 アルプス　ストレートジュース詰合せ・瓶 4,320 4,000

5578 アルプス　ストレートジュース詰合せ　12缶 3,240 3,000

5511 アルプス　ストレートジュース詰合せ　15缶 3,780 3,500

5577 アルプス　ストレートジュース詰合せ　18缶 4,320 4,000

コンコード：ぶどう(長野）
ナイアガラ：ぶどう(長野）
りんご：りんご(長野）
もも：もも(長野）、酸化防止剤（ビタミンＣ）

長野県

1年6ヵ月 長野県

1年

ジュース1
年6ヵ月

ゼリー1年
長野県※ストレートジュースギフト、フルーツゼリーギフト参照

不検出

【もも】もも果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香料、酸化
防止剤（ビタミンＣ）
【ぶどう】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香料
【りんご】りんご果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香料
【ぶどう（コンコード）】ぶどう果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸
Na、香料
【洋なし】西洋なし果汁（長野）、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、寒天、蒟蒻、クエン酸、クエン酸Na、香
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）

※1　放射能検査内容については、弊社ＨＰ（muso.co.jp）の「ムソーの放射性物質に関する取り組みについて」をご確認下さい。
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本体価
格

セット内容税込価
格

賞味期間コード 工場所在
地

商     品     名 放射能検査※1

5915 アルプス 有機ジュース詰合せ 4,104 3,800
ぐれいぷ（コンコード）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
ぐれいぷ（ナイアガラ）：有機ぶどう（アメリカワシントン州）
あっぷる：有機りんご（アメリカワシントン州）

1年6ヵ月 長野県 対象外

5668 むそう商事　オーガニックアイス珈琲ギフト 3,909 3,619 オーガニックコーヒー（ペルー、コロンビア）、オーガニックアガベシロップ（メキシコ） 9ヵ月 広島県 対象外

5728 ヒカリ　人気野菜ジュースセット 4,536 4,200

【有機野菜飲むならこれ】有機トマトジュース（ｱﾒﾘｶ、ｲﾀﾘｱ）、野菜ジュース〔有機にんじん（ﾆｭｰｼﾞｰﾗ
ﾝﾄﾞ、ｱﾒﾘｶ、ｲﾀﾘｱ）、セルリー（長野）、有機かぼちゃ（北海道）、だいこん（愛知、北海道）、はくさい
（長野）、小松菜（長野）、ピーマン（宮崎）、ビーツ（長野）、ケール（日本）、赤ピーマン（長野、熊
本）、野沢菜（長野）、ブロッコリー（北海道、長野）、キャベツ（長野）、ほうれん草（長野、岐阜）、アス
パラガス（北海道、長野）、かぶ（滋賀、長野、岐阜）、レタス（長野）、クレソン（長野、山梨）、パセリ
（長野）〕、有機レモン果汁（ｽﾍﾟｲﾝ、ｲﾀﾘｱ）、有機ゆこう果汁（徳島）
【有機アップル・キャロット】有機果実〔りんご（ﾄﾙｺ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）、レモン（ｽﾍﾟｲﾝ、ｲﾀﾘｱ）〕、有機に
んじん（宮崎、熊本、長崎、鹿児島、滋賀、北海道）
【有機野菜ジュース食塩無添加】有機トマトジュース（濃縮トマト還元：アメリカ）、野菜ジュース（セル
リー（長野）、有機にんじん（濃縮還元：宮崎、熊本、長崎鹿児島、滋賀、北海道）、ビーツ（長野）、
キャベツ（愛知、長野）、レタス（兵庫、長野、長崎、愛知）、クレソン（山梨）、パセリ（静岡、長野、愛
知））、レモン果汁（スペイン、イタリア、徳島、愛媛、広島、香川）、有機ゆこう果汁（徳島）、香辛料
（海外）
【ＯＧトマトジュース食塩無添加】トマト（アメリカ）

1年6ヶ月 長野県
各商品で検査

不検出

5671 ヒカリ　有機ジュースセット 4,320 4,000

【ＯＧアップルサイダー＋レモン】果実（有機りんご（トルコ、ニュージーランド）、有機レモン（スペイ
ン、イタリア））、炭酸
【ＯＧりんごジュース】有機りんご　（トルコ、ニュージーランド、セルビア）
【有機にんじんジュース】有機にんじん（宮崎、熊本、長崎、鹿児島、滋賀）、有機レモン（ｽﾍﾟｲﾝ、ｲﾀﾘ
ｱ）

1年 長野県 対象外

6059 アパレイユ　クレムブリュレ 5,400 5,000 生クリーム(北海道)、砂糖（粗精糖：鹿児島)、卵黄(北海道)、バニラビーンズ(マダガスカル) 冷凍60日 北海道 対象外

6063 ベルギーワッフル詰め合わせ(12枚入） 4,320 4,000

ベルギーワッフルプレーン(小麦粉(九州、北海道)、砂糖（種子島）、バター（九州）、牛乳（福岡）、酵
母（秋田）、はちみつ（日本）、食塩（日本）)
ココア(小麦粉(九州、北海道)、砂糖（種子島）、バター（九州）、卵（大分）、牛乳（福岡）、ココアパウ
ダー（オランダ）、酵母（秋田）、はちみつ（日本）、食塩（日本）)
【有機オレンジ】小麦粉小麦粉（九州、北海道）、バター（九州）、砂糖（種子島）、オレンジ（イタリ
ア）、卵（大分）、牛乳（福岡）、ココアパウダー（オランダ）、酵母（秋田）、はちみつ（日本）、食塩（日
本）
【有機クランベリー】小麦粉（九州、北海道）、バター（九州）、砂糖（種子島）、クランベリー（アメリ
カ）、卵（大分）、牛乳（福岡）、酵母（秋田）、はちみつ（日本）、食塩（日本）
【有機サルタナレーズン】小麦粉（九州、北海道）、バター（九州）、砂糖（種子島）、砂糖（種子島）、
サルタナレーズン（トルコ）、卵（大分）、牛乳（福岡）、酵母（秋田）、はちみつ（日本）、食塩（日本）

45日 大分県 検査予定

6060 アパレイユ　クレメダンジュ（レアチーズケーキ） 4,500 4,167
フレッシュチーズ(北海道)、生クリーム(北海道)、　砂糖（粗製糖：鹿児島)、卵白(北海道)、木いちご
(北海道)、粉あめ(タイなど)、寒天(南米、地中海沿岸、アジアなど)

冷凍60日 北海道 対象外

5636 サンコー　清流の雅 2,700 2,500

【黒糖くず餅】砂糖（てん菜糖：北海道）、黒糖（沖縄）、澱粉（馬鈴薯：北海道）、寒天（地中海）、本葛
粉（鹿児島、宮崎）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料（クエン酸Ｎａ）
【水まんじゅう】砂糖（てん菜糖：北海道）、こしねりあん（北海道）、澱粉（馬鈴薯：北海道）、寒天（地
中海）、本葛粉（鹿児島、宮崎）、ゲル化剤（増粘多糖類）

6ヵ月 静岡県 対象外

※1　放射能検査内容については、弊社ＨＰ（muso.co.jp）の「ムソーの放射性物質に関する取り組みについて」をご確認下さい。
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6008 木次　スーパープレミアムアイスクリーム「VANAGA」（8個） 4,536 4,200

5582 木次　スーパープレミアムアイスクリーム「VANAGA」（12個） 6,048 5,600

6159 遠藤製餡　あんこ屋さんの有機水ようかん詰合せ 2,700 2,500

【有機水ようかん（こし）】有機砂糖(ブラジル)、有機小豆(アメリカ)、寒天(地中海)、葛(九州)、食塩
【有機水ようかん（小倉）】有機砂糖(ブラジル)、有機小豆(アメリカ)、寒天(地中海)、葛(九州)、食塩
【有機水ようかん（抹茶）】有機砂糖(ブラジル)、有機いんげん豆(トルコ)、有機抹茶(京都、鹿児島、
熊本等)、寒天(地中海)、葛(九州)、食塩

6ヶ月 東京都 対象外

6074 アリモト　かりんとう詰合せ 3,000 2,778

[柚子]小麦粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、植物油（マレーシア、インドネシア）、麦芽水飴（日本、カナ
ダ）、柚子（国産）、イースト（フランス、中国）、膨張剤　　[生姜]小麦粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、植
物油（マレーシア、インドネシア）、麦芽水飴（日本、カナダ）、生姜（国産）、イースト（フランス、中
国）、膨張剤　[酒粕]小麦粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、植物油（マレーシア、インドネシア）、麦芽水
飴（日本、カナダ）、酒粕（日本）、イースト（フランス、中国）、膨張剤

4ヵ月 兵庫県 対象外

6821 久保　ジャム・ハチミツセット  3,564 3,300
【有機ストロベリージャム】有機ストロベリー（トルコ）、有機砂糖（ブラジル）、ゲル化剤、クエン酸
【有機ブルーベリージャム】有機ブルーベリー（ケベック）、有機砂糖、ゲル化剤、クエン酸
【オ ガニ ククロ バ 蜂蜜】 チミツ（ニ ジ ランド）

2年 大阪府 検査予定

- 対象外

【バニラ】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖（北海道）、卵黄（島根）、香料
【抹茶あずき】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖（北海道）、あずき甘納豆
（北海道）、卵黄（島根）、抹茶（京都）
【イチゴ】クリーム（北海道）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖（北海道）、生乳（島根）、いちご果肉果汁
（宮城県）、卵黄（島根）
【ビターチョコ】クリーム（島根）、生乳（島根）、脱脂濃縮乳（北海道）、砂糖（北海道）、ココア（アフリ
カ、東南ｱｼﾞｱ）、卵黄（島根県）、香料（バニラ：マダガスカル他）
【ブルーベリー】クリーム（島根県）、脱脂濃縮乳（北海道）、生乳（島根）、砂糖（北海道）、ブルーベ
リー果肉果汁（北米）、卵黄（島根）

島根県

【オーガニッククローバー蜂蜜】　ハチミツ（ニュージーランド）

6073 アリモト　小桜えびせんべい2種詰合せ 2,500 2,315

［塩味］うるち米（兵庫、鳥取、岡山、山口）、小桜えび（瀬戸内産）、米油（日本各地）、塩（伊豆大
島）、昆布（北海道）、鰹節（鹿児島） ［醤油味］うるち米（兵庫、鳥取、岡山、山口）、醤油（アメリカ、
インド、日本各地）、砂糖（オーストラリア、タイ、ブラジル、日本）、小桜えび（瀬戸内産）、でんぷん
（アメリカ、他）、酵母エキス（タイ）、加工でん粉 （欧州、北海道）

4ヵ月 兵庫県 対象外

5641 井筒屋　有機・讃岐手延べそうめん 3,780 3,500 【有機そうめん】有機小麦粉（アメリカ）、食塩（オーストラリア）、食用植物油（ごま油：アフリカ） 1年 香川県 対象外

5560 そば本田　出雲福そば・有機めんつゆ詰合せ 4,320 4,000
【めん】小麦粉（北海道）、そば（大分・北海道）、食塩（オーストラリア）
【有機醤油加工品】有機醤油〔有機大豆（青森）、有機小麦（青森）、食塩（メキシコ）〕、有機発酵調
味料（愛知）、鰹けずりぶし（鹿児島）、昆布（北海道）、椎茸（大分県・岡山県・宮崎県等）

1年 島根県
めんつゆで検査

不検出

6045 井筒屋　有機・讃岐手延べそうめん　小 3,780 3,500

6047 井筒屋　有機・讃岐手延べそうめん　大 5,940 5,500

5652 平野製麺所　淡路手のべそうめん(小） 3,600 3,334

5653 平野製麺所　淡路手のべそうめん(大） 5,657 5,239

香川県

小麦粉（北海道・滋賀・九州）、食塩（徳島）、食用こめ油（国内産）

540日

1年6ヵ月

不検出

対象外

【有機そうめん】有機小麦粉（アメリカ）、食塩（オーストラリア）、食用植物油（ごま油：アフリカ）
【有機めんつゆ】有機醤油（有機大豆：アメリカ・中国、有機小麦：アメリカ・中国、食塩：メキシコ・
オーストラリア）、風味原料（かつおだし（静岡）、煮干エキス（熊本・長崎・広島・愛媛・香川・兵庫）
、しいたけエキス（中国）、有機砂糖（ブラジル）、食塩、酵母エキス（タイ）

兵庫県

※1　放射能検査内容については、弊社ＨＰ（muso.co.jp）の「ムソーの放射性物質に関する取り組みについて」をご確認下さい。
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5629 棒寿司詰合せ 4,536 4,200

【寒鯖棒寿司】酢飯（米（北海道）、米酢（内堀：日本）、麦芽水あめ（鹿児島）、砂糖（鹿児島）、なた
ね油（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、食塩（メキシコ））、しめさば（さば（長崎）､米酢（内堀：日本）､砂糖（鹿児島）､醗酵
調味料（日本各地）､食塩（メキシコ））､煮昆布（昆布（北海道）､しょうゆ（福岡、佐賀）､砂糖（鹿児
島））
【槍烏賊棒寿司】酢飯（米（北海道）、米酢（日本：内堀醸造）、麦芽水あめ(鹿児島)、砂糖(鹿児島)、
菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)、食塩(ﾒｷｼｺ）)、やりいか（山口）、食塩（ﾒｷｼｺ）、大葉（長崎）
【関門焼き穴子棒寿司】酢飯（米（北海道）、米酢（内堀：日本）、麦芽水あめ（鹿児島）、砂糖（鹿児
島）、なたね油（オーストラリア）、食塩（メキシコ））、焼きあなご（あなご（関門）、砂糖（鹿児島）、しょ
うゆ（福岡、佐賀）、醗酵調味料（日本各地））
【大村寿司】酢飯（米（北海道）、米酢（日本：内堀）、麦芽水あめ（鹿児島）、砂糖（鹿児島）、菜種油
（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、食塩（ﾒｷｼｺ））、
しいたけ煮（しいたけ（大分）、発酵調味料（日本各地）、しょうゆ（福岡、佐賀）、砂糖（鹿児島））
錦糸玉子（鶏卵（九州）、ばれいしょ澱粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、発酵調味料（日本各地）、食塩
（ﾒｷｼｺ）、菜種油（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ））、
ごぼう煮（ごぼう（九州、北海道）、発酵調味料（日本各地）、しょうゆ（福岡、佐賀）、砂糖（鹿児
島））、鯛そぼろ（鯛（山口）、砂糖（鹿児島）、発酵調味料（日本各地）、食塩（ﾒｷｼｺ））

3ヵ月 福岡県
他商品で検査

不検出

5611 ムソー　高野山ごまどうふ２種詰合せ 3,497 3,238 胡麻（中南米、アフリカ、中国等）、くず粉（本くず：鹿児島、熊本、奈良、和歌山、でん粉：鹿児島） 90日 奈良県 対象外

6168 ムソー　高野山ごまどうふセット 3,086 2,857 胡麻（中南米、アフリカ、中国等）、くず粉（本くず：鹿児島、熊本、奈良、和歌山、でん粉：鹿児島） 90日 奈良県 対象外

糸巻きロースハム】豚ロース肉(ｶﾅﾀﾞ)、粉末水あめ（ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、日本）、麦芽糖（ｱ

5661 信州ハム　グリーンマークハムギフト　G-322 3,888 3,600

糸巻き ス ム】豚 ス肉(ｶﾅﾀ )、粉末水あめ（ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、日本）、麦芽糖（ｱ
ﾒﾘｶ、日本）、食塩（中国）、乳たん白（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）、酵母エキス、香辛料（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｻﾞﾝｼﾞﾊﾞﾙ、中
国）
【肩ロースチャーシュー】豚もも肉（ﾒｷｼｺ）、しょうゆ（ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、日本）、みりん（ﾀｲ、日
本、中国）、澱粉（ｱﾒﾘｶ）、清酒（日本、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｱﾒﾘｶ）、食酢（ｱﾒﾘｶ、日本）

冷蔵1ヵ月
半

長野県

5662 信州ハム　グリーンマークハムギフト　G-540 6,048 5,600

【糸巻きロースハム】豚ロース肉(ｶﾅﾀﾞ)、粉末水あめ（ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、日本）、麦芽糖
（ｱﾒﾘｶ、日本）、食塩（中国）、乳たん白（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ）酵母エキス（日本）、香辛料（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｻﾞﾝｼﾞ
ﾊﾞﾙ、中国）
【肩ロースチャーシュー】豚もも肉（ﾒｷｼｺ）、しょうゆ（ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、日本）、みりん（ﾀｲ、日
本、中国）、澱粉（ｱﾒﾘｶ）、清酒（日本、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｱﾒﾘｶ）、食酢（ｱﾒﾘｶ、日本）
【パストラミポーク】豚もも肉（ﾒｷｼｺ）、しょうゆ（ｱﾒﾘｶ、日本）、オリゴ糖（ｱﾒﾘｶ、日本）、砂糖（ﾀｲ、南ｱ
ﾌﾘｶ、日本）、香辛料（ﾏﾚｰｼｱ）、卵たん白（日本）、粉末水あめ（ｱﾒﾘｶ、日本）、食塩（中国）、たん白
加水分解物（欧州）、酵母エキス（ﾌﾗﾝｽ）、卵殻カルシウム（日本）
【ミートローフ】豚肉（北米）、豚脂肪（北米）、しょうゆ（北米、日本）、たまねぎ（中国）、還元水あめ（ﾀ
ｲ）、でん粉（ｱﾒﾘｶ）、大豆たん白（中国、ｱﾒﾘｶ）、粉末水あめ（ｱﾒﾘｶ）、砂糖（ﾀｲ、日本）、食塩（日
本）、酵母エキス（日本）、醸造酢（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）、香辛料（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）、たん白加水分解物（ﾃﾞﾝﾏｰｸ）、貝カ
ルシウム（日本）

冷蔵1ヵ月 長野県

5657 千葉産直　鉄板焼き八甲鴨ハンバーグセット 5,143 4,762
鴨肉（青森）、玉ねぎ（国産）、パン粉[小麦（岩手）、生イースト（兵庫）、食塩（ﾒｷｼｺ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、沖
縄）]、鴨卵（青森）、食塩（伊豆大島）、こしょう（ﾏﾚｰｼｱ）、ナツメグ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

冷凍6ヵ月 青森県 検査予定

不検出

※1　放射能検査内容については、弊社ＨＰ（muso.co.jp）の「ムソーの放射性物質に関する取り組みについて」をご確認下さい。
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5905 もぎ豆腐　三之助豆腐夏のギフト 3,703 3,429

【熟（おぼろ豆腐）】大豆（国産）、凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム）　【特選三之助】大豆（国
産）、凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム）　【絹こし三之助】大豆（国産）、凝固剤（粗製海水塩化マ
グネシウム）　【奥州青豆ふわふわ】青大豆（国産）、凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム）　【たまね
ぎがんも】大豆（国産）、たまねぎ、菜種油、大和芋、人参、塩、凝固剤（粗製海水塩化マグネシウ
ム） 【ごぼうがんも】大豆（国産）、大和芋、菜種油、ごぼう、人参、塩、凝固剤（粗製海水塩化マグネ
シウム） 【油揚げ】大豆（国産）、菜種油、凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム）

冷蔵3日 長野県 検査予定

6064 口福広場　飲茶バラエティセット 5,940 5,500

【野菜たっぷり餃子】具［野菜（白菜（日本）、キャベツ（日本）、にら（長野、栃木、他）、にんにく（青森
等）、しょうが（日本）、豚脂、粒状大豆たん白（広島、九州）、パン粉（北海道、東京、沖縄）、ばれい
しょでん粉、オイスターソース、砂糖、食塩、チキンエキス調味料、こしょう、一味唐辛子］、皮［小麦
粉（北海道、他）、食塩］
【海鮮餃子】具［魚肉（えび（ベトナム、インドネシア）、すり身（ほっけ（北海道）、いか（ﾍﾟﾙｰ））、長ね
ぎ（日本）、にんじん（日本）、しいたけ、しょうが）、豚脂、清酒、砂糖（北海道）、食塩、昆布（北海
道）］、皮［小麦粉（北海道、他）、食塩］
【ひとくち餃子】】具［野菜（白菜（日本）、キャベツ（日本）、玉ねぎ（日本）、にんにく（青森）、しょうが
（高知、他）、豚肉（国産）、鶏肉（国産）、豚脂、しょうゆ、ばれいしょでん粉（北海道）、ごま油、砂
糖、食塩、清酒、こしょう］、皮［小麦粉（北海道、他）、食塩］
【肉焼売】具［豚肉（国産）、野菜（玉ねぎ（国産）、長ねぎ、しょうが）、えび、豚脂、鶏卵、砂糖、ばれ
いしょでん粉（遺伝子組換えでない）、食塩、しょうゆ（大豆（遺伝子組換えでない）・小麦を含む）、こ
しょう］、皮［小麦粉、食塩］
【カニと海老の海鮮焼売】具［魚肉（紅ずわいがに（日本）、いか（ﾍﾟﾙｰ）、えび（ベトナム、インドネシ

冷凍1年 長野県
各商品で検査

不検出

ア）、すり身（北海道）、野菜（玉ねぎ（日本）、たけのこ（鹿児島）、しょうが（高知、他））、豚脂、鶏肉
（日本）、ばれいしょでん粉（北海道、他）、砂糖（北海道）、清酒、ごま油、食塩、こしょう、チキンエキ
ス調味料］、皮［小麦粉（北海道、他）、食塩］
【珍珠丸(餅米肉団子）】豚肉（日本）、もち米（長野等）、野菜（しいたけ（群馬、他）、たけのこ（鹿児
島）、長ねぎ（日本）、しょうが（高知、他））、でん粉（タイ）、えび（ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）、鶏卵（長野等）、
砂糖（北海道）、食塩、こしょう、酵母エキス
【豚まん4個】皮［小麦粉（長野）、砂糖、牛乳（長野）、ラード（日本）、イースト、食塩］、具［野菜（キャ
ベツ（日本）、たけのこ（鹿児島）、長ねぎ（日本）、しいたけ（群馬他）、玉ねぎ（日本）、しょうが（高
知、他））、豚肉（国産）、しょうゆ、豚脂、砂糖、ごま油、ばれいしょでん粉（北海道）、清酒、こしょ
う］、膨張剤

5841 ムソー　江戸前蒸し焼き・うなぎの蒲焼 6,685 6,190
うなぎ（九州、四国）、たれ〔醤油（大豆（福岡、佐賀）・小麦（北海道）・食塩（オーストラリア等）、発酵
調味料〔（味の母：米（産地確定不可）・米麹（日本）・食塩（メキシコ））、清酒（石川）、砂糖（鹿児島
県）〕

冷凍6ヵ月 大阪府 対象外

5935 ムソー　有機・梅干しギフト　500ｇ 3,780 3,500

5572 ムソー　有機・梅干しギフト　1ｋｇ 6,480 6,000

5970 みえぎょれん　桑名産・特選焼海苔（3缶） 2,160 2,000 焼き海苔（三重） 三重県 対象外

5627 冨貴　金胡麻ドレッシング 3,024 2,800
食用植物油脂（オーストラリア）、しょうゆ（大豆：アメリカ、カナダ、ブラジル、小麦：アメリカ、カナ
ダ）、米酢（秋田、兵庫）、砂糖（ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、南ｱﾌﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、沖縄、北海道）、ごま（トル
コ、エジプト）、卵黄（日本各地）、香辛料（カナダ）

6ヵ月 大阪府 対象外

対象外
奈良県

和歌山県
2年有機青梅（奈良）、漬け込み原材料(食塩（沖縄、メキシコ、オーストラリア）、有機しそ（奈良）)

※1　放射能検査内容については、弊社ＨＰ（muso.co.jp）の「ムソーの放射性物質に関する取り組みについて」をご確認下さい。


