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5 6

 水に溶かして使用する、電解質と
糖質の配合バランスを考慮した経
口補水液用粉末です。
■ケースサイズ：縦499×横268
×高さ160mm
■ケース重量：4.6kg
■入り数：15g×10袋×20(計200
袋) 
■注水量：500ml

 ㈱大塚製薬工場 
 オーエスワンパウダー　500mL用 

1

 15g 

 5年6ヵ月 

 1袋 粉末15gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  12.7 
 食塩相当量(g)  1.485 
 カリウム(mg)  397 

内容量

保存期間

 1缶に野菜350g分を濃縮して使
用。長期保存が可能な「野菜の保存
食」です。
■ケースサイズ：縦325×横268
×高さ110mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜一日これ一本 長期保存用 

2

 190g 

 ５年６ヵ月 

 １缶190gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  18.5 
 食塩相当量(g)  0.1～0.7 
 リコピン(mg)  1.8 

内容量

保存期間

 1缶に野菜350g分を濃縮して使
用。カルシウム、食物繊維などを手
軽に補えます。
■ケースサイズ：縦325×横268
×高さ110mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜一日これ一本 

3

 190g 

 ３年６ヵ月 

 １缶190gあたり 
 エネルギー(kcal)  64 
 たんぱく質(g)  2.1 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  14.9 
 食塩相当量(g)  0.1～0.3 
 リコピン(mg)  14 

内容量

保存期間

 アルミボトル缶という遮光性等に
優れた容器を採用したことに加
え、窒素ガス充填により、長期保存
を可能にした備蓄飲料水です。
■ケースサイズ：縦272×横409
×高さ203mm
■ケース重量：12.8kg　　
■入り数：２４本 

 大円食品工業㈱ 
 備蓄飲料水　The Life Water ４９０ｍｌ 
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 ４９０ｍｌ 

 10年 

 1本490mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 加熱冷却不要なので、停電等の非
常時でも、水やお茶に混ぜるだけ
でゼリーが作れます。
■ケースサイズ：縦292×横334
×高さ167mm
■ケース重量：2.2kg
■入り数：18箱 
■注水量：100ml

 日清オイリオグループ㈱ 
 あっ!というまゼリー 3g×25本 
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 75g（3g×25
本） 

 2年 

 1本(3g)あたり 
 エネルギー(kcal)  11 
 たんぱく質(g)  0.003 
 脂質(g)  0.006 

 炭水化物(g)  2.8 
 食塩相当量(g)  0.05 
    

内容量

保存期間

 加熱冷却不要なので、停電等の非
常時でも、水やお茶に混ぜるだけ
でゼリーが作れます。
■ケースサイズ：縦281×横331
×高さ166mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：6袋
■注水量：100ml 

 日清オイリオグループ㈱ 
 あっ!というまゼリー 500g 
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 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  368 
 たんぱく質(g)  0.1 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  92.8 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

内容量

保存期間

 北アルプス立山山麓で磨きあげら
れた5年保存可能なおいしい水で
す。備蓄用に。
■ケースサイズ：縦219×横278
×高さ317mm
■ケース重量：13kg
■入り数：2L×6
 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水 保存用5年間 2L 
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 2000ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  0.6 

 北アルプス立山山麓で磨きあげら
れた5年保存可能なおいしい水で
す。備蓄用に。
■ケースサイズ：縦219×横278
×高さ268mm
■ケース重量：10kg
■入り数：1.5L×6
 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水 保存用5年間 1.5L 
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 1500ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  0.6 

 北アルプス連峰の立山山麓に抱か
れた、5年保存が可能な、おいしい
ナチュラルミネラルウォーターで
す。軟水です。
■ケースサイズ：縦250×横376
×高さ220mm
■ケース重量：13.5kg
■入り数：500ml×24 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水5年保存 500ml 
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 500ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  1.2 

 かにのほぐし身とだしの旨みがよ
く合う、あっさりした雑炊です。お
湯でも水でもすぐＯK。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：2.0kg
■入り数：50個 
■注水量：180ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 かに雑炊 
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 21.5g 

 5年 

 1食21.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.6～1.3 

 炭水化物(g)  15.0 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

内容量

保存期間

 常温で長期保存可能。個包装スプー
ンをケースに同梱。調理不要で、食器
も不要。【ＵＤＦ区分：歯ぐきでつぶせ
る】
■ケースサイズ：
30食/縦379×横244×高さ154mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：30食(個包装スプーン30本
同梱） 

 アルファー食品㈱ 
 和風鶏がゆ 

11

 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  160 
 たんぱく質(g)  3.2 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  23.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
 ナトリウム(mg)  677 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおかゆ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
30食/縦385×横255×高さ145mm
50食/縦420×横305×高さ170mm
■ケース重量：30食/約2.2kg、50食/約
3.2kg
■入り数：30食、50食  ■注水量：230ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 白がゆ 
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 41g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  147 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  33.1 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  408 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおかゆ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
30食/縦385×横255×高さ145mm
50食/縦420×横305×高さ170mm
■ケース重量：30食/約2.2kg、50食/約
3.2kg
■入り数：30食、50食  ■注水量：230ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 梅がゆ 
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 42g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  154 
 たんぱく質(g)  2.6 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.9 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  450 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：170ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 白飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  368 
 たんぱく質(g)  5.9 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  84.2 
 食塩相当量(g)  0.0 
 ナトリウム(mg)  4.0 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：170ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 五目ご飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  2.1 
 ナトリウム(mg)  828 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおこわ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：130ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 山菜おこわ 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  7.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  82.0 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  586 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 わかめご飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  1.6 
 ナトリウム(mg)  646 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 ひじきご飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  81.9 
 食塩相当量(g)  2.2 
 ナトリウム(mg)  878 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおこわ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 野菜ピラフ 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  362 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  2.3 
 ナトリウム(mg)  908 

 アルファー食品㈱ 
 炊き出し用　白飯 
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 5kg 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  83.4 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  390 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を使
用し、一回に50食分もしくは二回に分
け25食分の白飯を供給可能。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：縦335×横325×高さ
190mm
■ケース重量：約6.4kg
■入り数：5.05kg×1
 ■注水量：8500ml

 2kg 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を
使用し、50食分の白がゆもしくは
梅がゆを供給可能。特定原材料等

（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：縦335×横325×
高さ200mm　
■ケース重量：約3.8kg
■入り数：2.15kg×1
 ■注水量：10000ml

 アルファー食品㈱ 
 炊き出し用　おかゆ 
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 1食あたり 
 エネルギー(kcal)  147 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  33.1 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  408 

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
やや甘口のポークカレーです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：11.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ポークカレー 

22

 200g 

 5年7ヵ月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  8.8 

 炭水化物(g)  18.4 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
ほんのり塩味の白粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 白粥 
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 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  84 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  18.2 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
梅粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 梅粥 
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 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  95 
 たんぱく質(g)  1.7 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  20.5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 野菜がゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  112 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  20.9 
 食塩相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 かぼちゃがゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  114 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  21.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 昆布がゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  91 
 たんぱく質(g)  1.7 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  19.9 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 チャーハン 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  343 
 たんぱく質(g)  5.7 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  64.4 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

■…飲料　■…主食（米）　■…主食（米以外）　■…おかず　■…嗜好品・セット

【加熱に関するアイコンについて】

加熱が絶対に必要であるもの 加熱をしなくても食べられるが、
加熱した方がおいしいもの

※水やお湯を加えるだけのものは加熱には入れておりません。

主
食
（
そ
の
他
）

主
食
（
そ
の
他
）

飲
料

主
食
（
米
）

主
食
（
米
）
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5 6

 水に溶かして使用する、電解質と
糖質の配合バランスを考慮した経
口補水液用粉末です。
■ケースサイズ：縦499×横268
×高さ160mm
■ケース重量：4.6kg
■入り数：15g×10袋×20(計200
袋) 
■注水量：500ml

 ㈱大塚製薬工場 
 オーエスワンパウダー　500mL用 

1

 15g 

 5年6ヵ月 

 1袋 粉末15gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  12.7 
 食塩相当量(g)  1.485 
 カリウム(mg)  397 

内容量

保存期間

 1缶に野菜350g分を濃縮して使
用。長期保存が可能な「野菜の保存
食」です。
■ケースサイズ：縦325×横268
×高さ110mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜一日これ一本 長期保存用 
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 190g 

 ５年６ヵ月 

 １缶190gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  18.5 
 食塩相当量(g)  0.1～0.7 
 リコピン(mg)  1.8 

内容量

保存期間

 1缶に野菜350g分を濃縮して使
用。カルシウム、食物繊維などを手
軽に補えます。
■ケースサイズ：縦325×横268
×高さ110mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜一日これ一本 
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 190g 

 ３年６ヵ月 

 １缶190gあたり 
 エネルギー(kcal)  64 
 たんぱく質(g)  2.1 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  14.9 
 食塩相当量(g)  0.1～0.3 
 リコピン(mg)  14 

内容量

保存期間

 アルミボトル缶という遮光性等に
優れた容器を採用したことに加
え、窒素ガス充填により、長期保存
を可能にした備蓄飲料水です。
■ケースサイズ：縦272×横409
×高さ203mm
■ケース重量：12.8kg　　
■入り数：２４本 

 大円食品工業㈱ 
 備蓄飲料水　The Life Water ４９０ｍｌ 
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 ４９０ｍｌ 

 10年 

 1本490mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 加熱冷却不要なので、停電等の非
常時でも、水やお茶に混ぜるだけ
でゼリーが作れます。
■ケースサイズ：縦292×横334
×高さ167mm
■ケース重量：2.2kg
■入り数：18箱 
■注水量：100ml

 日清オイリオグループ㈱ 
 あっ!というまゼリー 3g×25本 
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 75g（3g×25
本） 

 2年 

 1本(3g)あたり 
 エネルギー(kcal)  11 
 たんぱく質(g)  0.003 
 脂質(g)  0.006 

 炭水化物(g)  2.8 
 食塩相当量(g)  0.05 
    

内容量

保存期間

 加熱冷却不要なので、停電等の非
常時でも、水やお茶に混ぜるだけ
でゼリーが作れます。
■ケースサイズ：縦281×横331
×高さ166mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：6袋
■注水量：100ml 

 日清オイリオグループ㈱ 
 あっ!というまゼリー 500g 
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 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  368 
 たんぱく質(g)  0.1 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  92.8 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

内容量

保存期間

 北アルプス立山山麓で磨きあげら
れた5年保存可能なおいしい水で
す。備蓄用に。
■ケースサイズ：縦219×横278
×高さ317mm
■ケース重量：13kg
■入り数：2L×6
 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水 保存用5年間 2L 
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 2000ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  0.6 

 北アルプス立山山麓で磨きあげら
れた5年保存可能なおいしい水で
す。備蓄用に。
■ケースサイズ：縦219×横278
×高さ268mm
■ケース重量：10kg
■入り数：1.5L×6
 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水 保存用5年間 1.5L 
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 1500ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  0.6 

 北アルプス連峰の立山山麓に抱か
れた、5年保存が可能な、おいしい
ナチュラルミネラルウォーターで
す。軟水です。
■ケースサイズ：縦250×横376
×高さ220mm
■ケース重量：13.5kg
■入り数：500ml×24 

 マルサンアイ㈱ 
 立山の天然水5年保存 500ml 
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 500ml 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100mlあたり 
 エネルギー(kcal)  0 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  0 
 食塩相当量(g)  0 
 ナトリウム(mg)  1.2 

 かにのほぐし身とだしの旨みがよ
く合う、あっさりした雑炊です。お
湯でも水でもすぐＯK。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：2.0kg
■入り数：50個 
■注水量：180ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 かに雑炊 
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 21.5g 

 5年 

 1食21.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.6～1.3 

 炭水化物(g)  15.0 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

内容量

保存期間

 常温で長期保存可能。個包装スプー
ンをケースに同梱。調理不要で、食器
も不要。【ＵＤＦ区分：歯ぐきでつぶせ
る】
■ケースサイズ：
30食/縦379×横244×高さ154mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：30食(個包装スプーン30本
同梱） 

 アルファー食品㈱ 
 和風鶏がゆ 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  160 
 たんぱく質(g)  3.2 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  23.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
 ナトリウム(mg)  677 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおかゆ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
30食/縦385×横255×高さ145mm
50食/縦420×横305×高さ170mm
■ケース重量：30食/約2.2kg、50食/約
3.2kg
■入り数：30食、50食  ■注水量：230ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 白がゆ 
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 41g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  147 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  33.1 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  408 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおかゆ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
30食/縦385×横255×高さ145mm
50食/縦420×横305×高さ170mm
■ケース重量：30食/約2.2kg、50食/約
3.2kg
■入り数：30食、50食  ■注水量：230ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 梅がゆ 
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 42g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1袋あたり 
 エネルギー(kcal)  154 
 たんぱく質(g)  2.6 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.9 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  450 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：170ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 白飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  368 
 たんぱく質(g)  5.9 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  84.2 
 食塩相当量(g)  0.0 
 ナトリウム(mg)  4.0 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：170ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 五目ご飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  2.1 
 ナトリウム(mg)  828 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおこわ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食 ■注水量：130ml 

 アルファー食品㈱ 
 安心米 山菜おこわ 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  7.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  82.0 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  586 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 わかめご飯 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  1.6 
 ナトリウム(mg)  646 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のご飯。特定原材料
等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 ひじきご飯 

18

 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  81.9 
 食塩相当量(g)  2.2 
 ナトリウム(mg)  878 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を注ぎ
待つだけの簡単調理のおこわ。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：
15食/縦310×横190×高さ155mm
50食/縦420×横305×高さ180mm
■ケース重量：15食/約1.9kg、50食/約
6.3kg
■入り数：15食、50食  ■注水量：170ml

 アルファー食品㈱ 
 安心米 野菜ピラフ 
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 100g 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  362 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  81.8 
 食塩相当量(g)  2.3 
 ナトリウム(mg)  908 

 アルファー食品㈱ 
 炊き出し用　白飯 
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 5kg 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  364 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  83.4 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  390 

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を使
用し、一回に50食分もしくは二回に分
け25食分の白飯を供給可能。特定原材
料等（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：縦335×横325×高さ
190mm
■ケース重量：約6.4kg
■入り数：5.05kg×1
 ■注水量：8500ml

 2kg 

 5年6ヵ月 

内容量

保存期間

 常温で長期保存可能。熱湯又は水を
使用し、50食分の白がゆもしくは
梅がゆを供給可能。特定原材料等

（アレルギー物質）27品目不使用。
■ケースサイズ：縦335×横325×
高さ200mm　
■ケース重量：約3.8kg
■入り数：2.15kg×1
 ■注水量：10000ml

 アルファー食品㈱ 
 炊き出し用　おかゆ 
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 1食あたり 
 エネルギー(kcal)  147 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  33.1 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  408 

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
やや甘口のポークカレーです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：11.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ポークカレー 
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 200g 

 5年7ヵ月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  8.8 

 炭水化物(g)  18.4 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
ほんのり塩味の白粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 白粥 
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 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  84 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  18.2 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
梅粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 梅粥 
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 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  95 
 たんぱく質(g)  1.7 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  20.5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 野菜がゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  112 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  20.9 
 食塩相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 かぼちゃがゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  114 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  21.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 昆布がゆ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  91 
 たんぱく質(g)  1.7 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  19.9 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 チャーハン 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  343 
 たんぱく質(g)  5.7 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  64.4 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

■…飲料　■…主食（米）　■…主食（米以外）　■…おかず　■…嗜好品・セット

【加熱に関するアイコンについて】

加熱が絶対に必要であるもの 加熱をしなくても食べられるが、
加熱した方がおいしいもの

※水やお湯を加えるだけのものは加熱には入れておりません。

主
食
（
そ
の
他
）

主
食
（
そ
の
他
）

飲
料

主
食
（
米
）

主
食
（
米
）
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 高機能玄米金のいぶきと吉野家丼
の具が合体。焼きサバ味。
開封後すぐ食べられます。
■ケースサイズ：縦270×横179
×高さ95ｍｍ
■ケース重量：2562ｇ
■入り数：12 

 木徳神糧㈱ 
 吉野家缶飯焼塩さば丼 
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 160g 

 3年 

 1缶(標準160g)あたり 
 エネルギー(kcal)  222 
 たんぱく質(g)  9.0 
 脂質(g)  9.1 

 炭水化物(g)  25.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 一度に50人分を炊き出しできる
白飯です。お湯又は水で調理でき
ます。弁当容器、スプーン、しゃも
じ等もセットしています。
■ケースサイズ：縦330×横340
×高さ215mm、
■ケース重量：6.4kg
■入り数：50人分
 ■注水量：8000ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 炊き出し用　白飯(ふりかけ付) 
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 5.125kg 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  393 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  85.8 
 食塩相当量（g）  1.1 
    

内容量

保存期間

 大根葉のシンプルな味。お湯又は水で調理
できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入
り/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
 ■注水量：160ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 青菜ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  374 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  81.7 
 食塩相当量（g）  3.1 
    

内容量

保存期間

 野菜のうまみと醤油のあっさり味が人気。
お湯又は水で調理できる保存食です。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入
り/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
 ■注水量：160ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 五目ご飯 

36

 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  380 
 たんぱく質(g)  6.8 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  81.3 
 食塩相当量（g）  2.3 
    

内容量

保存期間

 幅広い年代の方に人気の優しい味。お湯又は水
で調理できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
■注水量：160ml 

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 わかめご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  378 
 たんぱく質(g)  6.1 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  82.8 
 食塩相当量（g）  2.1 
    

内容量

保存期間

 大きめのエビと赤ピーマンの香りが魚介の旨み
とよく合います。お湯又は水で調理できる保存
食です。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り  ■注水量：140ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 パエリア風ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  372 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  82.2 
 食塩相当量（g）  3.0 
    

内容量

保存期間

 だしの旨みが効いた優しい味。お湯又は水で
調理できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り 50食入り  
■注水量：150ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 根菜ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  369 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  83.0 
 食塩相当量（g）  2.7 
    

内容量

保存期間

 牛肉とご飯をしょうゆで味付け
し、風味よく仕上げております。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 牛めし185g 

40

 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  315 
 たんぱく質(g)  8.0 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  64.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  592 

 鶏肉の旨味と玉ねぎの甘さ、しょ
うゆの風味がご飯に溶け込んでい
ます。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー とりめし185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  322 
 たんぱく質(g)  8.1 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  68.3 
 食塩相当量(g)  1.3 
 ナトリウム(mg)  518 

 ご飯と様々な具材を炊き込み、食
べたときにしょうゆと具材の風味
が広がります。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 五目めし185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  316 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.7 

 炭水化物(g)  68.8 
 食塩相当量(g)  1.8 
 ナトリウム(mg)  722 

 モチっとした歯応えのお米と、小
豆が炊き込まれた一品です。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 赤飯185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  340 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  0.6 

 炭水化物(g)  76.2 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  444 

 ピリッと効いたコショウと、香り
の良いスパイスが特徴です。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー チキンドライカレー185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  8.7 
 脂質(g)  4.4 

 炭水化物(g)  65.5 
 食塩相当量(g)  1.9 
 ナトリウム(mg)  759 

 3品×3缶の合計9食、3日分の主
食をセットにしています。煮沸で
15分で召し上がれます。
■ケースサイズ：縦485×横280
×高さ145mm
■ケース重量：11kg
■入り数：5 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 飯缶セット(9缶セット) 
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 185g×9 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶180g×9缶あたり 
 エネルギー(kcal)  2859 
 たんぱく質(g)  67.2 
 脂質(g)  18.6 

 炭水化物(g)  606 
 食塩相当量(g)  14.0 
 ナトリウム(mg)  5496 

 お湯で３分、水でも５分と短時間
で出来上がる五目ご飯です。お湯
お水が無くても、そのまま食べる
こともできます(サクサクした食
感)。
■ケースサイズ：縦365×横535
×高さ215mm
■ケース重量：5kg　　
■入り数：50個  ■注水量：175ml

 永谷園㈱ 
 フリーズドライご飯 炊き込み五目 

46

 85g 

 5年6ヵ月 

 1袋85ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  1.8 

 炭水化物(g)  73.3 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 お湯で３分、水でも５分と短時間
で出来上がるカレー味のご飯で
す。お湯お水が無くても、そのまま
食べることもできます(サクサク
した食感)。
■ケースサイズ：縦365×横535
×高さ215mm
■ケース重量：5kg　　
■入り数：50個 ■注水量：175ml 

 永谷園㈱ 
 フリーズドライご飯 カレー味 
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 85g 

 5年6ヵ月 

 1袋85ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  339 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  3.1 

 炭水化物(g)  70.9 
 食塩相当量(g)  2.4 
    

内容量

保存期間

 ㈱フードケア 
 ふっくら白がゆ 

48

 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  24.2 
 食塩相当量(g)  0.1 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくら梅がゆ 
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 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  23.0 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくら海苔がゆ 
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 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.0 

 炭水化物(g)  24.2 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくらおはぎ 
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 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  2.8 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  43.3 
 食塩相当量(g)  0.07 
    

 常温保存可能でそのまま食べられ
るおいしいおはぎ。行事食にもお
すすめです。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 おかゆを酵素分解することで、な
めらかなプリン状に仕上げまし
た。
■ケースサイズ：縦315×横240
×高さ85mm
■ケース重量：2.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 プリン状おかゆ 
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 95g 

 3年6ヵ月 

 一缶95gあたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  19.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 薄い塩味のついたおかゆで、水不
足に配慮し水分を多めにしていま
す。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ おかゆ 
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 200g 

 3年6ヵ月 

 1缶200gあたり 
 エネルギー(kcal)  67 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  15.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 普段と変わらない味を実現した、
アルミトレーに入った長期保存が
可能なごはんです。
■ケースサイズ：縦340×横265
×高さ185mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：24パック 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 白いごはん 
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 200g 

 5年6ヵ月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  314 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  74.6 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 栗・野菜・こんぶ・油揚げを1/3入
れた具沢山のごはんです。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 栗五目ごはん 
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 200g 

 3年6ヵ月 

 1缶200gあたり 
 エネルギー(kcal)  358 
 たんぱく質(g)  8.2 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  63.8 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 べたつき、はりつき感を抑えました。お湯や水
で、やわらかさ自由に簡単調理。常温保存5年
■ケースサイズ：
50袋／縦340×横380×高さ165m
80袋／縦290×横380×高さ340m
■ケース重量：50袋／2.5kg　80袋／3.0kg
■入り数：50袋／80袋  
■注水量：130～210ml

 まつや㈱ 
 非常備蓄用ミキサー粥 
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 23g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食23gあたり 
 エネルギー(kcal)  85.1 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  19.6 
 食塩相当量(g)  0 
 リン(mg)  16.3 

 やわらかくてふっくら食感！即席
とは思えない炊きたての香りと
味！「食塩2g添付」常温保存７年
■ケースサイズ：縦340×横440
×高さ170mm
■ケース重量：3.8kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 白がゆ 
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 44g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食44gあたり 
 エネルギー(kcal)  160.4 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  37 
 食塩相当量(g)  2 
    

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　白米+ホタテ貝カルシウム入り 
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 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  151.2 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.5 
 食塩相当量(g)  0.01 
 カルシウム(mg)  276 

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　野菜＆きのこ 
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 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  152 
 たんぱく質(g)  2.68 
 脂質(g)  0.44 

 炭水化物(g)  34.32 
 食塩相当量(g)  0.83 
    

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　五目がゆ 
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 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  153 
 たんぱく質(g)  2.9 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.3 
 食塩相当量(g)  0.29 
    

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 きのこごはん 

29

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  294 
 たんぱく質(g)  6.0 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  64.2 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 カレーピラフ 
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 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  356 
 たんぱく質(g)  5.5 
 脂質(g)  5.7 

 炭水化物(g)  67.6 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。水・加熱不要で開封
後すぐ食べられます。低蛋白で腎
臓病の方にも対応。
■ケースサイズ：縦401×横241
×高さ166ｍｍ
■ケース重量：9426g
■入り数：40 

 木徳神糧㈱ 
 ライス72H 
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 200g 

 5年 

 1パック(200g)あたり 
 エネルギー(kcal)  159 
 たんぱく質(g)  0.33 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  39.5 
 食塩相当量(g)  0.1以下 
    

内容量

保存期間

 高機能玄米金のいぶきと吉野家丼
の具が合体。開封後そのまま食べ
られます。
■ケースサイズ：縦270×横179
×高さ95ｍｍ
■ケース重量：2562g
■入り数：12 

 木徳神糧㈱ 
 吉野家缶飯牛丼 

32

 160g 

 3年 

 1缶(標準160g)あたり 
 エネルギー(kcal)  289 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  15.5 

 炭水化物(g)  29.6 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

主
食
（
米
）

主
食
（
米
）
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 高機能玄米金のいぶきと吉野家丼
の具が合体。焼きサバ味。
開封後すぐ食べられます。
■ケースサイズ：縦270×横179
×高さ95ｍｍ
■ケース重量：2562ｇ
■入り数：12 

 木徳神糧㈱ 
 吉野家缶飯焼塩さば丼 

33

 160g 

 3年 

 1缶(標準160g)あたり 
 エネルギー(kcal)  222 
 たんぱく質(g)  9.0 
 脂質(g)  9.1 

 炭水化物(g)  25.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 一度に50人分を炊き出しできる
白飯です。お湯又は水で調理でき
ます。弁当容器、スプーン、しゃも
じ等もセットしています。
■ケースサイズ：縦330×横340
×高さ215mm、
■ケース重量：6.4kg
■入り数：50人分
 ■注水量：8000ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 炊き出し用　白飯(ふりかけ付) 

34

 5.125kg 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  393 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  85.8 
 食塩相当量（g）  1.1 
    

内容量

保存期間

 大根葉のシンプルな味。お湯又は水で調理
できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入
り/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
 ■注水量：160ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 青菜ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  374 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  81.7 
 食塩相当量（g）  3.1 
    

内容量

保存期間

 野菜のうまみと醤油のあっさり味が人気。
お湯又は水で調理できる保存食です。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入
り/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
 ■注水量：160ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 五目ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  380 
 たんぱく質(g)  6.8 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  81.3 
 食塩相当量（g）  2.3 
    

内容量

保存期間

 幅広い年代の方に人気の優しい味。お湯又は水
で調理できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り
■注水量：160ml 

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 わかめご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  378 
 たんぱく質(g)  6.1 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  82.8 
 食塩相当量（g）  2.1 
    

内容量

保存期間

 大きめのエビと赤ピーマンの香りが魚介の旨み
とよく合います。お湯又は水で調理できる保存
食です。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り　50食入り  ■注水量：140ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 パエリア風ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  372 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  82.2 
 食塩相当量（g）  3.0 
    

内容量

保存期間

 だしの旨みが効いた優しい味。お湯又は水で
調理できる保存食です。アレルギー対応食。
■ケースサイズ：
20食入り/縦360×横214×高さ175mm
50食入り/縦440×横320×高さ215mm
■ケース重量：20食入り/2.5kg　50食入り
/6.3kg
■入り数：20食入り 50食入り  
■注水量：150ml

 ㈱サタケ 
 マジックライス 保存食 根菜ご飯 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  369 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  83.0 
 食塩相当量（g）  2.7 
    

内容量

保存期間

 牛肉とご飯をしょうゆで味付け
し、風味よく仕上げております。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 牛めし185g 

40

 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  315 
 たんぱく質(g)  8.0 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  64.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  592 

 鶏肉の旨味と玉ねぎの甘さ、しょ
うゆの風味がご飯に溶け込んでい
ます。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー とりめし185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  322 
 たんぱく質(g)  8.1 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  68.3 
 食塩相当量(g)  1.3 
 ナトリウム(mg)  518 

 ご飯と様々な具材を炊き込み、食
べたときにしょうゆと具材の風味
が広がります。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 五目めし185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  316 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.7 

 炭水化物(g)  68.8 
 食塩相当量(g)  1.8 
 ナトリウム(mg)  722 

 モチっとした歯応えのお米と、小
豆が炊き込まれた一品です。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 赤飯185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  340 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  0.6 

 炭水化物(g)  76.2 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  444 

 ピリッと効いたコショウと、香り
の良いスパイスが特徴です。
■ケースサイズ：縦343×横258
×高さ105mm
■ケース重量：5.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー チキンドライカレー185g 
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 185g 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶(185g)あたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  8.7 
 脂質(g)  4.4 

 炭水化物(g)  65.5 
 食塩相当量(g)  1.9 
 ナトリウム(mg)  759 

 3品×3缶の合計9食、3日分の主
食をセットにしています。煮沸で
15分で召し上がれます。
■ケースサイズ：縦485×横280
×高さ145mm
■ケース重量：11kg
■入り数：5 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 飯缶セット(9缶セット) 
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 185g×9 

 5年 

内容量

保存期間

 1缶180g×9缶あたり 
 エネルギー(kcal)  2859 
 たんぱく質(g)  67.2 
 脂質(g)  18.6 

 炭水化物(g)  606 
 食塩相当量(g)  14.0 
 ナトリウム(mg)  5496 

 お湯で３分、水でも５分と短時間
で出来上がる五目ご飯です。お湯
お水が無くても、そのまま食べる
こともできます(サクサクした食
感)。
■ケースサイズ：縦365×横535
×高さ215mm
■ケース重量：5kg　　
■入り数：50個  ■注水量：175ml

 永谷園㈱ 
 フリーズドライご飯 炊き込み五目 

46

 85g 

 5年6ヵ月 

 1袋85ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  1.8 

 炭水化物(g)  73.3 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 お湯で３分、水でも５分と短時間
で出来上がるカレー味のご飯で
す。お湯お水が無くても、そのまま
食べることもできます(サクサク
した食感)。
■ケースサイズ：縦365×横535
×高さ215mm
■ケース重量：5kg　　
■入り数：50個 ■注水量：175ml 

 永谷園㈱ 
 フリーズドライご飯 カレー味 

47

 85g 

 5年6ヵ月 

 1袋85ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  339 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  3.1 

 炭水化物(g)  70.9 
 食塩相当量(g)  2.4 
    

内容量

保存期間

 ㈱フードケア 
 ふっくら白がゆ 

48

 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  24.2 
 食塩相当量(g)  0.1 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくら梅がゆ 

49

 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  23.0 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくら海苔がゆ 
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 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  0.0 

 炭水化物(g)  24.2 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

 常温保存、コシヒカリ１００％の
おいしいお粥。手で開封してその
まま食べられます。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 ㈱フードケア 
 ふっくらおはぎ 

51

 200g 

 ２年 

内容量

保存期間

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  2.8 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  43.3 
 食塩相当量(g)  0.07 
    

 常温保存可能でそのまま食べられ
るおいしいおはぎ。行事食にもお
すすめです。
■ケースサイズ：縦390×横225
×高さ72mm
■ケース重量：4.4kg
■入り数：２０袋 

 おかゆを酵素分解することで、な
めらかなプリン状に仕上げまし
た。
■ケースサイズ：縦315×横240
×高さ85mm
■ケース重量：2.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 プリン状おかゆ 

52

 95g 

 3年6ヵ月 

 一缶95gあたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  19.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 薄い塩味のついたおかゆで、水不
足に配慮し水分を多めにしていま
す。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ おかゆ 

53

 200g 

 3年6ヵ月 

 1缶200gあたり 
 エネルギー(kcal)  67 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  15.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 普段と変わらない味を実現した、
アルミトレーに入った長期保存が
可能なごはんです。
■ケースサイズ：縦340×横265
×高さ185mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：24パック 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 白いごはん 

54

 200g 

 5年6ヵ月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  314 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  74.6 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 栗・野菜・こんぶ・油揚げを1/3入
れた具沢山のごはんです。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.9kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 栗五目ごはん 
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 200g 

 3年6ヵ月 

 1缶200gあたり 
 エネルギー(kcal)  358 
 たんぱく質(g)  8.2 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  63.8 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 べたつき、はりつき感を抑えました。お湯や水
で、やわらかさ自由に簡単調理。常温保存5年
■ケースサイズ：
50袋／縦340×横380×高さ165m
80袋／縦290×横380×高さ340m
■ケース重量：50袋／2.5kg　80袋／3.0kg
■入り数：50袋／80袋  
■注水量：130～210ml

 まつや㈱ 
 非常備蓄用ミキサー粥 
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 23g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食23gあたり 
 エネルギー(kcal)  85.1 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  19.6 
 食塩相当量(g)  0 
 リン(mg)  16.3 

 やわらかくてふっくら食感！即席
とは思えない炊きたての香りと
味！「食塩2g添付」常温保存７年
■ケースサイズ：縦340×横440
×高さ170mm
■ケース重量：3.8kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 白がゆ 
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 44g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食44gあたり 
 エネルギー(kcal)  160.4 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  37 
 食塩相当量(g)  2 
    

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　白米+ホタテ貝カルシウム入り 
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 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  151.2 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.5 
 食塩相当量(g)  0.01 
 カルシウム(mg)  276 

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　野菜＆きのこ 
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 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  152 
 たんぱく質(g)  2.68 
 脂質(g)  0.44 

 炭水化物(g)  34.32 
 食塩相当量(g)  0.83 
    

 お湯か水で調理時間0分。キザミ
粥タイプの即席お粥。アレルゲン
フリー。常温保存7年
■ケースサイズ：縦340×横420
×高さ170mm
■ケース重量：3.5kg
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 まつや㈱ 
 ライスるん　五目がゆ 

60

 40g 

 7年 

内容量

保存期間

 1食40gあたり 
 エネルギー(kcal)  153 
 たんぱく質(g)  2.9 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  34.3 
 食塩相当量(g)  0.29 
    

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 きのこごはん 

29

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  294 
 たんぱく質(g)  6.0 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  64.2 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 カレーピラフ 

30

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  356 
 たんぱく質(g)  5.5 
 脂質(g)  5.7 

 炭水化物(g)  67.6 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。水・加熱不要で開封
後すぐ食べられます。低蛋白で腎
臓病の方にも対応。
■ケースサイズ：縦401×横241
×高さ166ｍｍ
■ケース重量：9426g
■入り数：40 

 木徳神糧㈱ 
 ライス72H 

31

 200g 

 5年 

 1パック(200g)あたり 
 エネルギー(kcal)  159 
 たんぱく質(g)  0.33 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  39.5 
 食塩相当量(g)  0.1以下 
    

内容量

保存期間

 高機能玄米金のいぶきと吉野家丼
の具が合体。開封後そのまま食べ
られます。
■ケースサイズ：縦270×横179
×高さ95ｍｍ
■ケース重量：2562g
■入り数：12 

 木徳神糧㈱ 
 吉野家缶飯牛丼 

32

 160g 

 3年 

 1缶(標準160g)あたり 
 エネルギー(kcal)  289 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  15.5 

 炭水化物(g)  29.6 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

主
食
（
米
）

主
食
（
米
）
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 ごはん不要で、常温のまま開封し
て食べられるレトルトカレー。特
定原材料不使用の長期保存可能食

（５年）です。川崎・災害食グランプ
リ2018優勝
■ケースサイズ：縦524×横274
×高さ130mm
■ケース重量：9.5ｋg　
■入り数：30パック　 

 三徳屋㈱ 
 そのまんまＯＫカレー　中辛 

65

 ３００ｇ 

 ５年 

 １パック３００ｇあたり 
 エネルギー（kcal)  290 
 たんぱく質（ｇ）  4.6 
 脂質（ｇ）  12.5 

 炭水化物（ｇ）  39.8 
 食塩相当量（ｇ）  4.6 
    

内容量

保存期間

 ごはん不要で、常温のまま開封し
て食べられるレトルトカレー。特
定原材料不使用の長期保存可能食

（５年）。優しい甘口タイプです。川
崎・災害食グランプリ2018優勝
■ケースサイズ：縦524×横274
×高さ130mm
■ケース重量：9.5kg　
■入り数：30パック 

 三徳屋㈱ 
 そのまんまＯＫカレー　甘口 

66

 ３００g 

 ５年 

 １パック３００ｇあたり 
 エネルギー（kcal)  303 
 たんぱく質（ｇ）  4.4 
 脂質（ｇ）  12.8 

 炭水化物（ｇ）  42.6 
 食塩相当量（ｇ）  3.0 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に真鯛フレークと野菜、き
のこを加え鯛出汁、謹製昆布エキス、
魚醤等の旨味を活かした和風ごはん
です。７年の長期保存対応。食物アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　和風鯛ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  176 
 たんぱく質(g)  6.7 
 脂質(g)  2.2 

 炭水化物(g)  32.5 
 食塩相当量(g)  2.5 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にちりめんと野菜、きの
こを加え昆布エキス、魚醤等の旨
味を活かした和風ごはんです。７
年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325
×高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　和風ちりめんごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  182 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  36.1 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にマッシュルーム、人参、
ソテーオニオン、ニンニクを加え香
辛料をきかした洋風ごはんです。７
年の長期保存対応。食物アレルギー
特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　洋風トマトごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  39.8 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に帆立、玉ねぎ、にんじんを
加えて昆布エキス、魚醤等を隠し味
にした優しい味わいのカレーごはん
です。７年の長期保存対応。食物アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　海鮮カレーごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  171 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  33.0 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にひじき、昆布、ワカメを加
え昆布エキス、魚醤の旨味を活かし
美味しさを追求した調理済ごはんで
す。７年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　海の幸ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  162 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  33.6 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に野菜を加え昆布エキス、
ホタテブイヨン等の旨味を活かし
美味しさを追求した調理済ごはん。
７年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　野菜ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  1.7 

 炭水化物(g)  44.8 
 食塩相当量(g)  2.4 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米、野菜、こんにゃくを加え
昆布エキス、魚醤の旨味を活かし美
味しさを追求した調理済ごはん。７
年の長期保存対応。食物アレルギー
特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　五目ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  168 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  0.6 

 炭水化物(g)  37.0 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 鶏肉のコクのあるスープに素麺を
合わせたにゅうめんです。お湯で
も水でもすぐＯK。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：180ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 にゅうめん(まろやか鶏だし) 
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 15g 

 5年 

 1食15gあたり 
 エネルギー(kcal)  57 
 たんぱく質(g)  3.１ 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。原材料に卵不使用で
す。ほのかな甘みのあるプレーン
味。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー プレーン味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  6.5 
 脂質(g)  14.1 

 炭水化物(g)  46 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。コーヒーのコクが染
み込んだ香り豊かな味わいです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー コーヒー味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  351 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  14.4 

 炭水化物(g)  48.6 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。黒糖独特の風味を楽
しめる深い味わいです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー 黒糖味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。爽やかなオレンジ
ピールがアクセントです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー オレンジ味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  348 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  12.1 

 炭水化物(g)  54 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のらーめんです。お湯を注いで
4分でお召し上がり頂ける、醤油
味のらーめんです。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：6.0kg　
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 らーめん 
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 70.3g 

 5年７ヵ月 

 1パック70.3gあたり 
 エネルギー(kcal)  242 
 たんぱく質(g)  8.4 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  49.4 
 食塩相当量(g)  4.7 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のうどんです。お湯を注いで5
分でお召し上がり頂ける、もちも
ち食感のうどんです。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：6.0kg　
■入り数：50袋 
■注水量：320ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 わかめうどん 
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 70.5g 

 5年7ヵ月 

 1パック70.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  247 
 たんぱく質(g)  9.1 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  48.8 
 食塩相当量(g)  5.0 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のフォーです。お湯を注いで5
分でお召し上がり頂けます。もち
もちした食感のお米の麺です。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：5.3kg　
■入り数：50袋 
■注水量：320ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 アレルゲン27品目不使用　フォー（米めん） 
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 56.4g 

 5年7ヵ月 

 1パック56.4gあたり 
 エネルギー(kcal)  183 
 たんぱく質(g)  3.5 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  42.0 
 食塩相当量(g)  3.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。スティックタイプ
のほんのり甘いパンです。食物繊
維3.6g含有。
■ケースサイズ：縦560×横340
×高さ260mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 せんいのめぐみパン 
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 2本 

 5年7ヵ月 

 1パック2本入りあたり 
 エネルギー(kcal)  524 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  18.6 

 炭水化物(g)  79.6 
 食塩相当量(g)  0.8 
 食物繊維(g)  3.6 

内容量

保存期間

 しっとりフワフワのデニッシュが
1缶に2個入っています。開封後す
ぐ食べられます。
■ケースサイズ：縦323×横476
×高さ125ｍｍ
■ケース重量：4683g
■入り数：24 

 木徳神糧㈱ 
 プレーンデニッシュブレッド 
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 50g×2 

 3年6ヶ月 

 1缶（50ｇ×2）あたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  12.6 

 炭水化物(g)  48.2 
 食塩相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 お湯を注いで３分で出来上がり
(水だと20分)。クリーミーなソー
スに、ベーコンと胡椒で味を引き
締めました。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ160mm、
■ケース重量：2.5kg
■入り数：20食入り
■注水量：150ml 

 ㈱サタケ 
 マジックパスタ　カルボナーラ 

84

 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  247 
 たんぱく質(g)  9.7 
 脂質(g)  3.0 

 炭水化物(g)  45.5 
 食塩相当量（g）  1.4 
    

内容量

保存期間

 ２食入りのフリーズドライ即席味
噌ラーメン(容器とフォーク入り)
です。
■ケースサイズ：縦520×横420
×高さ180mm
■ケース重量：3.7kg
■入り数：12袋／ケース 
■注水量：2食分=860ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 味噌ラーメン 
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 2食(156.4g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食78.2gあたり 
 エネルギー(kcal)  274 
 たんぱく質(g)  8.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  55.5 
 食塩相当量(g)  5.8 
    

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。ベーシッ
クなバターテイストです。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(バター) 
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 5年 

 約100gあたり 
 エネルギー(kcal)  365 
 たんぱく質(g)  8.6 
 脂質(g)  12.2 

 炭水化物(g)  55.3 
 食品相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 約100g
※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。まろやか
なカカオの香りが特長です。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(チョコレート) 
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 5年 

 約97gあたり 
 エネルギー(kcal)  335 
 たんぱく質(g)  10.1 
 脂質(g)  10.3 

 炭水化物(g)  50.4 
 食品相当量(g)  0.679 
    

保存期間

内容量
 約97g

※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。いちごの
フルーティな味わいです。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(ストロベリー) 

88

 約95g
※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 5年 

 約95gあたり 
 エネルギー(kcal)  319 
 たんぱく質(g)  8.3 
 脂質(g)  8.9 

 炭水化物(g)  51.3 
 食品相当量(g)  0.665 
    

保存期間

内容量

 中鎖脂肪酸油を配合した少量で高
エネルギーのトマトソースたっぷ
りのスパゲッティです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：7kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー トマトソースのスパゲッティ 
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 120g 

 2年 

 1食120gあたり 
 エネルギー(kcal)  144 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  6.4 

 炭水化物(g)  19.3 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 かつお風味のだしが自慢のカレー
うどんです。中鎖脂肪酸油配合で
少量高エネルギー。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：7kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー カレーうどん 
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 120g 

 2年 

 1食120gあたり 
 エネルギー(kcal)  146  
 たんぱく質(g)  2.8  
 脂質(g)  8.6  

 炭水化物(g)  14.3   
 食塩相当量(g)  1.9  
    

内容量

保存期間

 エネルギー、たんぱく質、1日所要
量の約1/3のビタミン、ミネラル
が摂れる即席味噌汁です。
■ケースサイズ：縦330×横360
×高さ275mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：23g×15食×12袋 
■注水量：150ml

 アイドゥ㈱ 
 パーフェクトイン80K 
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 23g×15食 

 3年 

 1食23gあたり 
 エネルギー(kcal)  80.3 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  14 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ビタミンB2(mg)  0.43 

内容量

保存期間

 色鮮やかなほうれん草と風味豊か
なかつおだしのおみそ汁です。お
湯でも水でもすぐＯＫ。
■ケースサイズ：縦330×横300
×高さ150mm
■ケース重量：1.0kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 ほうれん草のみそ汁 
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 7g 

 5年 

 エネルギー(kcal)  25 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  0.4～0.8 

 炭水化物(g)  2.9 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 1食7gあたり 

 味にこだわった鶏ガラベースの本
格的な中華風即席お粥。食物繊維
たっぷり！常温保存５年
■ケースサイズ：縦340×横370
×高さ165mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：50袋 
■注水量：260ml

 まつや㈱ 
 本格中華 ほたて粥 
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 38g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食38gあたり 
 エネルギー(kcal)  133.8 
 たんぱく質(g)  4.1 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  25 
 食塩相当量(g)  1.7 
 食物繊維(g)  6.4 

 自然素材にこだわった和風だしの
ふぐぞうすい。災害食の枠を超え
た美味しさを追求！常温保存５年
■ケースサイズ：縦180×横300
×高さ170mm
■ケース重量：1.5kg
■入り数：24袋 
■注水量：220ml

 まつや㈱ 
 ふぐぞうすい 
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 32g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食32gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.7 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  26.5 
 食塩相当量(g)  0.6 
    

 自然素材にこだわった和風だしの
ほたてぞうすい。災害食の枠を超
えた美味しさ 常温保存５年
■ケースサイズ：縦180×横300
×高さ170mm
■ケース重量：1.5kg
■入り数：24袋 
■注水量：220ml

 まつや㈱ 
 ほたてぞうすい 
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 32g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食32gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.4 
 たんぱく質(g)  3.7 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  25.0 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

 中鎖脂肪酸油配合により、少量で
も高エネルギーが摂取できるやわ
らかごはんです。
■ケースサイズ：縦278×横370
×高さ190ｍｍ
■ケース重量：7.05kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー パワーライス 
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 120g 

 2年 

 120gあたり 
 エネルギー(kcal)  134 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  5.5 

 炭水化物(g)  19.1 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

お
か
ず

主
食
（
米
以
外
）

主
食
（
米
以
外
）

主
食
（
米
）
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 ごはん不要で、常温のまま開封し
て食べられるレトルトカレー。特
定原材料不使用の長期保存可能食

（５年）です。川崎・災害食グランプ
リ2018優勝
■ケースサイズ：縦524×横274
×高さ130mm
■ケース重量：9.5ｋg　
■入り数：30パック　 

 三徳屋㈱ 
 そのまんまＯＫカレー　中辛 

65

 ３００ｇ 

 ５年 

 １パック３００ｇあたり 
 エネルギー（kcal)  290 
 たんぱく質（ｇ）  4.6 
 脂質（ｇ）  12.5 

 炭水化物（ｇ）  39.8 
 食塩相当量（ｇ）  4.6 
    

内容量

保存期間

 ごはん不要で、常温のまま開封し
て食べられるレトルトカレー。特
定原材料不使用の長期保存可能食

（５年）。優しい甘口タイプです。川
崎・災害食グランプリ2018優勝
■ケースサイズ：縦524×横274
×高さ130mm
■ケース重量：9.5kg　
■入り数：30パック 

 三徳屋㈱ 
 そのまんまＯＫカレー　甘口 

66

 ３００g 

 ５年 

 １パック３００ｇあたり 
 エネルギー（kcal)  303 
 たんぱく質（ｇ）  4.4 
 脂質（ｇ）  12.8 

 炭水化物（ｇ）  42.6 
 食塩相当量（ｇ）  3.0 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に真鯛フレークと野菜、き
のこを加え鯛出汁、謹製昆布エキス、
魚醤等の旨味を活かした和風ごはん
です。７年の長期保存対応。食物アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　和風鯛ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  176 
 たんぱく質(g)  6.7 
 脂質(g)  2.2 

 炭水化物(g)  32.5 
 食塩相当量(g)  2.5 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にちりめんと野菜、きの
こを加え昆布エキス、魚醤等の旨
味を活かした和風ごはんです。７
年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325
×高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　和風ちりめんごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  182 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  36.1 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にマッシュルーム、人参、
ソテーオニオン、ニンニクを加え香
辛料をきかした洋風ごはんです。７
年の長期保存対応。食物アレルギー
特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　洋風トマトごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  39.8 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に帆立、玉ねぎ、にんじんを
加えて昆布エキス、魚醤等を隠し味
にした優しい味わいのカレーごはん
です。７年の長期保存対応。食物アレ
ルギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　海鮮カレーごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  171 
 たんぱく質(g)  6.2 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  33.0 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米にひじき、昆布、ワカメを加
え昆布エキス、魚醤の旨味を活かし
美味しさを追求した調理済ごはんで
す。７年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×高
さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　海の幸ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  162 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  33.6 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米に野菜を加え昆布エキス、
ホタテブイヨン等の旨味を活かし
美味しさを追求した調理済ごはん。
７年の長期保存対応。食物アレル
ギー特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　野菜ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  1.7 

 炭水化物(g)  44.8 
 食塩相当量(g)  2.4 
    

内容量

保存期間

 発芽玄米、野菜、こんにゃくを加え
昆布エキス、魚醤の旨味を活かし美
味しさを追求した調理済ごはん。７
年の長期保存対応。食物アレルギー
特定原材料等27品目不使用。
■ケースサイズ：縦305×横325×
高さ170mm
■ケース重量：7.8kg
■入り数：25食 

 ㈱横浜岡田屋 
 HOZONHOZON　おいしいごはん　五目ごはん 
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 280g 

 7年 

 1ﾊﾟｯｸ280gあたり 
 エネルギー(kcal)  168 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  0.6 

 炭水化物(g)  37.0 
 食塩相当量(g)  2.2 
    

内容量

保存期間

 鶏肉のコクのあるスープに素麺を
合わせたにゅうめんです。お湯で
も水でもすぐＯK。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：180ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 にゅうめん(まろやか鶏だし) 
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 15g 

 5年 

 1食15gあたり 
 エネルギー(kcal)  57 
 たんぱく質(g)  3.１ 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。原材料に卵不使用で
す。ほのかな甘みのあるプレーン
味。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー プレーン味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  6.5 
 脂質(g)  14.1 

 炭水化物(g)  46 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。コーヒーのコクが染
み込んだ香り豊かな味わいです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー コーヒー味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  351 
 たんぱく質(g)  6.9 
 脂質(g)  14.4 

 炭水化物(g)  48.6 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。黒糖独特の風味を楽
しめる深い味わいです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー 黒糖味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

内容量

保存期間

 缶入りパンで、ふんわりした食感
が特長です。爽やかなオレンジ
ピールがアクセントです。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ125mm
■ケース重量：4.4kg　
■入り数：24個 

 アスト㈱ 
 新・食・缶ベーカリー オレンジ味 
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 100g 

 5年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  348 
 たんぱく質(g)  5.8 
 脂質(g)  12.1 

 炭水化物(g)  54 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のらーめんです。お湯を注いで
4分でお召し上がり頂ける、醤油
味のらーめんです。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：6.0kg　
■入り数：50袋 
■注水量：300ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 らーめん 
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 70.3g 

 5年７ヵ月 

 1パック70.3gあたり 
 エネルギー(kcal)  242 
 たんぱく質(g)  8.4 
 脂質(g)  1.2 

 炭水化物(g)  49.4 
 食塩相当量(g)  4.7 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のうどんです。お湯を注いで5
分でお召し上がり頂ける、もちも
ち食感のうどんです。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：6.0kg　
■入り数：50袋 
■注水量：320ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 わかめうどん 
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 70.5g 

 5年7ヵ月 

 1パック70.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  247 
 たんぱく質(g)  9.1 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  48.8 
 食塩相当量(g)  5.0 
    

内容量

保存期間

 パッケージが器になる常温保存5
年のフォーです。お湯を注いで5
分でお召し上がり頂けます。もち
もちした食感のお米の麺です。
■ケースサイズ：縦565×横345
×高さ290mm
■ケース重量：5.3kg　
■入り数：50袋 
■注水量：320ml

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 アレルゲン27品目不使用　フォー（米めん） 
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 56.4g 

 5年7ヵ月 

 1パック56.4gあたり 
 エネルギー(kcal)  183 
 たんぱく質(g)  3.5 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  42.0 
 食塩相当量(g)  3.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。スティックタイプ
のほんのり甘いパンです。食物繊
維3.6g含有。
■ケースサイズ：縦560×横340
×高さ260mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 せんいのめぐみパン 
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 2本 

 5年7ヵ月 

 1パック2本入りあたり 
 エネルギー(kcal)  524 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  18.6 

 炭水化物(g)  79.6 
 食塩相当量(g)  0.8 
 食物繊維(g)  3.6 

内容量

保存期間

 しっとりフワフワのデニッシュが
1缶に2個入っています。開封後す
ぐ食べられます。
■ケースサイズ：縦323×横476
×高さ125ｍｍ
■ケース重量：4683g
■入り数：24 

 木徳神糧㈱ 
 プレーンデニッシュブレッド 
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 50g×2 

 3年6ヶ月 

 1缶（50ｇ×2）あたり 
 エネルギー(kcal)  337 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  12.6 

 炭水化物(g)  48.2 
 食塩相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 お湯を注いで３分で出来上がり
(水だと20分)。クリーミーなソー
スに、ベーコンと胡椒で味を引き
締めました。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ160mm、
■ケース重量：2.5kg
■入り数：20食入り
■注水量：150ml 

 ㈱サタケ 
 マジックパスタ　カルボナーラ 
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 100g 

 5年 

 1食100gあたり 
 エネルギー(kcal)  247 
 たんぱく質(g)  9.7 
 脂質(g)  3.0 

 炭水化物(g)  45.5 
 食塩相当量（g）  1.4 
    

内容量

保存期間

 ２食入りのフリーズドライ即席味
噌ラーメン(容器とフォーク入り)
です。
■ケースサイズ：縦520×横420
×高さ180mm
■ケース重量：3.7kg
■入り数：12袋／ケース 
■注水量：2食分=860ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 味噌ラーメン 
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 2食(156.4g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食78.2gあたり 
 エネルギー(kcal)  274 
 たんぱく質(g)  8.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  55.5 
 食塩相当量(g)  5.8 
    

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。ベーシッ
クなバターテイストです。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(バター) 

86

 5年 

 約100gあたり 
 エネルギー(kcal)  365 
 たんぱく質(g)  8.6 
 脂質(g)  12.2 

 炭水化物(g)  55.3 
 食品相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 約100g
※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。まろやか
なカカオの香りが特長です。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(チョコレート) 
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 5年 

 約97gあたり 
 エネルギー(kcal)  335 
 たんぱく質(g)  10.1 
 脂質(g)  10.3 

 炭水化物(g)  50.4 
 食品相当量(g)  0.679 
    

保存期間

内容量
 約97g

※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 そのまま食べられる袋入り保存パン。
開封時にケガの心配がなくごみも少
量。紙コップに入っているので直接パ
ンに触れることなく衛生的。いちごの
フルーティな味わいです。　
■ケースサイズ：縦409×横493×高
さ195mm
■ケース重量：4.5kg　
■入り数：30個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 紙コップパン(ストロベリー) 
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 約95g
※パンは発酵焼成物であり
発酵状況や焼き上がりの水
分率などの違いにより内容
量（重量）に若干の個体差が
生じますのでご了承下さい。 

 5年 

 約95gあたり 
 エネルギー(kcal)  319 
 たんぱく質(g)  8.3 
 脂質(g)  8.9 

 炭水化物(g)  51.3 
 食品相当量(g)  0.665 
    

保存期間

内容量

 中鎖脂肪酸油を配合した少量で高
エネルギーのトマトソースたっぷ
りのスパゲッティです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：7kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー トマトソースのスパゲッティ 
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 120g 

 2年 

 1食120gあたり 
 エネルギー(kcal)  144 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  6.4 

 炭水化物(g)  19.3 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 かつお風味のだしが自慢のカレー
うどんです。中鎖脂肪酸油配合で
少量高エネルギー。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：7kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー カレーうどん 
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 120g 

 2年 

 1食120gあたり 
 エネルギー(kcal)  146  
 たんぱく質(g)  2.8  
 脂質(g)  8.6  

 炭水化物(g)  14.3   
 食塩相当量(g)  1.9  
    

内容量

保存期間

 エネルギー、たんぱく質、1日所要
量の約1/3のビタミン、ミネラル
が摂れる即席味噌汁です。
■ケースサイズ：縦330×横360
×高さ275mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：23g×15食×12袋 
■注水量：150ml

 アイドゥ㈱ 
 パーフェクトイン80K 
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 23g×15食 

 3年 

 1食23gあたり 
 エネルギー(kcal)  80.3 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  14 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ビタミンB2(mg)  0.43 

内容量

保存期間

 色鮮やかなほうれん草と風味豊か
なかつおだしのおみそ汁です。お
湯でも水でもすぐＯＫ。
■ケースサイズ：縦330×横300
×高さ150mm
■ケース重量：1.0kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 ほうれん草のみそ汁 
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 7g 

 5年 

 エネルギー(kcal)  25 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  0.4～0.8 

 炭水化物(g)  2.9 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 1食7gあたり 

 味にこだわった鶏ガラベースの本
格的な中華風即席お粥。食物繊維
たっぷり！常温保存５年
■ケースサイズ：縦340×横370
×高さ165mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：50袋 
■注水量：260ml

 まつや㈱ 
 本格中華 ほたて粥 

61

 38g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食38gあたり 
 エネルギー(kcal)  133.8 
 たんぱく質(g)  4.1 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  25 
 食塩相当量(g)  1.7 
 食物繊維(g)  6.4 

 自然素材にこだわった和風だしの
ふぐぞうすい。災害食の枠を超え
た美味しさを追求！常温保存５年
■ケースサイズ：縦180×横300
×高さ170mm
■ケース重量：1.5kg
■入り数：24袋 
■注水量：220ml

 まつや㈱ 
 ふぐぞうすい 

62

 32g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食32gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.7 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  26.5 
 食塩相当量(g)  0.6 
    

 自然素材にこだわった和風だしの
ほたてぞうすい。災害食の枠を超
えた美味しさ 常温保存５年
■ケースサイズ：縦180×横300
×高さ170mm
■ケース重量：1.5kg
■入り数：24袋 
■注水量：220ml

 まつや㈱ 
 ほたてぞうすい 

63

 32g 

 5年 

内容量

保存期間

 1食32gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.4 
 たんぱく質(g)  3.7 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  25.0 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

 中鎖脂肪酸油配合により、少量で
も高エネルギーが摂取できるやわ
らかごはんです。
■ケースサイズ：縦278×横370
×高さ190ｍｍ
■ケース重量：7.05kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー パワーライス 

64

 120g 

 2年 

 120gあたり 
 エネルギー(kcal)  134 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  5.5 

 炭水化物(g)  19.1 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

お
か
ず

主
食
（
米
以
外
）

主
食
（
米
以
外
）

主
食
（
米
）
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 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
塩分控えめな鮭粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 鮭粥 

97

 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  101 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  18.1 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
まろやかな味噌が特長的な、さば
味噌煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：8.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 さば味噌煮 

98

 150g 

 5年7ヵ月 

 1パック150gあたり 
 エネルギー(kcal)  325 
 たんぱく質(g)  24.5 
 脂質(g)  20.9 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。いわし本来の風味がきている
美味しい煮付です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：8.6kg　
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 いわしの煮付 

99

 150g 

 5年7ヵ月 

 1パック150gあたり 
 エネルギー(kcal)  302 
 たんぱく質(g)  24.6 
 脂質(g)  16.7 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
デミグラスソースで煮込んだハン
バーグです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ハンバーグ煮込み 

100

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  128 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  11.1 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
トマトソースのハンバーグ煮込み
です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ハンバーグ煮込みトマトソース 

101

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  164 
 たんぱく質(g)  11.3 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
素材のうまみがいきた、きんぴら
ごぼうです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：4.8kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 きんぴらごぼう 

102

 75g 

 5年7ヵ月 

 1パック75gあたり 
 エネルギー(kcal)  107 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  16.6 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
家庭の味わいの肉じゃがです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 肉じゃが 

103

 130g 

 5年7ヵ月 

 1パック130gあたり 
 エネルギー(kcal)  166 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  6.7 

 炭水化物(g)  22.1 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
うまみが染み込んだ筑前煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 筑前煮 

104

 90g 

 5年7ヵ月 

 1パック90gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  3.3 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  17.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
とろっとした玉ねぎが印象的な牛
丼の具です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 牛丼の具 

105

 120g 

 5年7ヵ月 

 1パック120gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  14.9 

 炭水化物(g)  13.1 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。開封してそのまま
お召し上がり頂ける、甘さ控えめ
のさつま芋のレモン煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 さつま芋のレモン煮 

106

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  197 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  48.7 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。開封してそのまま
お召し上がり頂ける、ふっくら炊
き上げた金時豆です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ソフト金時豆 

107

 80g 

 5年7ヵ月 

 1パック80gあたり 
 エネルギー(kcal)  184 
 たんぱく質(g)  8.1 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  35.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
具だくさんの豚汁です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：10.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 豚汁 

108

 180g 

 5年7ヵ月 

 1パック180gあたり 
 エネルギー(kcal)  106 
 たんぱく質(g)  5.9 
 脂質(g)  5.7 

 炭水化物(g)  8.2 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
大きめの具材が入ったコク深いシ
チューです。
■ケースサイズ：縦430×横330
×高さ180mm
■ケース重量：10.1kg
■入り数：36袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 アレルゲン27品目不使用 ホワイトシチュー 

109

 250g 

 5年7ヵ月 

 1パック250gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  6.0 

 炭水化物(g)  29.0 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。生姜の風味が効いた煮付です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 アレルゲン27品目不使用 赤魚の煮付 

110

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  105 
 たんぱく質(g)  12.4 
 脂質(g)  2.4 

 炭水化物(g)  7.0 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
中華風の甘いあんをかけたミート
ボールです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 120kcal 中華風ミートボール 

111

 100g 

 5年7ヵ月 

 １パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.9 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  6.8 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
素材の味が活きた、かぼちゃ煮で
す。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal かぼちゃ煮 

112

 90g 

 5年7ヵ月 

 １パック90gあたり 
 エネルギー(kcal)  73.6 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  18.7 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けるお
でんです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：10.5kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal おでん 

113

 185g 

 5年7ヵ月 

 １パック185gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  9.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。鶏肉の旨みとトマトの酸味が
調和した煮物です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.6kg　
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal 鶏と野菜のトマト煮 

114

 130g 

 5年7ヵ月 

 １パック130gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  5.1 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  9.0 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 自慢のたれ味、素材のうまさ。ビー
ルのおともに。
■ケースサイズ：縦240×横310
×高さ130mm
■ケース重量：4.8kg
■入り数：48 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 とりたれ味 

115

 65g 

 3年 

 65gあたり 
 エネルギー(kcal)  106 
 たんぱく質(g)  9.2 
 脂質(g)  4.9 

 炭水化物(g)  6.2 
 食塩相当量(g)   1.1  
 ナトリウム(mg)  433 

内容量

保存期間

 化学調味料無添加のツナ油漬け。
■ケースサイズ：縦265×横345
×高さ90mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：２４ 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 ライトツナフレーク化学調味料無添加 

116

 165g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  291 
 たんぱく質(g)  16 
 脂質(g)  25.1 

 炭水化物(g)  0.3 
 食塩相当量(g)  0.7 
 ナトリウム(mg)  270 

内容量

保存期間

 農場から収穫当日にそのままパッ
クしました。
■ケースサイズ：縦345×横265
×高さ175mm
■ケース重量：11.2kg
■入り数：２４ 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 もぎたてコーン 

117

 340g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  59 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  10.4 
 食塩相当量(g)  0.4 
 ナトリウム(mg)  144 

内容量

保存期間

 エム・シーシー食品㈱ 
 ビーフカレー 赤 

118

 840g 

 3年 

内容量

保存期間

 100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  130 
 たんぱく質(g)  2.6 
 脂質(g)  9.2 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  1.2 
 ナトリウム(mg)  467 

 スパイス､粘調度等を考慮したマ
イルドなカレーです｡
■ケースサイズ：縦310×横415
×高さ125mm
■ケース重量：11.8kg
■入り数：12缶 

 エム・シーシー食品㈱ 
 ごろっと野菜のビーフカレー 

119

 200g 

 2年 

内容量

保存期間

 1袋200gあたり 
 エネルギー(kcal)  146 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  5 

 炭水化物(g)  21.4 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  1204 

 食べやすく､くせのないカレー
ソースに野菜をごろっと入れたシ
ンプルなカレー
■ケースサイズ：縦300×横570
×高さ85.2mm
■ケース重量：13.4kg
■入り数：60袋 

 辛さをおさえて風味を損わない食
べやすいカレー。
■ケースサイズ：縦300×横570
×高さ85.2mm
■ケース重量：13.4kg
■入り数：60袋 

 エム・シーシー食品㈱ 
 マイルドビーフカレー 

120

 200g 

 2年 

内容量

保存期間

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  214 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  12.8 

 炭水化物(g)  19.4 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  816 

 厚切り牛肉･豊富な野菜(人参･
じゃがいも)をデミグラスソース
でじっくり煮込みライトな味。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ85mm
■ケース重量：8.3kg
■入り数：24缶 

 エム・シーシー食品㈱ 
 ビーフシチュー フランス風 

121

 280g 

 3年 

内容量

保存期間

 1缶(280g)あたり 
 エネルギー(kcal)  481 
 たんぱく質(g)  16.9 
 脂質(g)  32.8 

 炭水化物(g)  24.6 
 食塩相当量(g)  0.9 
 ナトリウム(mg)  991 

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 野菜スープ 

122

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  37 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  4.5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 トマトスープ 

123

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  7.6 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 クリームスープ 

124

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  108 
 たんぱく質(g)  1.1 
 脂質(g)  5.1 

 炭水化物(g)  14.7 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 和風だしのスープにふんわり卵が
浮かぶやさしいスープです。お湯
でも水でもすぐＯＫ。
■ケースサイズ：縦330×横300
×高さ150mm
■ケース重量：1.1kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 たまごスープ 

93  

 7g 

 5年 

 1食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  27 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 とろっとした卵、和風だしと鶏肉
の旨みがしっかりきいた親子丼で
す。お湯でも水でもＯＫ。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：2.1kg
■入り数：50個
■注水量：100ml 

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 親子丼の素 

94

 22g 

 5年 

 1食22gあたり 
 エネルギー(kcal)  92 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  2.5 

 炭水化物(g)  9.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 色鮮やかなほうれん草と風味豊か
なかつおだしのおみそ汁です。お
湯でも水でもすぐＯＫ。安心の容
器付きです。
■ケースサイズ：縦350×横230
×高さ180mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 容器付き 非常用保存食 ほうれん草のおみそ汁 

95

 7g 

 5年 

内容量

保存期間

 １食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  24 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  0.4～0.8 

 炭水化物(g)  2.9 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

 和風だしのスープにふんわり卵が
浮かぶやさしい味わいのたまご
スープです。お湯でも水でもすぐ
ＯＫ。安心の容器付きです。
■ケースサイズ：縦350×横230
×高さ180mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 容器付き 非常用保存食 たまごスープ 

96

 7g 

 5年 

 1食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  27 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

お
か
ず

お
か
ず
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 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
塩分控えめな鮭粥です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：12.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 鮭粥 

97

 230g 

 5年7ヵ月 

 1パック230gあたり 
 エネルギー(kcal)  101 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  18.1 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
まろやかな味噌が特長的な、さば
味噌煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：8.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 さば味噌煮 

98

 150g 

 5年7ヵ月 

 1パック150gあたり 
 エネルギー(kcal)  325 
 たんぱく質(g)  24.5 
 脂質(g)  20.9 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。いわし本来の風味がきている
美味しい煮付です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：8.6kg　
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 いわしの煮付 

99

 150g 

 5年7ヵ月 

 1パック150gあたり 
 エネルギー(kcal)  302 
 たんぱく質(g)  24.6 
 脂質(g)  16.7 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
デミグラスソースで煮込んだハン
バーグです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ハンバーグ煮込み 

100

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  128 
 たんぱく質(g)  6.6 
 脂質(g)  5.9 

 炭水化物(g)  11.1 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
トマトソースのハンバーグ煮込み
です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ハンバーグ煮込みトマトソース 

101

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  164 
 たんぱく質(g)  11.3 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  0.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
素材のうまみがいきた、きんぴら
ごぼうです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：4.8kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 きんぴらごぼう 

102

 75g 

 5年7ヵ月 

 1パック75gあたり 
 エネルギー(kcal)  107 
 たんぱく質(g)  1.4 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  16.6 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
家庭の味わいの肉じゃがです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 肉じゃが 

103

 130g 

 5年7ヵ月 

 1パック130gあたり 
 エネルギー(kcal)  166 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  6.7 

 炭水化物(g)  22.1 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
うまみが染み込んだ筑前煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 筑前煮 

104

 90g 

 5年7ヵ月 

 1パック90gあたり 
 エネルギー(kcal)  100 
 たんぱく質(g)  3.3 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  17.9 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
とろっとした玉ねぎが印象的な牛
丼の具です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 牛丼の具 

105

 120g 

 5年7ヵ月 

 1パック120gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  14.9 

 炭水化物(g)  13.1 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。開封してそのまま
お召し上がり頂ける、甘さ控えめ
のさつま芋のレモン煮です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 さつま芋のレモン煮 

106

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  197 
 たんぱく質(g)  1.2 
 脂質(g)  0.3 

 炭水化物(g)  48.7 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。開封してそのまま
お召し上がり頂ける、ふっくら炊
き上げた金時豆です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 ソフト金時豆 

107

 80g 

 5年7ヵ月 

 1パック80gあたり 
 エネルギー(kcal)  184 
 たんぱく質(g)  8.1 
 脂質(g)  0.9 

 炭水化物(g)  35.0 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
具だくさんの豚汁です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：10.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 豚汁 

108

 180g 

 5年7ヵ月 

 1パック180gあたり 
 エネルギー(kcal)  106 
 たんぱく質(g)  5.9 
 脂質(g)  5.7 

 炭水化物(g)  8.2 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
大きめの具材が入ったコク深いシ
チューです。
■ケースサイズ：縦430×横330
×高さ180mm
■ケース重量：10.1kg
■入り数：36袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 アレルゲン27品目不使用 ホワイトシチュー 

109

 250g 

 5年7ヵ月 

 1パック250gあたり 
 エネルギー(kcal)  185 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  6.0 

 炭水化物(g)  29.0 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。生姜の風味が効いた煮付です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 アレルゲン27品目不使用 赤魚の煮付 

110

 100g 

 5年7ヵ月 

 1パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  105 
 たんぱく質(g)  12.4 
 脂質(g)  2.4 

 炭水化物(g)  7.0 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
中華風の甘いあんをかけたミート
ボールです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：6.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 120kcal 中華風ミートボール 

111

 100g 

 5年7ヵ月 

 １パック100gあたり 
 エネルギー(kcal)  118.9 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  6.8 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂ける、
素材の味が活きた、かぼちゃ煮で
す。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：5.6kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal かぼちゃ煮 

112

 90g 

 5年7ヵ月 

 １パック90gあたり 
 エネルギー(kcal)  73.6 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.2 

 炭水化物(g)  18.7 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けるお
でんです。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：10.5kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal おでん 

113

 185g 

 5年7ヵ月 

 １パック185gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  1.9 

 炭水化物(g)  9.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。加熱不要で開封し
てそのままお召し上がり頂けま
す。鶏肉の旨みとトマトの酸味が
調和した煮物です。
■ケースサイズ：縦450×横295
×高さ210mm
■ケース重量：7.6kg　
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい防災食 80kcal 鶏と野菜のトマト煮 

114

 130g 

 5年7ヵ月 

 １パック130gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  5.1 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  9.0 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

内容量

保存期間

 自慢のたれ味、素材のうまさ。ビー
ルのおともに。
■ケースサイズ：縦240×横310
×高さ130mm
■ケース重量：4.8kg
■入り数：48 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 とりたれ味 

115

 65g 

 3年 

 65gあたり 
 エネルギー(kcal)  106 
 たんぱく質(g)  9.2 
 脂質(g)  4.9 

 炭水化物(g)  6.2 
 食塩相当量(g)   1.1  
 ナトリウム(mg)  433 

内容量

保存期間

 化学調味料無添加のツナ油漬け。
■ケースサイズ：縦265×横345
×高さ90mm
■ケース重量：5.8kg
■入り数：２４ 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 ライトツナフレーク化学調味料無添加 

116

 165g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  291 
 たんぱく質(g)  16 
 脂質(g)  25.1 

 炭水化物(g)  0.3 
 食塩相当量(g)  0.7 
 ナトリウム(mg)  270 

内容量

保存期間

 農場から収穫当日にそのままパッ
クしました。
■ケースサイズ：縦345×横265
×高さ175mm
■ケース重量：11.2kg
■入り数：２４ 

 いなばデリカフーズ㈱ 
 もぎたてコーン 

117

 340g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  59 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  10.4 
 食塩相当量(g)  0.4 
 ナトリウム(mg)  144 

内容量

保存期間

 エム・シーシー食品㈱ 
 ビーフカレー 赤 

118

 840g 

 3年 

内容量

保存期間

 100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  130 
 たんぱく質(g)  2.6 
 脂質(g)  9.2 

 炭水化物(g)  9.3 
 食塩相当量(g)  1.2 
 ナトリウム(mg)  467 

 スパイス､粘調度等を考慮したマ
イルドなカレーです｡
■ケースサイズ：縦310×横415
×高さ125mm
■ケース重量：11.8kg
■入り数：12缶 

 エム・シーシー食品㈱ 
 ごろっと野菜のビーフカレー 

119

 200g 

 2年 

内容量

保存期間

 1袋200gあたり 
 エネルギー(kcal)  146 
 たんぱく質(g)  3.6 
 脂質(g)  5 

 炭水化物(g)  21.4 
 食塩相当量(g)  1.5 
 ナトリウム(mg)  1204 

 食べやすく､くせのないカレー
ソースに野菜をごろっと入れたシ
ンプルなカレー
■ケースサイズ：縦300×横570
×高さ85.2mm
■ケース重量：13.4kg
■入り数：60袋 

 辛さをおさえて風味を損わない食
べやすいカレー。
■ケースサイズ：縦300×横570
×高さ85.2mm
■ケース重量：13.4kg
■入り数：60袋 

 エム・シーシー食品㈱ 
 マイルドビーフカレー 

120

 200g 

 2年 

内容量

保存期間

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  214 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  12.8 

 炭水化物(g)  19.4 
 食塩相当量(g)  1.0 
 ナトリウム(mg)  816 

 厚切り牛肉･豊富な野菜(人参･
じゃがいも)をデミグラスソース
でじっくり煮込みライトな味。
■ケースサイズ：縦315×横465
×高さ85mm
■ケース重量：8.3kg
■入り数：24缶 

 エム・シーシー食品㈱ 
 ビーフシチュー フランス風 

121

 280g 

 3年 

内容量

保存期間

 1缶(280g)あたり 
 エネルギー(kcal)  481 
 たんぱく質(g)  16.9 
 脂質(g)  32.8 

 炭水化物(g)  24.6 
 食塩相当量(g)  0.9 
 ナトリウム(mg)  991 

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 野菜スープ 

122

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  37 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  4.5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 トマトスープ 

123

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  0.8 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  7.6 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 食物アレルギー特定原材料等27
品目と貝類を使用せずにつくりま
した。
■ケースサイズ：縦418×横270
×高さ220mm
■ケース重量：約11.3kg
■入り数：48袋 

 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 
 クリームスープ 

124

 200g 

 5年 

 1食200gあたり 
 エネルギー(kcal)  108 
 たんぱく質(g)  1.1 
 脂質(g)  5.1 

 炭水化物(g)  14.7 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 和風だしのスープにふんわり卵が
浮かぶやさしいスープです。お湯
でも水でもすぐＯＫ。
■ケースサイズ：縦330×横300
×高さ150mm
■ケース重量：1.1kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 たまごスープ 

93  

 7g 

 5年 

 1食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  27 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 とろっとした卵、和風だしと鶏肉
の旨みがしっかりきいた親子丼で
す。お湯でも水でもＯＫ。
■ケースサイズ：縦420×横300
×高さ200mm
■ケース重量：2.1kg
■入り数：50個
■注水量：100ml 

 アサヒグループ食品㈱ 
 非常用保存食 親子丼の素 
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 22g 

 5年 

 1食22gあたり 
 エネルギー(kcal)  92 
 たんぱく質(g)  7.7 
 脂質(g)  2.5 

 炭水化物(g)  9.6 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容量

保存期間

 色鮮やかなほうれん草と風味豊か
なかつおだしのおみそ汁です。お
湯でも水でもすぐＯＫ。安心の容
器付きです。
■ケースサイズ：縦350×横230
×高さ180mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 容器付き 非常用保存食 ほうれん草のおみそ汁 

95

 7g 

 5年 

内容量

保存期間

 １食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  24 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  0.4～0.8 

 炭水化物(g)  2.9 
 食塩相当量(g)  1.6 
    

 和風だしのスープにふんわり卵が
浮かぶやさしい味わいのたまご
スープです。お湯でも水でもすぐ
ＯＫ。安心の容器付きです。
■ケースサイズ：縦350×横230
×高さ180mm
■ケース重量：1.8kg
■入り数：50個 
■注水量：160ml

 アサヒグループ食品㈱ 
 容器付き 非常用保存食 たまごスープ 

96

 7g 

 5年 

 1食7gあたり 
 エネルギー(kcal)  27 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

お
か
ず

お
か
ず
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 牛肉とたけのこ、糸こんにゃくを
加え、すき焼き風に味付けした一
品です。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかず牛すき焼き風70g 

129

 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  88 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  4.8 

 炭水化物(g)  7.3 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  422 

 ひじきと相性の良い大豆と油揚げ
をあわせ、ふっくらと炊き上げま
した。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずひじきふっくら煮70g 
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 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  84 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  2.9 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  1.3 
 ナトリウム(mg)  526 

 たけのこをかつお節の出汁でじっ
くり煮込んだ風味の良い一品で
す。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずたけのこやわらか煮70g 

131

 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  43 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  8.9 
 食塩相当量(g)  1.2 
 ナトリウム(mg)  477 

 色々な具材を風味豊かにしっとり
とした口当たりに仕上げました。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずたっぷり五目野菜豆70g 

132

 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  0.7 
 ナトリウム(mg)  294 

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末おみそ汁で
す。備蓄時にはかさばらない点も
魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：1.98kg
■入り数：60袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン おみそ汁 
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 1食(9.5g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  32 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  3.3 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末コーンスープ
です。備蓄時にはかさばらない点
も魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：2.04kg　
■入り数：60袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン コーンスープ 
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 1食(9.8g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.8gあたり 
 エネルギー(kcal)  32 
 たんぱく質(g)  0.3 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  7.4 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末わかめスープ
です。備蓄時にはかさばらない点
も魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：1.98kg　
■入り数：６０袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン わかめスープ 

135

 1食(9.5g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  28 
 たんぱく質(g)  0.6 
 脂質(g)  0.0 

 炭水化物(g)  6.5 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

 フリーズドライの野菜とわかめを
セットした防災食です。非常時に
不足しがちな野菜の摂取に活躍し
ます！
■ケースサイズ：縦515×横260
×高さ260mm
■ケース重量：2.26kg
■入り数：３０袋／ケース 
■注水量：400ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 野菜ミックス 
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 50g 

 5年 

内容量

保存期間

 1パック50gあたり 
 エネルギー(kcal)  167 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  33.2 
 食塩相当量(g)  4.5 
    

 6種類の具材をたっぷり詰め込ん
だおでん缶詰です。
こんにゃくに串が刺さっているの
で、お箸も要りません。
■ケースサイズ：縦270×横207
×高さ110mm（単箱）
■ケース重量：4.2kg（単箱）
■入り数：12×2
 

 天狗缶詰㈱ 
 おでん缶 牛すじ大根入り 長期保存 
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 280g  

 5年6ヵ月 

 1缶：内容量２８０ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  111 
 たんぱく質(g)  11 
 脂質(g)  3.7 

 炭水化物(g)  8.3 
 食塩相当量(g)  2.9 
    

内容量

保存期間

 温めなくても滑らかな口当たりで
しっかりとした旨みが味わえる、
長期保管可能な備蓄用カレーで
す。
■ケースサイズ：縦277×横507
×高さ80mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：10×3（30入り） 

 ハウス食品㈱ 
 LLヒートレスカレー＜温めずにおいしい野菜カレー＞ 
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 200g 

 5年6か月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  173 
たんぱく質(g) 3.1
脂質(g) 8.6

炭水化物(g) 20.6
食塩相当量(g) 3.0

内容量

保存期間

 温めなくても滑らかな口当たりで
しっかりとした旨みが味わえる、
長期保管可能な備蓄食用シチュー
■ケースサイズ：縦277×横507
×高さ80mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：10×3（30入り） 

 ハウス食品㈱ 
 LLヒートレスシチュー＜温めずにおいしい野菜シチュー＞ 
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 200g 

 5年6か月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
たんぱく質(g) 2.4
脂質(g) 8.5

炭水化物(g) 23.0
食塩相当量(g) 2.3

内容量

保存期間

 牛肉と野菜の旨味が溶け込んだカ
レーです。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ビーフカレー 
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 180g 

 5年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  168 
 たんぱく質(g)  6.8 
 脂質(g)  7.6 

 炭水化物(g)  18.2 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 食べごたえのある牛肉、じゃがい
も、にんじんをデミグラスソース
で煮込んだコクのあるシチューで
す。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ140mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ビーフシチュー 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  211 
 たんぱく質(g)  11.2 
 脂質(g)  9.9 

 炭水化物(g)  19.2 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 食べやすく小さくした柔らかいハ
ンバーグと野菜を、醤油ベースの
タレで煮込んだ食べやすい一品で
す。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 和風ハンバーグ 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  162 
 たんぱく質(g)  7.9 
 脂質(g)  6.5 

 炭水化物(g)  18 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 コクのあるスープに野菜もたっぷ
りです。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ120mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 中華丼の素 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  96 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  3.2 

 炭水化物(g)  9.2 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 牛肉の濃厚な旨味が味わえる牛丼
です。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ160mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛丼の素 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  356 
 たんぱく質(g)  15.1 
 脂質(g)  24.8 

 炭水化物(g)  18.1 
 食塩相当量(g)  3 
    

内容量

保存期間

 ごま入りの甘辛く味付けしたそぼ
ろです。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ とりそぼろ 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  122 
 たんぱく質(g)  10.4 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 牛肉と野菜をしょうゆベースのた
れでじっくり煮込んだ定番のすき
やき缶詰です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛肉すきやき 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  70 
 たんぱく質(g)  4.9 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  10.2 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 お口の中で簡単にほぐせる美味し
い大和煮です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛肉大和煮 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  73 
 たんぱく質(g)  9.8 
 脂質(g)  1.3 

 炭水化物(g)  5.6 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 お口の中で簡単にほぐせる美味し
い鶏肉のうま煮です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 鶏肉うま煮 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  8.2 
 脂質(g)  2.7 

 炭水化物(g)  5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 贅沢にぶりと大根を、しょうゆ味
で煮付けした懐かしくほっとする
一品です。
■ケースサイズ：縦310×横240
×高さ75mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ぶり大根 
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 90g 

 3年6ヵ月 

 一缶90gあたり 
 エネルギー(kcal)  111 
 たんぱく質(g)  12.7 
 脂質(g)  3.3 

 炭水化物(g)  7.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 旨味がしみ込んだ大根と豚肉を、
醤油ベースのタレで軟らかく煮込
んだとん角大根です。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ とん角大根 
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 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  124 
 たんぱく質(g)  6.4 
 脂質(g)  8.7 

 炭水化物(g)  2.8～6.9 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。ごはん
やおかゆにぴったりな麩や大根が
入ったみそ汁です。
■ケースサイズ：縦345×横230
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ みそ汁 
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 160g 

 3年6ヵ月 

 1缶160gあたり 
 エネルギー(kcal)  42 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0.5 

 炭水化物(g)  7.8 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 新鮮な野菜をふんだんに使った昔
ながらのけんちん汁は、身も心も
ほっとさせてくれます。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ けんちん汁 

152

 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  39 
 たんぱく質(g)  1.2～2.5 
 脂質(g)  1.8 

 炭水化物(g)  3.9 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 具沢山の豚汁は栄養バランスがよ
く、汁物とおかずの両方を兼ねる
便利な一品です。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 豚汁 
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 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  41 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  0.5～2.6 

 炭水化物(g)  4.6 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。筍・人
参・椎茸・玉葱が沢山入ったうす味
のスープです。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ つくねと野菜のスープ 
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 175g 

 3年6ヵ月 

 1缶175gあたり 
 エネルギー(kcal)  63 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  4.4 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。Mixベ
ジタブルが沢山入ったうす味の
スープです。
■ケースサイズ：縦345×横230
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ウインナーと野菜のスープ煮 
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 160g 

 3年6ヵ月 

 1缶160gあたり 
 エネルギー(kcal)  137 
 たんぱく質(g)  7.8 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  8.8 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 野菜の入ったポテトサラダをベー
スにツナフレークを加えたサラダ
缶詰です。
■ケースサイズ：縦315×横235
×高さ70mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ポテトツナサラダ 
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 100g 

 3年6ヵ月 

 1缶100gあたり 
 エネルギー(kcal)  205 
 たんぱく質(g)  2.7 
 脂質(g)  15.8 

 炭水化物(g)  13 
 食塩相当量(g)  1 
    

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりトマトのスープ 
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 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  67 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  12.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  330 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 
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 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  81 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  15.8 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  310 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜と豆が摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷり豆のスープ 

127

 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  86 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  16.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  270 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりきのこのスープ 
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 160g 

 ５年６ヵ月 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  0.2～2.0 

 炭水化物(g)  9.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
 カリウム(mg)  99 

内容量

保存期間

お
か
ず

お
か
ず
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 牛肉とたけのこ、糸こんにゃくを
加え、すき焼き風に味付けした一
品です。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかず牛すき焼き風70g 

129

 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  88 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  4.8 

 炭水化物(g)  7.3 
 食塩相当量(g)  1.1 
 ナトリウム(mg)  422 

 ひじきと相性の良い大豆と油揚げ
をあわせ、ふっくらと炊き上げま
した。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずひじきふっくら煮70g 
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 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  84 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  2.9 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  1.3 
 ナトリウム(mg)  526 

 たけのこをかつお節の出汁でじっ
くり煮込んだ風味の良い一品で
す。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずたけのこやわらか煮70g 
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 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  43 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  8.9 
 食塩相当量(g)  1.2 
 ナトリウム(mg)  477 

 色々な具材を風味豊かにしっとり
とした口当たりに仕上げました。
■ケースサイズ：縦242×横318
×高さ71mm
■ケース重量：2.7kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー 今夜のおかずたっぷり五目野菜豆70g 
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 70g 

 3年6ヶ月 

内容量

保存期間

 1缶(70g)あたり 
 エネルギー(kcal)  80 
 たんぱく質(g)  5.4 
 脂質(g)  2.0 

 炭水化物(g)  9.9 
 食塩相当量(g)  0.7 
 ナトリウム(mg)  294 

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末おみそ汁で
す。備蓄時にはかさばらない点も
魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：1.98kg
■入り数：60袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン おみそ汁 
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 1食(9.5g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  32 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  3.3 
 食塩相当量(g)  1.8 
    

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末コーンスープ
です。備蓄時にはかさばらない点
も魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：2.04kg　
■入り数：60袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン コーンスープ 
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 1食(9.8g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.8gあたり 
 エネルギー(kcal)  32 
 たんぱく質(g)  0.3 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  7.4 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

 パッケージを押し広げるとそれが
容器になる即席粉末わかめスープ
です。備蓄時にはかさばらない点
も魅力の一つです。
■ケースサイズ：縦395×横225
×高さ190mm
■ケース重量：1.98kg　
■入り数：６０袋／ケース 
■注水量：150ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 ポケットワン わかめスープ 
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 1食(9.5g) 

 5年 

内容量

保存期間

 1食9.5gあたり 
 エネルギー(kcal)  28 
 たんぱく質(g)  0.6 
 脂質(g)  0.0 

 炭水化物(g)  6.5 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

 フリーズドライの野菜とわかめを
セットした防災食です。非常時に
不足しがちな野菜の摂取に活躍し
ます！
■ケースサイズ：縦515×横260
×高さ260mm
■ケース重量：2.26kg
■入り数：３０袋／ケース 
■注水量：400ml

 神州一味噌㈱ 
 5年保存防災食 野菜ミックス 
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 50g 

 5年 

内容量

保存期間

 1パック50gあたり 
 エネルギー(kcal)  167 
 たんぱく質(g)  6.3 
 脂質(g)  1.0 

 炭水化物(g)  33.2 
 食塩相当量(g)  4.5 
    

 6種類の具材をたっぷり詰め込ん
だおでん缶詰です。
こんにゃくに串が刺さっているの
で、お箸も要りません。
■ケースサイズ：縦270×横207
×高さ110mm（単箱）
■ケース重量：4.2kg（単箱）
■入り数：12×2
 

 天狗缶詰㈱ 
 おでん缶 牛すじ大根入り 長期保存 
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 280g  

 5年6ヵ月 

 1缶：内容量２８０ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  111 
 たんぱく質(g)  11 
 脂質(g)  3.7 

 炭水化物(g)  8.3 
 食塩相当量(g)  2.9 
    

内容量

保存期間

 温めなくても滑らかな口当たりで
しっかりとした旨みが味わえる、
長期保管可能な備蓄用カレーで
す。
■ケースサイズ：縦277×横507
×高さ80mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：10×3（30入り） 

 ハウス食品㈱ 
 LLヒートレスカレー＜温めずにおいしい野菜カレー＞ 

138

 200g 

 5年6か月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  173 
たんぱく質(g) 3.1
脂質(g) 8.6

炭水化物(g) 20.6
食塩相当量(g) 3.0

内容量

保存期間

 温めなくても滑らかな口当たりで
しっかりとした旨みが味わえる、
長期保管可能な備蓄食用シチュー
■ケースサイズ：縦277×横507
×高さ80mm
■ケース重量：6.9kg
■入り数：10×3（30入り） 

 ハウス食品㈱ 
 LLヒートレスシチュー＜温めずにおいしい野菜シチュー＞ 
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 200g 

 5年6か月 

 1パック200gあたり 
 エネルギー(kcal)  178 
たんぱく質(g) 2.4
脂質(g) 8.5

炭水化物(g) 23.0
食塩相当量(g) 2.3

内容量

保存期間

 牛肉と野菜の旨味が溶け込んだカ
レーです。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ビーフカレー 
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 180g 

 5年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  168 
 たんぱく質(g)  6.8 
 脂質(g)  7.6 

 炭水化物(g)  18.2 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 食べごたえのある牛肉、じゃがい
も、にんじんをデミグラスソース
で煮込んだコクのあるシチューで
す。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ140mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ビーフシチュー 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  211 
 たんぱく質(g)  11.2 
 脂質(g)  9.9 

 炭水化物(g)  19.2 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 食べやすく小さくした柔らかいハ
ンバーグと野菜を、醤油ベースの
タレで煮込んだ食べやすい一品で
す。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 和風ハンバーグ 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  162 
 たんぱく質(g)  7.9 
 脂質(g)  6.5 

 炭水化物(g)  18 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 コクのあるスープに野菜もたっぷ
りです。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ120mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 中華丼の素 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  96 
 たんぱく質(g)  7.6 
 脂質(g)  3.2 

 炭水化物(g)  9.2 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 牛肉の濃厚な旨味が味わえる牛丼
です。
■ケースサイズ：縦360×横270
×高さ160mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24袋 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛丼の素 
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 180g 

 3年6ヵ月 

 1袋180gあたり 
 エネルギー(kcal)  356 
 たんぱく質(g)  15.1 
 脂質(g)  24.8 

 炭水化物(g)  18.1 
 食塩相当量(g)  3 
    

内容量

保存期間

 ごま入りの甘辛く味付けしたそぼ
ろです。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ とりそぼろ 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  122 
 たんぱく質(g)  10.4 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  11.3 
 食塩相当量(g)  1.9 
    

内容量

保存期間

 牛肉と野菜をしょうゆベースのた
れでじっくり煮込んだ定番のすき
やき缶詰です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛肉すきやき 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  70 
 たんぱく質(g)  4.9 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  10.2 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 お口の中で簡単にほぐせる美味し
い大和煮です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 牛肉大和煮 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  73 
 たんぱく質(g)  9.8 
 脂質(g)  1.3 

 炭水化物(g)  5.6 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 お口の中で簡単にほぐせる美味し
い鶏肉のうま煮です。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ90mm
■ケース重量：2.3kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 鶏肉うま煮 
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 70g 

 3年6ヵ月 

 1缶70gあたり 
 エネルギー(kcal)  77 
 たんぱく質(g)  8.2 
 脂質(g)  2.7 

 炭水化物(g)  5 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 贅沢にぶりと大根を、しょうゆ味
で煮付けした懐かしくほっとする
一品です。
■ケースサイズ：縦310×横240
×高さ75mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ぶり大根 
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 90g 

 3年6ヵ月 

 一缶90gあたり 
 エネルギー(kcal)  111 
 たんぱく質(g)  12.7 
 脂質(g)  3.3 

 炭水化物(g)  7.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
    

内容量

保存期間

 旨味がしみ込んだ大根と豚肉を、
醤油ベースのタレで軟らかく煮込
んだとん角大根です。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ とん角大根 
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 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  124 
 たんぱく質(g)  6.4 
 脂質(g)  8.7 

 炭水化物(g)  2.8～6.9 
 食塩相当量(g)  1.0 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。ごはん
やおかゆにぴったりな麩や大根が
入ったみそ汁です。
■ケースサイズ：縦345×横230
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ みそ汁 
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 160g 

 3年6ヵ月 

 1缶160gあたり 
 エネルギー(kcal)  42 
 たんぱく質(g)  1.6 
 脂質(g)  0.5 

 炭水化物(g)  7.8 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 新鮮な野菜をふんだんに使った昔
ながらのけんちん汁は、身も心も
ほっとさせてくれます。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ けんちん汁 
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 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  39 
 たんぱく質(g)  1.2～2.5 
 脂質(g)  1.8 

 炭水化物(g)  3.9 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 具沢山の豚汁は栄養バランスがよ
く、汁物とおかずの両方を兼ねる
便利な一品です。
■ケースサイズ：縦480×横320
×高さ185mm
■ケース重量：21.0kg
■入り数：6缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 豚汁 
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 3000g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  41 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  0.5～2.6 

 炭水化物(g)  4.6 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。筍・人
参・椎茸・玉葱が沢山入ったうす味
のスープです。
■ケースサイズ：縦380×横220
×高さ110mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ つくねと野菜のスープ 
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 175g 

 3年6ヵ月 

 1缶175gあたり 
 エネルギー(kcal)  63 
 たんぱく質(g)  5.6 
 脂質(g)  2.6 

 炭水化物(g)  4.4 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 災害時の野菜不足に配慮。Mixベ
ジタブルが沢山入ったうす味の
スープです。
■ケースサイズ：縦345×横230
×高さ100mm
■ケース重量：5.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ウインナーと野菜のスープ煮 
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 160g 

 3年6ヵ月 

 1缶160gあたり 
 エネルギー(kcal)  137 
 たんぱく質(g)  7.8 
 脂質(g)  7.8 

 炭水化物(g)  8.8 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間

 野菜の入ったポテトサラダをベー
スにツナフレークを加えたサラダ
缶詰です。
■ケースサイズ：縦315×横235
×高さ70mm
■ケース重量：3.2kg
■入り数：24缶 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ ポテトツナサラダ 
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 100g 

 3年6ヵ月 

 1缶100gあたり 
 エネルギー(kcal)  205 
 たんぱく質(g)  2.7 
 脂質(g)  15.8 

 炭水化物(g)  13 
 食塩相当量(g)  1 
    

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりトマトのスープ 
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 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  67 
 たんぱく質(g)  2.3 
 脂質(g)  1.4 

 炭水化物(g)  12.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  330 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりかぼちゃのスープ 
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 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  81 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  15.8 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  310 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜と豆が摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷり豆のスープ 
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 160g 

 ４年 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  86 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  1.1 

 炭水化物(g)  16.3 
 食塩相当量(g)  0.9 
 カリウム(mg)  270 

内容量

保存期間

 常温でもそのまま食べられ、手軽
に野菜摂取できます。
■ケースサイズ：縦400×横217
×高さ178mm
■ケース重量：5.3kg
■入り数：30
 

 カゴメ㈱ 
 野菜たっぷりきのこのスープ 

128

 160g 

 ５年６ヵ月 

 1袋160gあたり 
 エネルギー(kcal)  51 
 たんぱく質(g)  1.8 
 脂質(g)  0.2～2.0 

 炭水化物(g)  9.5 
 食塩相当量(g)  0.8 
 カリウム(mg)  99 

内容量

保存期間

お
か
ず

お
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ず
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 中鎖脂肪酸油を配合した、少量で
も高エネルギーが摂取できる中華
味の五目あんかけです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：6kg
■入り数：50入 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー中華五目あんかけ 

161  

 100g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  138 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  11.3 

 炭水化物(g)  6.6 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく 大根と昆布の煮物 

162  

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  31 
 たんぱく質(g)  0.7 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  7.8 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく 切干大根の煮物 

163

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  30 
 たんぱく質(g)  0.9 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  6.5 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく きんぴらごぼう 

164

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  58 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  10.2 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 UDF区分「歯ぐきでつぶせる」や
わらかさの、きんぴらごぼうです。
■ケースサイズ：縦330×横250
×高さ209mm
■ケース重量：約10.7kg
■入り数：20袋 

 三島食品㈱ 
 やわらか　きんぴらごぼう 

165

 500g 

 2年6ヵ月 

 1食50gあたり 
 エネルギー(kcal)  24 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 UDF区分「歯ぐきでつぶせる」や
わらかさの、昆布の煮物です。
■ケースサイズ：縦330×横250
×高さ209mm
■ケース重量：約10.7kg
■入り数：20袋 

 三島食品㈱ 
 やわらか　昆布の煮物 

166

 500g 

 2年6ヵ月 

 1食50gあたり 
 エネルギー(kcal)  20 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  3.8 
 食塩相当量(g)  0.3 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。しっとり口どけの
良いスティックタイプのバウム
クーヘンです。
■ケースサイズ：縦485×横360
×高さ230mm
■ケース重量：5.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 

167

 80g 

 5年7ヵ月 

 1パック80g入りあたり 
 エネルギー(kcal)  316 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  17.6 

 炭水化物(g)  35 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 手軽にカロリー補給可能な長期保
存型食べきりサイズのミニようか
ん。
■ケースサイズ：縦200×横365
×高さ103ｍｍ
■ケース重量：6.7kg
■入り数：100本 

 井村屋㈱ 
 えいようかん 

168

 60g×5本 

 5年6ヵ月 

 １食60gあたり 
 エネルギー(kcal)  171 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  40.7 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 羊羹にカカオマスとココアバター
をふんだんに使用し、チョコレー
トの風味を楽しめます。
■ケースサイズ：縦200×横365
×高さ103ｍｍ
■ケース重量：6.2kg
■入り数：100本 

 井村屋㈱ 
 チョコえいようかん 

169

 55g×5本 

 3年3ヵ月 

 １食55gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  7.5 

 炭水化物(g)  30.9 
 食塩相当量(g)  0 
 ぶどう糖（g）  15.8 

内容量

保存期間

 還元麦芽糖水飴のみ使用したくせ
のない甘味料。砂糖に置き換えて
ご利用下さい。
■ケースサイズ：縦210×横233
×高さ244mm
■ケース重量：6.2kg
■入り数：6本 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 マービー液状950 

170

 950g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  165 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  75 
 食塩相当量(g)  0 
 カリウム(mg)  0 

内容量

保存期間

 還元麦芽糖のみ使用したくせのな
い甘味料。砂糖に置き換えてご利
用下さい。
■ケースサイズ：縦216×横320
×高さ138mm
■ケース重量：6.0kg
■入り数：6袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 マービー粉末950 

171

 950g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  100 
 食塩相当量(g)  0 
 カリウム(mg)  0 

内容量

保存期間

 高カロリー・無タンパク・低リン・
低カリウム・低甘味。エネルギー補
給が必要な方に。
■ケースサイズ：縦289×横368
×高さ261mm
■ケース重量：10.7kg
■入り数：10袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 粉飴顆粒 1kg 

172

 1kg 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  384 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  96 
 食塩相当量(g) 0.01
 カリウム(mg)  0～5 

内容量

保存期間

 高カロリー・無タンパク・低リン・
低カリウム・低甘味。エネルギー補
給が必要な方に。
■ケースサイズ：縦285×横370
×高さ267mm
■ケース重量：6.2kg
■入り数：10袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 粉飴顆粒 分包 

173

 13g×40包 

 3年 

 1包13gあたり 
 エネルギー(kcal)  50 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  12.5 
 食塩相当量(g) 0.001
 カリウム(mg)  0～0.7 

内容量

保存期間

 おいしさはそのままに、賞味期間
5年6ヵ月のビスコ。防災備蓄品に
最適です。
■ケースサイズ：縦521×横438
×高さ274mm
■ケース重量：11.5kg
■入り数：40個（10個×4B） 

 江崎グリコ㈱ 
 ビスコ保存缶 

174

 30枚(5枚×6
パック) 

 5年6ヵ月 

 1パック(標準20.6g)あたり 
 エネルギー(kcal)  98 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  3.7 

 炭水化物(g)  14.9 
 食塩相当量(g)  0.1 
    

内容量

保存期間

 1箱48.5gと軽量かつコンパクト。
さらに省スペースで効率のよい備
蓄が可能です。
■ケースサイズ：縦230×横325
×高さ115mm
■ケース重量：3kg
■入り数：60個 

 大塚製薬㈱ 
 カロリーメイト・ロングライフ(チョコレート味) 

175

 1箱(2本入
り)40g 

 3年4ヵ月 

 1箱(2本入り)40gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  11.2 

 炭水化物(g)  20 
 食塩相当量(g)  0.41 
 ビタミンＣ(mg)  25 

内容量

保存期間

 1缶で3種類のフルーツが楽しめ
る優れもの。バラエティとんだ風
味、食感をお楽しみ下さい。
■ケースサイズ：縦280×横210
×高さ118mm
■ケース重量：4.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー デザート＆サラダフルーツミックス130g 

176

 130g 

 3年 

内容量

保存期間

 1缶(130g)あたり 
 エネルギー(kcal)  87.1 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  21.3 
 食塩相当量(g)  0.07 
 ナトリウム(mg)  27.3 

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。ミル
キーで上品な味わいのホワイト
チョコをコーティングしました。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(ホワイトチョコ) 

177

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  376 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  21.5 

 炭水化物(g)  40.2 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。メー
プルシュガーをコーティングした
コク深い味わいです。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(メープル) 

178

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  373 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  20.6 

 炭水化物(g)  42.5 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。メロ
ン果汁の甘酸っぱさをコーティン
グしたフルーティな味わいです。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(メロン) 

179

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  370 
 たんぱく質(g)  4.8 
 脂質(g)  20.2 

 炭水化物(g)  42.3 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 発熱剤・発熱溶液・外袋の3種セッ
ト。発熱パワーで冷えた食品を温
めます。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ105mm
■ケース重量：3.9kg
■入り数：24組
 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 発熱セット 

180

 3種 

 7年 

    
    
    

    
    
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス カレーライス 

181

 380g 

 5年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  482 
 たんぱく質(g)  9 
 脂質(g)  8.4 

 炭水化物(g)  92.8 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 牛丼 

182

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  670 
 たんぱく質(g)  17.3 
 脂質(g)  25.6 

 炭水化物(g)  92.7 
 食塩相当量(g)  3.0 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス シチュー&ライス 

183

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  525 
 たんぱく質(g)  13.4 
 脂質(g)  10.7 

 炭水化物(g)  93.8 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 中華丼 

184

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  410 
 たんぱく質(g)  9.8 
 脂質(g)  4 

 炭水化物(g)  83.8 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 和風ハンバーグライス 

185

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  476 
 たんぱく質(g)  10.1 
 脂質(g)  7.3 

 炭水化物(g)  92.6 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦440×横390
×高さ175mm
■ケース重量：6.0kg
■入り数：12パック 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食パック おかゆ＆とりそぼろ 

186  

 270g 

 3年6ヵ月 

 1セット270gあたり 
 エネルギー(kcal)  189 
 たんぱく質(g)  11.6 
 脂質(g)  4.1 

 炭水化物(g)  26.3 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。標準的なボリュー
ムのメニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：14.5kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット スタンダード 

187

 1340g 

 3年6ヵ月 

 1セット1340gあたり 
 エネルギー(kcal)  1490 
 たんぱく質(g)  49.1 
 脂質(g)  47.1 

 炭水化物(g)  217.5 
 食塩相当量(g)  10.3 
    

内容量

保存期間

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。ボリュームたっぷ
りのメニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：18.1kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット カロリーアップ 

188  

 1905g 

 3年6ヵ月 

 1セット1905gあたり 
 エネルギー(kcal)  2406 
 たんぱく質(g)  68.3 
 脂質(g)  89.9 

 炭水化物(g)  331.3 
 食塩相当量(g)  13.6 
    

内容量

保存期間

 お湯を注ぐだけで、必要な人数分
だけ作れて、簡単便利。4年間保存
可能で水でも戻ります。
■ケースサイズ：縦175×横230
×高さ130mm
■ケース重量：530g
■入り数：10食×5 
■注水量：160ml

 マルサンアイ㈱ 
 FDみそ汁50食 

 157 

 10食×5 

 4年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1食6.4gあたり 
 エネルギー(kcal)  23 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.7 

 炭水化物(g)  2.6 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

 まぐろをしょうが風味に味付け、
柔らかく仕上げました。開封して
すぐに提供できます。
■ケースサイズ：縦205×横195
×高さ280mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：10袋 

 ㈱マルハチ村松 
 朝らく 味付まぐろ しょうが風味 

158  

 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  144 
 たんぱく質(g)  13.0 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  14.2 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 まぐろをおかか風味に味付け、柔
らかく仕上げました。開封してす
ぐに提供できます。
■ケースサイズ：縦205×横195
×高さ280mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：10袋 

 ㈱マルハチ村松 
 朝らく 味付まぐろ おかか風味 

159  

 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  158 
 たんぱく質(g)  13.4 
 脂質(g)  3.4 

 炭水化物(g)  18.4 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 中鎖脂肪酸油配合の、少量で高エ
ネルギーが摂取できる豆腐と卵入
り中華風あんかけです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：6kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー豆腐と卵のあんかけ 

 160 

 100g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  114 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  8.5 

 炭水化物(g)  6.3 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間
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 中鎖脂肪酸油を配合した、少量で
も高エネルギーが摂取できる中華
味の五目あんかけです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：6kg
■入り数：50入 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー中華五目あんかけ 

161  

 100g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  138 
 たんぱく質(g)  2.4 
 脂質(g)  11.3 

 炭水化物(g)  6.6 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく 大根と昆布の煮物 

162  

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  31 
 たんぱく質(g)  0.7 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  7.8 
 食塩相当量(g)  0.9 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく 切干大根の煮物 

163

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  30 
 たんぱく質(g)  0.9 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  6.5 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 歯ぐきで潰しやすい厚さ、大きさ
に配慮し、やわらかく仕上げたお
惣菜です。
■ケースサイズ：縦387×横263
×高さ185mm
■ケース重量：約6.5kg
■入り数：15袋×4箱 

 三島食品㈱ 
 りらく きんぴらごぼう 

164

 80g 

 2年6ヵ月 

 1袋80gあたり 
 エネルギー(kcal)  58 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  10.2 
 食塩相当量(g)  1.1 
    

内容量

保存期間

 UDF区分「歯ぐきでつぶせる」や
わらかさの、きんぴらごぼうです。
■ケースサイズ：縦330×横250
×高さ209mm
■ケース重量：約10.7kg
■入り数：20袋 

 三島食品㈱ 
 やわらか　きんぴらごぼう 

165

 500g 

 2年6ヵ月 

 1食50gあたり 
 エネルギー(kcal)  24 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0.8 

 炭水化物(g)  3.7 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 UDF区分「歯ぐきでつぶせる」や
わらかさの、昆布の煮物です。
■ケースサイズ：縦330×横250
×高さ209mm
■ケース重量：約10.7kg
■入り数：20袋 

 三島食品㈱ 
 やわらか　昆布の煮物 

166

 500g 

 2年6ヵ月 

 1食50gあたり 
 エネルギー(kcal)  20 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0.4 

 炭水化物(g)  3.8 
 食塩相当量(g)  0.3 
    

内容量

保存期間

 常温保存5年。しっとり口どけの
良いスティックタイプのバウム
クーヘンです。
■ケースサイズ：縦485×横360
×高さ230mm
■ケース重量：5.1kg
■入り数：50袋 

 アルファフーズ㈱ 
 美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 

167

 80g 

 5年7ヵ月 

 1パック80g入りあたり 
 エネルギー(kcal)  316 
 たんぱく質(g)  3.9 
 脂質(g)  17.6 

 炭水化物(g)  35 
 食塩相当量(g)  0.2 
    

内容量

保存期間

 手軽にカロリー補給可能な長期保
存型食べきりサイズのミニようか
ん。
■ケースサイズ：縦200×横365
×高さ103ｍｍ
■ケース重量：6.7kg
■入り数：100本 

 井村屋㈱ 
 えいようかん 

168

 60g×5本 

 5年6ヵ月 

 １食60gあたり 
 エネルギー(kcal)  171 
 たんぱく質(g)  1.9 
 脂質(g)  0.1 

 炭水化物(g)  40.7 
 食塩相当量(g)  0 
    

内容量

保存期間

 羊羹にカカオマスとココアバター
をふんだんに使用し、チョコレー
トの風味を楽しめます。
■ケースサイズ：縦200×横365
×高さ103ｍｍ
■ケース重量：6.2kg
■入り数：100本 

 井村屋㈱ 
 チョコえいようかん 

169

 55g×5本 

 3年3ヵ月 

 １食55gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  2.2 
 脂質(g)  7.5 

 炭水化物(g)  30.9 
 食塩相当量(g)  0 
 ぶどう糖（g）  15.8 

内容量

保存期間

 還元麦芽糖水飴のみ使用したくせ
のない甘味料。砂糖に置き換えて
ご利用下さい。
■ケースサイズ：縦210×横233
×高さ244mm
■ケース重量：6.2kg
■入り数：6本 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 マービー液状950 

170

 950g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  165 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  75 
 食塩相当量(g)  0 
 カリウム(mg)  0 

内容量

保存期間

 還元麦芽糖のみ使用したくせのな
い甘味料。砂糖に置き換えてご利
用下さい。
■ケースサイズ：縦216×横320
×高さ138mm
■ケース重量：6.0kg
■入り数：6袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 マービー粉末950 

171

 950g 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  100 
 食塩相当量(g)  0 
 カリウム(mg)  0 

内容量

保存期間

 高カロリー・無タンパク・低リン・
低カリウム・低甘味。エネルギー補
給が必要な方に。
■ケースサイズ：縦289×横368
×高さ261mm
■ケース重量：10.7kg
■入り数：10袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 粉飴顆粒 1kg 

172

 1kg 

 3年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  384 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  96 
 食塩相当量(g) 0.01
 カリウム(mg)  0～5 

内容量

保存期間

 高カロリー・無タンパク・低リン・
低カリウム・低甘味。エネルギー補
給が必要な方に。
■ケースサイズ：縦285×横370
×高さ267mm
■ケース重量：6.2kg
■入り数：10袋 

 ㈱H+Bライフサイエンス 
 粉飴顆粒 分包 

173

 13g×40包 

 3年 

 1包13gあたり 
 エネルギー(kcal)  50 
 たんぱく質(g)  0 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  12.5 
 食塩相当量(g) 0.001
 カリウム(mg)  0～0.7 

内容量

保存期間

 おいしさはそのままに、賞味期間
5年6ヵ月のビスコ。防災備蓄品に
最適です。
■ケースサイズ：縦521×横438
×高さ274mm
■ケース重量：11.5kg
■入り数：40個（10個×4B） 

 江崎グリコ㈱ 
 ビスコ保存缶 

174

 30枚(5枚×6
パック) 

 5年6ヵ月 

 1パック(標準20.6g)あたり 
 エネルギー(kcal)  98 
 たんぱく質(g)  1.3 
 脂質(g)  3.7 

 炭水化物(g)  14.9 
 食塩相当量(g)  0.1 
    

内容量

保存期間

 1箱48.5gと軽量かつコンパクト。
さらに省スペースで効率のよい備
蓄が可能です。
■ケースサイズ：縦230×横325
×高さ115mm
■ケース重量：3kg
■入り数：60個 

 大塚製薬㈱ 
 カロリーメイト・ロングライフ(チョコレート味) 

175

 1箱(2本入
り)40g 

 3年4ヵ月 

 1箱(2本入り)40gあたり 
 エネルギー(kcal)  200 
 たんぱく質(g)  4.3 
 脂質(g)  11.2 

 炭水化物(g)  20 
 食塩相当量(g)  0.41 
 ビタミンＣ(mg)  25 

内容量

保存期間

 1缶で3種類のフルーツが楽しめ
る優れもの。バラエティとんだ風
味、食感をお楽しみ下さい。
■ケースサイズ：縦280×横210
×高さ118mm
■ケース重量：4.5kg
■入り数：24ｘ2 

 ㈱サンヨー堂 
 サンヨー デザート＆サラダフルーツミックス130g 

176

 130g 

 3年 

内容量

保存期間

 1缶(130g)あたり 
 エネルギー(kcal)  87.1 
 たんぱく質(g)  0.4 
 脂質(g)  0 

 炭水化物(g)  21.3 
 食塩相当量(g)  0.07 
 ナトリウム(mg)  27.3 

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。ミル
キーで上品な味わいのホワイト
チョコをコーティングしました。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(ホワイトチョコ) 

177

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  376 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  21.5 

 炭水化物(g)  40.2 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。メー
プルシュガーをコーティングした
コク深い味わいです。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(メープル) 

178

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  373 
 たんぱく質(g)  4.5 
 脂質(g)  20.6 

 炭水化物(g)  42.5 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 ひとくちで柔らかく口どけするソ
フトラスク仕様。災害時にホッと
息つける甘みの補給食です。メロ
ン果汁の甘酸っぱさをコーティン
グしたフルーティな味わいです。
■ケースサイズ：縦309×横539
×高さ151mm
■ケース重量：3.7kg　
■入り数：32個 

 東京ファインフーズ㈱ 
 ひとくちやわらかラスク(メロン) 

179

 70g 

 5年 

 70gあたり 
 エネルギー(kcal)  370 
 たんぱく質(g)  4.8 
 脂質(g)  20.2 

 炭水化物(g)  42.3 
 食品相当量(g)  0.6 
    

内容量

保存期間

 発熱剤・発熱溶液・外袋の3種セッ
ト。発熱パワーで冷えた食品を温
めます。
■ケースサイズ：縦320×横240
×高さ105mm
■ケース重量：3.9kg
■入り数：24組
 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 発熱セット 

180

 3種 

 7年 

    
    
    

    
    
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス カレーライス 

181

 380g 

 5年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  482 
 たんぱく質(g)  9 
 脂質(g)  8.4 

 炭水化物(g)  92.8 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 牛丼 

182

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  670 
 たんぱく質(g)  17.3 
 脂質(g)  25.6 

 炭水化物(g)  92.7 
 食塩相当量(g)  3.0 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス シチュー&ライス 

183

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  525 
 たんぱく質(g)  13.4 
 脂質(g)  10.7 

 炭水化物(g)  93.8 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 中華丼 

184

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  410 
 たんぱく質(g)  9.8 
 脂質(g)  4 

 炭水化物(g)  83.8 
 食塩相当量(g)  2.0 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦345×横390
×高さ147mm
■ケース重量：8.0kg
■入り数：12箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食ボックス 和風ハンバーグライス 

185

 380g 

 3年6ヵ月 

 1セット380gあたり 
 エネルギー(kcal)  476 
 たんぱく質(g)  10.1 
 脂質(g)  7.3 

 炭水化物(g)  92.6 
 食塩相当量(g)  2.3 
    

内容量

保存期間

 ライフラインの寸断した被災地で
も、温かくて美味しい食事のでき
るセットです。
■ケースサイズ：縦440×横390
×高さ175mm
■ケース重量：6.0kg
■入り数：12パック 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一食パック おかゆ＆とりそぼろ 

186  

 270g 

 3年6ヵ月 

 1セット270gあたり 
 エネルギー(kcal)  189 
 たんぱく質(g)  11.6 
 脂質(g)  4.1 

 炭水化物(g)  26.3 
 食塩相当量(g)  2.1 
    

内容量

保存期間

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。標準的なボリュー
ムのメニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：14.5kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット スタンダード 

187

 1340g 

 3年6ヵ月 

 1セット1340gあたり 
 エネルギー(kcal)  1490 
 たんぱく質(g)  49.1 
 脂質(g)  47.1 

 炭水化物(g)  217.5 
 食塩相当量(g)  10.3 
    

内容量

保存期間

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。ボリュームたっぷ
りのメニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：18.1kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット カロリーアップ 

188  

 1905g 

 3年6ヵ月 

 1セット1905gあたり 
 エネルギー(kcal)  2406 
 たんぱく質(g)  68.3 
 脂質(g)  89.9 

 炭水化物(g)  331.3 
 食塩相当量(g)  13.6 
    

内容量

保存期間

 お湯を注ぐだけで、必要な人数分
だけ作れて、簡単便利。4年間保存
可能で水でも戻ります。
■ケースサイズ：縦175×横230
×高さ130mm
■ケース重量：530g
■入り数：10食×5 
■注水量：160ml

 マルサンアイ㈱ 
 FDみそ汁50食 

 157 

 10食×5 

 4年6ヵ月 

内容量

保存期間

 1食6.4gあたり 
 エネルギー(kcal)  23 
 たんぱく質(g)  1.5 
 脂質(g)  0.7 

 炭水化物(g)  2.6 
 食塩相当量(g)  1.4 
    

 まぐろをしょうが風味に味付け、
柔らかく仕上げました。開封して
すぐに提供できます。
■ケースサイズ：縦205×横195
×高さ280mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：10袋 

 ㈱マルハチ村松 
 朝らく 味付まぐろ しょうが風味 

158  

 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  144 
 たんぱく質(g)  13.0 
 脂質(g)  3.9 

 炭水化物(g)  14.2 
 食塩相当量(g)  1.5 
    

内容量

保存期間

 まぐろをおかか風味に味付け、柔
らかく仕上げました。開封してす
ぐに提供できます。
■ケースサイズ：縦205×横195
×高さ280mm
■ケース重量：5.4kg
■入り数：10袋 

 ㈱マルハチ村松 
 朝らく 味付まぐろ おかか風味 

159  

 500g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  158 
 たんぱく質(g)  13.4 
 脂質(g)  3.4 

 炭水化物(g)  18.4 
 食塩相当量(g)  1.3 
    

内容量

保存期間

 中鎖脂肪酸油配合の、少量で高エ
ネルギーが摂取できる豆腐と卵入
り中華風あんかけです。
■ケースサイズ：縦260×横347
×高さ184ｍｍ
■ケース重量：6kg
■入り数：50個 

 マルハニチロ㈱ 
 もっとエネルギー豆腐と卵のあんかけ 

 160 

 100g 

 2年 

 100gあたり 
 エネルギー(kcal)  114 
 たんぱく質(g)  3.0 
 脂質(g)  8.5 

 炭水化物(g)  6.3 
 食塩相当量(g)  1.2 
    

内容量

保存期間
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 内容
・アルファ化米／マジックライス雑炊醤油だし風味 １袋
・パンの缶詰／新食缶ベーカリー黒糖 1缶
・長期保存クッキー／パワースティック バターロースト風味 1袋
・保存水500ml ２本
・ペーパー歯磨き ２枚
・携帯型セーフティライト 1本（発光時間１２時間）
・大・小便共用簡易トイレ １枚
・静音アルミシート １枚
・ガーディVマスク １枚
・滑り止め付軍手 １双
・水に流せるポケットティッシュ １袋
・オリジナルナップサック １枚
■ケースサイズ：
縦97×横240×高さ310㎜
■ケース重量：1.5kg　
■入り数：1セット 
■注水量：210ml 
※セット内の雑炊に加水必要

 A4サイズ箱のコンパクト防災セット。有効期限の有・無に応じて内容
物を外箱と内箱に分けて収納できるので、期限切れ商品の入替作業も
簡単です。 

 ㈱レスキューナウ 
 ユニット1Dayレスキュー【基本タイプ】 
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 5年 
保存期間

 パワースティック　1袋2本あたり 
 エネルギー(kcal)  250 
 たんぱく質(g)  4 
 脂質(g)  13 

 炭水化物(g)  29 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

 新食缶ベーカリー黒糖　1缶100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

 マジックライス雑炊醤油だし風味　1食70ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  265 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  55.8 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

 A4サイズ箱のコンパクト防災セット。有効期限の有・無に応じて内容
物を外箱と内箱に分けて収納できるので、期限切れ商品の入替作業も
簡単です。非常用トイレを増量し衛生用品を加えた宿泊タイプ。 

 ㈱レスキューナウ 
 ユニット1Dayレスキュー【宿泊タイプ】 
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 パワースティック　1袋2本あたり 
 エネルギー(kcal)  250 
 たんぱく質(g)  4 
 脂質(g)  13 

 炭水化物(g)  29 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

 新食缶ベーカリー黒糖　1缶100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

 マジックライス雑炊醤油だし風味　1食70ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  265 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  55.8 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容
・アルファ化米／マジックライス雑炊醤油だし風味 １袋
・パンの缶詰／新食缶ベーカリー黒糖 1缶
・長期保存クッキー／パワースティック バターロースト風味 1袋
・保存水500ml ２本
・ペーパー歯磨き ２枚
・携帯型セーフティライト 1本（発光時間１２時間）
・大・小便共用簡易トイレ ２枚
・静音アルミシート １枚
・ガーディVマスク １枚
・圧縮タオル 1個
・コインナプキン ４個
・オリジナルナップサック １枚
■ケースサイズ：
縦97×横240×高さ310㎜
■ケース重量：1.5kg　
■入り数：1セット
■注水量：210ml 
※セット内の雑炊に加水必要

 5年 
保存期間

　2019年1月現在、病院用食材の流通販売に携わる組合員55社と賛助企業69社により構成
され、患者様や要介護者の方が必要とする食品を、迅速確実に安定供給できるよう努力を
重ねています。

　全国病院用食材卸売業協同組合は、病院用食材の提供を通じ、医療・介護に
貢献することを目的とし、厚生労働省ならびに農林水産省の認可を受けて、
1994年6月8日に設立された協同組合です。

れ、患者様や要介護者の方が必要とする食品を、迅速確実に安定供給できるよう努力を
ねています。

主な活動として次の4つの事業を行っています

全病食（協）のご紹介
全国病院用食材卸売業協同組合

医療・介護に
可を受けて、

同組合

全病食(協)が賛助企業などと特約した病院用食材を、組合員に斡旋することに
より行っています。これによりコストの低減化を図るとともに、流通面での
効率化・迅速化をめざしています。

共同購入に
関する事業

全病食(協)の顧客である医療関連・介護関連施設等のご要望にお応えするた
め、賛助企業および管理栄養士等の協力を得て新商品を開発し、全病食(協)
のオリジナル商品としておとどけしています。

商品の
共同開発に
関する事業

全病食(協)が取り扱う病院用食材を広く普及・宣伝するために、公益社団法人
日本栄養士会が開催する日本栄養改善学会などの展示会に、全病食(協)として
共同出展するほか、月１回発行される「栄養と食事ニュース」を顧客である医療
関連・介護関連施設等の栄養士等に配布しています。

共同販売
促進に
関する事業

全病食(協)の組合員等に対し経営管理および商品知識や流通・販売知識なら
びに組合事業についての認識を深めるため、講演会、研修会および研究会を
適時開催し、情報の共有化を図っています。また医療関連・介護関連施設等の
栄養士等に、食材に関する詳細情報の提供を行っています。

教育および
情報の提供に
関する事業

厚生労働省・
農林水産省認可

組合員55社・
賛助企業69社

嗜
好
品
・
セ
ッ
ト

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。比較的軽めのメ
ニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：11.7kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット ライト 
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 1010g 

 3年6ヵ月 

 1セット1010gあたり 
 エネルギー(kcal)  1071 
 たんぱく質(g)  30.4 
 脂質(g)  20.8 

 炭水化物(g)  190.7 
 食塩相当量(g)  6.9 
    

内容量

保存期間

農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室

食事に配慮が必要な方向けに、農林水産省では、
家庭備蓄に役立つ情報をまとめたガイドを作成しています。

こちらからも
アクセス

▼

ガイドは農林水産省HPの
「家庭備蓄ポータル」に掲載しています。

URLはこちら↓

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/index.html

←「要配慮者のための
災害時に備えた食品ストックガイド」

P17-18.indd   すべてのページ 2019/06/24   10:41
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 内容
・アルファ化米／マジックライス雑炊醤油だし風味 １袋
・パンの缶詰／新食缶ベーカリー黒糖 1缶
・長期保存クッキー／パワースティック バターロースト風味 1袋
・保存水500ml ２本
・ペーパー歯磨き ２枚
・携帯型セーフティライト 1本（発光時間１２時間）
・大・小便共用簡易トイレ １枚
・静音アルミシート １枚
・ガーディVマスク １枚
・滑り止め付軍手 １双
・水に流せるポケットティッシュ １袋
・オリジナルナップサック １枚
■ケースサイズ：
縦97×横240×高さ310㎜
■ケース重量：1.5kg　
■入り数：1セット 
■注水量：210ml 
※セット内の雑炊に加水必要

 A4サイズ箱のコンパクト防災セット。有効期限の有・無に応じて内容
物を外箱と内箱に分けて収納できるので、期限切れ商品の入替作業も
簡単です。 

 ㈱レスキューナウ 
 ユニット1Dayレスキュー【基本タイプ】 

190

 5年 
保存期間

 パワースティック　1袋2本あたり 
 エネルギー(kcal)  250 
 たんぱく質(g)  4 
 脂質(g)  13 

 炭水化物(g)  29 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

 新食缶ベーカリー黒糖　1缶100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

 マジックライス雑炊醤油だし風味　1食70ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  265 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  55.8 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

 A4サイズ箱のコンパクト防災セット。有効期限の有・無に応じて内容
物を外箱と内箱に分けて収納できるので、期限切れ商品の入替作業も
簡単です。非常用トイレを増量し衛生用品を加えた宿泊タイプ。 

 ㈱レスキューナウ 
 ユニット1Dayレスキュー【宿泊タイプ】 
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 パワースティック　1袋2本あたり 
 エネルギー(kcal)  250 
 たんぱく質(g)  4 
 脂質(g)  13 

 炭水化物(g)  29 
 食塩相当量(g)  0.4 
    

 新食缶ベーカリー黒糖　1缶100ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  361 
 たんぱく質(g)  7.1 
 脂質(g)  14.8 

 炭水化物(g)  49.9 
 食塩相当量(g)  0.5 
    

 マジックライス雑炊醤油だし風味　1食70ｇあたり 
 エネルギー(kcal)  265 
 たんぱく質(g)  5.3 
 脂質(g)  1.5 

 炭水化物(g)  55.8 
 食塩相当量(g)  1.7 
    

内容
・アルファ化米／マジックライス雑炊醤油だし風味 １袋
・パンの缶詰／新食缶ベーカリー黒糖 1缶
・長期保存クッキー／パワースティック バターロースト風味 1袋
・保存水500ml ２本
・ペーパー歯磨き ２枚
・携帯型セーフティライト 1本（発光時間１２時間）
・大・小便共用簡易トイレ ２枚
・静音アルミシート １枚
・ガーディVマスク １枚
・圧縮タオル 1個
・コインナプキン ４個
・オリジナルナップサック １枚
■ケースサイズ：
縦97×横240×高さ310㎜
■ケース重量：1.5kg　
■入り数：1セット
■注水量：210ml 
※セット内の雑炊に加水必要

 5年 
保存期間

　2019年1月現在、病院用食材の流通販売に携わる組合員55社と賛助企業69社により構成
され、患者様や要介護者の方が必要とする食品を、迅速確実に安定供給できるよう努力を
重ねています。

　全国病院用食材卸売業協同組合は、病院用食材の提供を通じ、医療・介護に
貢献することを目的とし、厚生労働省ならびに農林水産省の認可を受けて、
1994年6月8日に設立された協同組合です。

れ、患者様や要介護者の方が必要とする食品を、迅速確実に安定供給できるよう努力を
ねています。

主な活動として次の4つの事業を行っています

全病食（協）のご紹介
全国病院用食材卸売業協同組合

医療・介護に
可を受けて、

同組合

全病食(協)が賛助企業などと特約した病院用食材を、組合員に斡旋することに
より行っています。これによりコストの低減化を図るとともに、流通面での
効率化・迅速化をめざしています。

共同購入に
関する事業

全病食(協)の顧客である医療関連・介護関連施設等のご要望にお応えするた
め、賛助企業および管理栄養士等の協力を得て新商品を開発し、全病食(協)
のオリジナル商品としておとどけしています。

商品の
共同開発に
関する事業

全病食(協)が取り扱う病院用食材を広く普及・宣伝するために、公益社団法人
日本栄養士会が開催する日本栄養改善学会などの展示会に、全病食(協)として
共同出展するほか、月１回発行される「栄養と食事ニュース」を顧客である医療
関連・介護関連施設等の栄養士等に配布しています。

共同販売
促進に
関する事業

全病食(協)の組合員等に対し経営管理および商品知識や流通・販売知識なら
びに組合事業についての認識を深めるため、講演会、研修会および研究会を
適時開催し、情報の共有化を図っています。また医療関連・介護関連施設等の
栄養士等に、食材に関する詳細情報の提供を行っています。

教育および
情報の提供に
関する事業

厚生労働省・
農林水産省認可

組合員55社・
賛助企業69社

嗜
好
品
・
セ
ッ
ト

 味のバリエーションをバランスよ
く組み合わせて1日・3食分をセッ
トにしました。比較的軽めのメ
ニューのセットです。
■ケースサイズ：縦495×横330
×高さ260mm
■ケース重量：11.7kg
■入り数：6箱 

 ホリカフーズ㈱ 
 レスキューフーズ 一日セット ライト 
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 1010g 

 3年6ヵ月 

 1セット1010gあたり 
 エネルギー(kcal)  1071 
 たんぱく質(g)  30.4 
 脂質(g)  20.8 

 炭水化物(g)  190.7 
 食塩相当量(g)  6.9 
    

内容量

保存期間

農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室

食事に配慮が必要な方向けに、農林水産省では、
家庭備蓄に役立つ情報をまとめたガイドを作成しています。

こちらからも
アクセス

▼

ガイドは農林水産省HPの
「家庭備蓄ポータル」に掲載しています。

URLはこちら↓

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/index.html

←「要配慮者のための
災害時に備えた食品ストックガイド」

P17-18.indd   すべてのページ 2019/06/24   10:41
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FAX
番号

商 品 番 号 記 入 欄
商 品 番 号

総合計

品　　名 個　数 （単位）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２０１9年６月　２０20年５月 しあわせ家族カタログ
【FAX・郵送専用ご注文書】

ご注文有効期間 2020年5月末
●次のカタログの配布時期：　　2020年6月頃

※FAX番号・郵送先・お支払い方法・お届け方法については表紙及び裏表紙をご覧ください。

切りとってコピーしてお使いください。

お名前

TEL番号

FAX番号

ご住所

フリガナ

ご変更がある場合の旧TE L

都 道
府 県

区 市
郡

（　　　　　 ）　　　　　 －　　　　　　　　 

お名前

TEL番号

FAX番号

ご住所

フリガナ

フリガナ

ご変更がある場合の旧TEL

様

フリガナ

様

都 道
府 県

区 市
郡

（　　　　　 ）　　　　　 －　　　　　　　　 

〒

〒

ご

自

宅

お
届
け
先
名
及
び
勤
務
先
名

ご
自
宅
以
外
に
お
届
け
の
場
合
の
み
ご
記
入
く
だ
さ
い

送信方向

キ
リ
ト
リ

※ご記入いただいた個人情報は、商品の発送以外に、弊社からの情報提供、商品・サービス開発のための調査に利用させていただくことが有ります。　
　また、これらの業務を実施するのに必要な範囲で、弊社の委託先が管理する場合を除き、お客様の許諾なく、個人情報を第三者に提供いたしません。

※数字は左の記入例に従い、枠にかからないようにていねいにご記入ください。
※必ず濃い鉛筆か黒ボールペンでご記入ください。（数字や文字が薄いとFAXで読み取れない場合があります）
※ご記入に不備のあった商品番号については無効となります。お間違いのないよう、いま一度ご確認ください。

数字の
記入例

お支払い方法は右記
からお選びください

0000-000-0000



FAX
番号

商 品 番 号 記 入 欄
商 品 番 号

総合計

品　　名 個　数 （単位）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

２０１9年６月 　２０20年５月 しあわせ家族カタログ
【FAX・郵送専用ご注文書】

ご注文有効期間 2020年5月末
●次のカタログの配布時期：　　2020年6月頃

※FAX番号・郵送先・お支払い方法・お届け方法については表紙及び裏表紙をご覧ください。

切りとってコピーしてお使いください。

お名前

TEL番 号

FAX番号

ご住所

フリガナ

ご変更がある場合の旧TE L

都 道
府 県

区 市
郡

（　　　　　 ）　　　　　 －　　　　　　　　 

お名前

TEL番 号

FAX番号

ご住所

フリガナ

フリガナ

ご変更がある場合の旧TEL

様

フリガナ

様

都 道
府 県

区 市
郡

（　　　　　 ）　　　　　 －　　　　　　　　 

〒

〒

ご

自

宅

お
届
け
先
名
及
び
勤
務
先
名

ご
自
宅
以
外
に
お
届
け
の
場
合
の
み
ご
記
入
く
だ
さ
い

送信方向

キ
リ
ト
リ

※ご記入いただいた個人情報は、商品の発送以外に、弊社からの情報提供、商品・サービス開発のための調査に利用させていただくことが有ります。　
　また、これらの業務を実施するのに必要な範囲で、弊社の委託先が管理する場合を除き、お客様の許諾なく、個人情報を第三者に提供いたしません。

※数字は左の記入例に従い、枠にかからないようにていねいにご記入ください。
※必ず濃い鉛筆か黒ボールペンでご記入ください。（数字や文字が薄いとFAXで読み取れない場合があります）
※ご記入に不備のあった商品番号については無効となります。お間違いのないよう、いま一度ご確認ください。

数字の
記入例

お支払い方法は右記
からお選びください

0737-82-1533

郵便振替 代金引換（コレクト） ※県外のお客様はコレクトでの対応となります


