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■2020年新商品！サンコー 大袋元気シリーズ No1

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。

サンコー大袋元気シリーズ

ミレービスケット

サンコー大袋元気シリーズ

ミニ玄米おこし

サンコー大袋元気シリーズ

フレッシュゼリー

サンコー大袋元気シリーズ

小粒揚げ

アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：落花生 アレルギー物質：なし アレルギー物質：小麦

●使用原材料：小麦粉（国内産１０
０％）、植物油脂（パーム油・米油）、
砂糖（三温糖）、ショートニング
（パーム油・米油）、ブドウ糖、食塩、
膨脹剤

●内容量：個包装2枚×30入標準

●使用原材料：水飴、玄米、黒砂
糖、麦芽糖、砂糖（てんさい含蜜
糖）、落花生、植物油脂（パーム
油）、イソマルトオリゴ糖、食塩

●内容量：個包装1枚×30入標準

●使用原材料：水飴（鹿児島県産）、
砂糖（三温糖）、果汁（りんご：長野
県産・いちご：愛知県・静岡県産・
ぶどう：長野県産・みかん：静岡県
産）、ゲル化剤（増粘多糖類）、酸
味料（クエン酸）、ｐＨ調整剤（クエ
ン酸Ｎａ）、香料

●内容量：1個16g×30入

●使用原材料：うるち米（山形県産
他）、植物油脂（米油・パーム油）、
醤油、砂糖（粗糖：鹿児島県産）、
濃縮だし、水飴（鹿児島県産）、み
りん

●内容量：個包装2個×31入標準

価格： 360 円（税抜き）

１個当たり： 12円

価格： 450 円（税抜き）

１個当たり： 15 円

価格： 500 円（税抜き）

１個当たり： 17 円

価格： 570 円（税抜き）

１個当たり： 19 円

サンコー大袋元気シリーズは各商品 最低５個以上の発注でお願いします。
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仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。

サンコー大袋元気シリーズ

あまからせん

サンコー大袋元気シリーズ

しおポンせん

サンコー大袋元気シリーズ

ごまビスケット

サンコー大袋元気シリーズ

おたのしみカステラ

アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：乳・小麦 アレルギー物質：卵・小麦

●使用原材料：

うるち米、醤油、砂糖（三温糖）

●内容量：個包装1枚×30入標準

●使用原材料：小麦粉（国内産１０
０％）、植物油脂（パーム油）、食塩

●内容量：個包装2枚×20入標準

●使用原材料：小麦粉（国内産１０
０％：埼玉県産）、砂糖（三温糖）、
ショートニング（パーム油・米油）、
脱脂粉乳（北海道産）、黒ごま、食
塩、膨脹剤（重曹）

●内容量：個包装5本×20入標準

●使用原材料：小麦粉（国内産１０
０％）、砂糖（三温糖）、鶏卵、植物
油脂（パーム油）、米飴（青森県・
岩手県・長野県産他）、膨脹剤（重
曹）

●内容量：個包装1個×20入標準

価格： 640 円（税抜き）

１個当たり： 22円

価格： 840 円（税抜き）

１個当たり： 42 円

価格： 900 円（税抜き）

１個当たり： 45 円

価格： 550 円（税抜き）

１個当たり： 28 円

■2020年新商品！サンコー 大袋元気シリーズ No2

サンコー大袋元気シリーズは各商品 最低５個以上の発注でお願いします。
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■お菓子ベビー用

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。

marutaのりものビスケット
maruta

にんじんせんべい

maruta

かぼちゃせんべい

お子さま １歳～

アレルギー物質：小麦・じゃがいも

お子さま ８か月～

アレルギー物質：なし

お子さま ８か月～

アレルギー物質：なし

使用原材料：小麦粉、砂糖、有機ショー
トニング、ばれいしょでん粉、麦芽エキ
ス、膨張剤（重曹）

内容量：８８ｇ

使用原材料：かんしょでん粉ワキシー
コーンスターチ、にんじん、てんさい大
根、食塩

内容量：３０ｇ

使用原材料：かんしょでん粉ワキシー
コーンスターチ、にんじん、てんさい大
根、食塩

内容量：３０ｇ

価格： 250円（税抜き） 価格： 200円（税抜き） 価格： 200円（税抜き）



サンコー（5連）

フルーツラムネ

サンコー（5連）

ミニ小魚スナック

サンコー（5連）

えび小判

サンコー（5連）

ココアプチクッキー

サンコー（5連）

おから入り揚げあられ

アレルギー物質：なし アレルギー物質：小麦
アレルギー物質：卵・え
び

アレルギー物質：卵・
乳・小麦

アレルギー物質：小麦

使用原材料：砂糖・
コーンスターチ・ばれい
しょんでん粉・濃縮果
汁・デキストリン・酸味
料（クエン酸）・着色料

馬鈴薯澱粉（北海道産）、植物
油脂（パーム油・米油）、砂糖
（三温糖）、水飴（鹿児島県産）、
小魚（魚介類：長崎県産）、醤油、
えび（中国近海）、ごま（中国産）、
食塩、酵母エキス、あおさ（日本
近海・中国・韓国産）、昆布エキ
ス、みりん、小麦胚芽（北米産）、
ハトムギ末（タイ、ラオス産他）

使用原材料：ばれいしょ
んでん粉・えび・食塩・
粗糖・アオサ・卵殻未焼
成カルシウム・・着色料

小麦粉（国内産１００％）、
砂糖（てん菜糖）、鶏卵、
マーガリン、加糖れん乳、
有機ココアパウダー、脱
脂粉乳、卵殻未焼成カ
ルシウム、膨張剤（重
曹）

もち米（北海道・熊本県産）、
植物油脂（米油・パーム油）、
醤油、おから（国内産大豆：
遺伝子組換えでない：佐賀県
産）、砂糖（三温糖・粗糖）、
みりん、風味原料（かつお
等・こんぶ・しいけ）、食塩

価格： 200円（税抜き）

１個当たり： 40 円

価格： 280円（税抜き）

1個当たり： 56円

価格： 200円（税抜き）

１個当たり： 40 円

価格： 210円（税抜き）

１個当たり： 42 円

価格： 220円（税抜き）

１個当たり： 44円
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■お菓子 ５連タイプ

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。



サンコー（5連）

ミニどうぶつビスケット

サンコー（5連）

ミニミレービスケット

オーサワ

米粉クッキー(メープル)

Maruta

MS ソフトな塩せん

マルモ

カリカリかりんとう

アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：アーモン
ド

アレルギー物質:米 アレルギー物質：小麦

小麦粉（国内産１００％：埼玉
県産）、砂糖（三温糖）、
ショートニング（パーム油・米
油）、小麦胚芽（北米産）、食
塩膨脹剤（重曹）

小麦粉（国内産１００％：岐阜
県産）、植物油脂（パーム油・
米油）、砂糖（三温糖）、ブドウ
糖、食塩、膨脹剤

米粉（石川産）、なたね油
（オーストラリア産）、オーサ
ワの有機メープルシロップ、
アーモンドパウダー（アメリカ
産）、てんさい含蜜糖（北海
道産）、食塩（珠洲の塩）

うるち米（東北：主に宮城）、
砂糖（てんさい糖）（北海
道）、食塩（瀬戸内海）

小麦粉、おから(大豆)、
粗糖、食物油脂(菜種
油)、天然塩、膨張剤(重
曹)

内容量：１６０ｇ

価格： 240円（税抜き）

1個当たり： 48円

価格： 250円（税抜き）

1個当たり： 50円
価格： 360円(税抜き)

価格： 221円

(税抜き）
価格： 360円（税抜き）
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■お菓子 ５連タイプ その他

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。
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■お菓子 子供用

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。

サンコー

野菜スティック

サンコー

ひじきスティック

サンコー

ミルクスティック

健康フーズ

うの花クッキー

アレルギー物質：小麦・乳 アレルギー物質：小麦・乳 アレルギー物質：小麦・乳 アレルギー物質：小麦・乳

価格： 270 円（税抜き） 価格： 270円（税抜き） 価格： 270円（税抜き） 価格： 180円（税抜き）

サンコー

ミレービスケット

サンコー

胚芽スティック

サンコー

胚芽ビスケット

サンコー

はとむぎおこし

アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：小麦・乳 アレルギー物質：小麦・乳 アレルギー物質：なし

価格： 290円（税抜き） 価格： 280円（税抜き） 価格： 280円（税抜き） 価格： 280円（税抜き）
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■お菓子 子供用

仕入れ状況に応じては、在庫がない場合もありますので、数量が多い場合は１週間前にご連絡をお願いします。

サンコー

バウムクーヘン（プレーン）

サンコー

バウムクーヘン（コーヒー）

サンコー

小魚スナック

サンコー

野菜スナック

アレルギー物質：卵・乳・小麦 アレルギー物質：卵・乳・小麦 アレルギー物質：えび・小麦 アレルギー物質：なし

価格： 520円（税抜き） 価格： 520円（税抜き） 価格： 240円（税抜き） 価格： 240円（税抜き）

創健社メイシ－

いちごとぶどうのラムネ

創健社メイシ－

きらきら星のおせんべい

創健社メイシ－

かぼちゃスティックボーロ

創健社メイシ－

ハートチョコ

アレルギー物質：なし アレルギー物質：米 アレルギー物質：小麦 アレルギー物質：乳・冬季のみ

価格： 230円（税抜き） 価格： 181円（税抜き） 価格： 150円（税抜き） 価格： 235円（税抜き）


