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New Product
新商品

パパイヤ、マンゴー、パイン、人気のドライフルーツを
チョコレートと砂糖でコーティング。どのフルーツに
当たるかはお楽しみ！

フルーツインチョコレートNo.1216
■原産国：日本■重量：1個 約4～8g

■サイズ ： （直径）約1.5～2cm
4932380012167

パパイヤ、マンゴー、パイン、人気のドライフルーツを
ホワイトチョコと砂糖でコーティング。どのフルーツ
に当たるかは、お楽しみ！

フルーツホワイトチョコNo.1214
■原産国：日本■重量：1個 約4.6g

■サイズ ： （直径）約1.5～2cm
4932380012143

砂糖でコーティングしたピーナッツチョコです。

ピーナッツチョコスカイNo.1215
■原産国：日本■重量：1個 約3.2g

■サイズ ：（高さ）約2.1cm （横）約1.7cm （幅）1.5cm
4932380012150

ピリ辛の柿の種とチョコレートが絶妙でクセになる
美味しさ。ミルクチョコとバナナチョコのミックスで
す。

柿の種チョコミックスNo.1208
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦）約2.8cm （横）約0.9cm
4932380012082

秋冬限定

Renew

くまさんの形をかたどった珍しいりんご味のチョコ
レートです。

ベアチョコりんご味No.1217
■原産国：日本■重量：1個 約3.1g

■サイズ ： （縦）約2.3cm （幅）2.7cm （厚さ）約0.7cm
4932380012174

秋冬限定

ドライパインの約半分をミルクチョコレートでコー
ティングしました。

パイナップルチョコNo.1219
■原産国：日本■重量：1個 約50～60g

■サイズ ： （直径）約8cm （厚さ）約0.7cm
4932380012198

秋冬限定

サクサクの麦パフ入りクランチチョコです。

パフクランチチョコNo.1218
■原産国：日本■重量：1個 約7-7.5g

■サイズ ： （縦）約3.5-4cm （幅）1.9cm （厚さ）約1.9cm
4932380012181

秋冬限定

バナナチップをホワイトチョコでコーティングしまし
た。

バナナチップホワイトチョコNo.1213
■原産国：日本■重量：1個 約22g

■サイズ ： （直径）約2cm～3.5cm
4932380012136

秋冬限定

大小に割れたミルクチョコレートです。そのまま食べ
ても、手作りチョコに使っても美味しいです。

割れチョコNo.1220
■原産国：日本

4932380012204

秋冬限定
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魚の形をしたカラフルなキャンディーです。

スイスイおさかなキャンディーNo.2697
■原産国：日本■重量：1個 約2.1g

■サイズ ： （縦）約2cm （幅）2.5cm （厚み）約0.8cm
4932380026973

すっぱさがヤミツキになる美味しさ。ボトル型のグミ
です。

すっぱ～いボトルグミNo.1639
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.3cm （厚さ）約0.6cm
4932380016394

トルコ発。ハートの形が可愛いイチゴ味のグミです。

ハートリンググミNo.1635
■原産国：トルコ■重量：1個 約9.4g

■サイズ ： （縦）約4.5cm （幅）5cm （厚み）約0.6cm
4932380016356

フルーティーな野菜ジュース味の小さくて可愛いグ
ミです。

キャロットグミNo.1637
■原産国：日本■重量：1個 約3.4g

■サイズ ： （縦）約2.9cm （幅）1.5cm （厚み）約0.9cm
4932380016370

トルコ発。レモン味（白色）、オレンジ味（オレンジ色）、
コーラ味（茶色）、チェリー味（赤色）の4種類の味が
楽しめるグミです。

サワースターミックスグミNo.1629
■原産国：トルコ■重量：1個 約2.3g

■サイズ ： （高さ）約1.3cm （横）約1.5cm （幅）1.5cm
4932380016295

お口スッキリ！さっぱりとしたハッカ味のキャンディ
ーです。

ハッカキャンディーNo.2704
■原産国：日本■重量：1個 約0.8g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380027048

トルコ発。色合いと形が可愛い、リンゴ味の腕時計
型グミです。

時計グミNo.1640
■原産国：トルコ■重量：1個 約17g

■サイズ ： （縦）約13.2cm （横）約2.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380016400

トルコ発。大好評のウォーターメロングミの形が新
しくなりました。みずみずしい美味しさのスイカ味の
グミです。

ウォーターメロングミNo.1638
■原産国：トルコ■重量：1個 約5.8g

■サイズ ： （高さ）約2cm （横）約3.３cm （幅）1.5cm
4932380016387

Renew

欠品中欠品中
11月末入荷予定11月末入荷予定

トルコ発。可愛いパイナップルの形をした、オレンジ
味（オレンジ色）とリンゴ味（緑色）、イチゴ味（赤色）
とレモン味（黄色）が楽しめるグミです。

パイナップルグミNo.1636
■原産国：トルコ■重量：1個 約7.4g

■サイズ ： （高さ）約0.9cm （縦）約4.7cm （幅）2cm
4932380016363

欠品中欠品中
11月末入荷予定11月末入荷予定

見た目とても華やかなカラフルな模様のキャンディ
ーです。

手づくりきらっきらキャンディーNo.2701
■原産国：日本■重量：1個 約2.5g

■サイズ ： （直径）1.2～1.5cm
4932380027017

NEWプティ星

カラフルな銀紙に包まれた星型ミルクチョコレート
です。

NEWプティ星No.8108
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380081088

秋冬限定

モモ味の大玉飴。

ジャンボモモアメNo.2703
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380027031



さわやかなライムの味がお口いっぱいに広がります。
ライムのふさ型キャンディーです。

さわやかライムキャンディーNo.2698
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （高さ）約2cm （横）約3.6cm （厚さ）0.8cm
4932380026980

かわいいクマの顔型クッキーです。

くまちゃんクッキーNo.4323
■原産国：日本■重量：1個 約9g

■サイズ ： （縦）約4.2cm （横）約3.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380043239

クリーム状の砂糖で片面をカラフルにコーティング
したクラッカーです。

ポップクラッカーNo.4322
■原産国：日本■重量：1個 約2.7g

■サイズ ： （直径）約3cm （厚み）約0.6cm
4932380043222

カルシウム配合。ひよこ、クマ、うさぎなど6種類の可
愛い形の白ゴマ入りビスケットです。

プチセサミビスケットNo.4324
■原産国：日本■重量：1個 約1.1g

■サイズ ： ［クマ］（縦）約2.2cm （横）約2.1cm （厚さ）約0.4cm
4932380043246
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Chocolate
● チョコレート ●

パパイヤ、マンゴー、パイン、人気のドライフルーツを
チョコレートと砂糖でコーティング。どのフルーツに
当たるかはお楽しみ！

フルーツインチョコレートNo.1216
■原産国：日本■重量：1個 約4～8g

■サイズ ： （直径）約1.5～2cm
4932380012167

パパイヤ、マンゴー、パイン、人気のドライフルーツを
ホワイトチョコと砂糖でコーティング。どのフルーツ
に当たるかは、お楽しみ！

フルーツホワイトチョコNo.1214
■原産国：日本■重量：1個 約4.6g

■サイズ ： （直径）約1.5～2cm
4932380012143

サクッとカリッと！砂糖でコーティングしたお空の色
をしたピーナッツチョコです。

ピーナッツチョコスカイNo.1215
■原産国：日本■重量：1個 約3.2g

■サイズ ：（高さ）約2.1cm （横）約1.7cm （幅）1.5cm
4932380012150

ピリ辛の柿の種とチョコレートが絶妙でクセになる
美味しさ。ミルクチョコとバナナチョコのミックスで
す。

柿の種チョコミックスNo.1208
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦）約2.8cm （横）約0.9cm
4932380012082

秋冬限定

Renew

くまさんの形をかたどった珍しいりんご味のチョコ
レートです。

ベアチョコりんご味No.1217
■原産国：日本■重量：1個 約3.1g

■サイズ ： （縦）約2.3cm （幅）2.7cm （厚さ）約0.7cm
4932380012174

秋冬限定

ドライパインの約半分をミルクチョコレートでコー
ティングしました。

パイナップルチョコNo.1219
■原産国：日本■重量：1個 約50～60g

■サイズ ： （直径）約8cm （厚さ）約0.7cm
4932380012198

秋冬限定

サクサクの麦パフ入りクランチチョコです。やみつき
になる美味しさです！

パフクランチチョコNo.1218
■原産国：日本■重量：1個 約7-7.5g

■サイズ ： （縦）約3.5-4cm （幅）1.9cm （厚さ）約1.9cm
4932380012181

秋冬限定

バナナチップをホワイトチョコでコーティングしまし
た。バナナチップとホワイトチョコの組み合わせは絶
妙です！

バナナチップホワイトチョコNo.1213
■原産国：日本■重量：1個 約22g

■サイズ ： （直径）約2cm～3.5cm
4932380012136

秋冬限定

大小に割れたミルクチョコレートです。そのまま食べ
ても、手作りチョコに使っても美味しいです。

割れチョコNo.1220
■原産国：日本

4932380012204

秋冬限定
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カシューナッツの香ばしさを逃さずチョコレートでコ
ーティングしました。

チョコレートカシューナッツNo.1113
■原産国：日本■重量：1個 約3.5g

■サイズ ： （横）約2.5～2.8cm （厚さ）約1.5cm
4932380011139

秋冬限定

石に見える糖衣のミルクチョコレートです。

ストーンチョコNo.1038
■原産国：日本■重量：1個 約1.7g

■サイズ ： （縦）約1.2cm （横）約1.5cm
4932380010385

秋冬限定

見た目も味もプリンそのままの美味しさのチョコレ
ートです。

プリンチョコNo.1190
■原産国：日本■重量：1個 約5g

■サイズ ： （直径）約2cm （厚さ）約1.5cm
4932380011900

秋冬限定

苺のチョコホワイトに苺パウダーをトッピング。甘酸
っぱさが人気の上質なチョコレート。

苺のチョコルージュNo.1044
■原産国：日本■重量：1個 約8～12g

■サイズ ： （一辺）約2.5～3cm
4932380010446

秋冬限定

サクサクフリーズドライ苺を上質のホワイトチョコ
でコーティングしました。

苺のチョコホワイトNo.1042
■原産国：日本■重量：1個 約8～12g

■サイズ ： （一辺）約2.5～3cm
4932380010422

秋冬限定

小さいハート型の２色（チョコ＆ストロベリー）のミ
ックスチョコレートです。お口の中でチョコとストロ
ベリーが美味しさを奏でます！

ミニハートチョコミックスNo.1004
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦・横）約1.２cm （厚さ）約0.5cm
4932380010040

秋冬限定

小さいハート型のミルクチョコレートです。

ミニハートチョコNo.1001
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦・横）約1.２cm （厚さ）約0.5cm
4932380010019

秋冬限定

小さいハート型のストロベリーチョコレートです。

ミニハートチョコストロベリーNo.1003
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦・横）約1.２cm （厚さ）約0.5cm
4932380010033

秋冬限定

ピリ辛の柿の種とバナナチョコレートが絶妙でやみ
つきになる美味しさです。

バナナ柿の種チョコNo.1198
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦）約2.8cm （横）約0.9cm
4932380011989

秋冬限定

ピリ辛の柿の種とミルクチョコレートが絶妙でやみ
つきになる美味しさです。

柿の種チョコNo.1197
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （縦）約2.8cm （横）約0.9cm
4932380011979

秋冬限定

極小こんぺいとうにチョコレートをコーティング。シ
ャリっとした新食感とチョコレートの美味しさがお
口いっぱいに広がります。

スターこんぺいとうチョコNo.1189
■原産国：日本■重量：1個 約0.５g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380011894

秋冬限定

チョコ入りのマシュマロにチョコレートをコーティン
グしました。

チョコマシュマロチョコNo.1201
■原産国：日本■重量：1個 約16～17g

■サイズ ： （直径）約4～4.5cm
4932380012013

秋冬限定

Custommade
四角形

Custommade
タイプライタ
小石チョコ
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可愛いパステルカラーのビッグマーブルチョコです。

ドラジェビッグマーブルチョコNo.1203
■原産国：日本■重量：1個 約4g

■サイズ ： （直径）約2cm
4932380012037

５色にカラフルに糖衣したピーナッツチョコレート。
定番の人気商品です！

カラーピーナッツチョコNo.1018
■原産国：日本■重量：1個 約2.5g

■サイズ ： （縦）約1.8cm （横）約1.3cm
4932380010187

定番の人気商品のマーブルチョコのミニサイズです。

ミニマーブルチョコNo.1022
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.5cm
4932380010224

糖衣がけしたミルクチョコレート。定番の人気商品
です。

マーブルチョコNo.1023
■原産国：日本■重量：1個 約0.8g

■サイズ ： （直径）約1.3cm （厚さ）約0.5cm
4932380010231

赤、オレンジ、黄色、緑の4色に糖衣したカラフルなチ
ョコボールです。

カラーチョコボールNo.1151
■原産国：日本■重量：1個 約0.4g

■サイズ ：（直径）約0.8cm
4932380011511

定番の人気商品のマーブルチョコのビッグサイズで
す。

ビッグマーブルチョコNo.1024
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ：（直径）約2.2cm （厚さ）（厚さ）約0.8cm
4932380010248

香ばしいアーモンドをチョコと砂糖でコーティング
したヨーロッパに古くから伝わる祝い菓子です。

アーモンドドラジェNo.1014
■原産国：日本■重量：1個 約5g

■サイズ ：（縦）約2.5cm （横）約1.5cm
4932380010149

※配色が変わる場合がございます。



Gummies
● グミ ●
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すっぱさがヤミツキになる美味しさ。ボトル型のグミ
です。

すっぱ～いボトルグミNo.1639
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.3cm （厚さ）約0.6cm
4932380016394

小さくて可愛いニンジンの形をしたグミ。フルーティ
ーな野菜ジュース味が大好評です！

キャロットグミNo.1637
■原産国：日本■重量：1個 約3.4g

■サイズ ： （縦）約2.9cm （幅）1.5cm （厚み）約0.9cm
4932380016370

トルコ発。可愛いクマの形をした、オレンジ味（オレン
ジ色）、リンゴ味（緑色）、イチゴ味（赤色）、レモン味（
黄色）が楽しめるグミです。

クリスタルベアーNo.1574
■原産国：トルコ■重量：1個 約3g

■サイズ ： （縦）約2.3cm （横）約1.2cm （厚さ）約1.1cm
4932380015748

トルコ発。オレンジ味とレモン味のハーフハーフ。お口
の中で爽やかな２つの味と香りが広がります。

オレンジ＆レモングミNo.1619
■原産国：トルコ■重量：1個 約7g

■サイズ ： （縦）約2cm （横）約4cm
4932380016196

トルコ発。ハートの形が可愛いイチゴ味のグミです。

ハートリンググミNo.1635
■原産国：トルコ■重量：1個 約9.4g

■サイズ ： （縦）約4.5cm （幅）5cm （厚み）約0.6cm
4932380016356

トルコ発。レモン味（白色）、オレンジ味（オレンジ色）、
コーラ味（茶色）、チェリー味（赤色）の4種類の味が
楽しめるグミです。

サワースターミックスグミNo.1629
■原産国：トルコ■重量：1個 約2.3g

■サイズ ： （高さ）約1.3cm （横）約1.5cm （幅）1.5cm
4932380016295

トルコ発。みずみずしい美味しさのスイカ味のグミ
です。見た目も味も大好評です！

ウォーターメロングミNo.1638
■原産国：トルコ■重量：1個 約5.8g

■サイズ ： （高さ）約2cm （横）約3.３cm （幅）1.5cm
4932380016387

Renew

トルコ発。可愛いパイナップルの形をした、オレンジ
味（オレンジ色）とリンゴ味（緑色）、イチゴ味（赤色）
とレモン味（黄色）が楽しめるグミです。

パイナップルグミNo.1636
■原産国：トルコ■重量：1個 約7.4g

■サイズ ： （高さ）約0.9cm （縦）約4.7cm （幅）2cm
4932380016363

トルコ発。腕にまける大きさ！色合いと形が可愛い腕
時計型グミ。緑色がリンゴ、黄色がレモン、水色がサ
イダー。色の部分ごとに味が違います。

時計グミNo.1640
■原産国：トルコ■重量：1個 約17g

■サイズ ： （縦）約13.2cm （横）約2.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380016400

欠品中欠品中
11月末入荷予定11月末入荷予定

欠品中欠品中
11月末入荷予定11月末入荷予定



9

トルコ発。目玉焼きの形をしたピーチ味のグミです。

目玉焼きグミNo.1628
■原産国：トルコ■重量：1個 約6g

■サイズ ： （縦）約2.5cm （横）約4cm （厚さ）約1.2cm
4932380016288

トルコ発。サメの形をしたブラックベリー味のグミで
す。

シャークグミNo.1620
■原産国：トルコ■重量：1個 約9.5g

■サイズ ： （全長）約5.5cm （幅）約2.2cm （厚さ）約1.5cm
4932380016202

トルコ発。可愛いリング型のピーチ味のグミ。みずみ
ずしいピーチの味と香りがお口の中に広がります。

ピーチリンググミNo.1621
■原産国：トルコ■重量：1個 約6g

■サイズ ： （直径）約2.3cm （厚さ）約1cm
4932380016219

子どもから大人まで幅広い年齢層に大人気のサイダ
ー味のボトル型グミです。同じボトル型のコーラグミ
とともに大好評です！

サイダーグミNo.1510
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.3cm （厚さ）約0.6cm
4932380015106

長さ約10cm！重さが約40g！サイダー味のビッグボト
ル型のグミはインパクトもあって大人気！同じビッグボ
トル型のコーラ味、青りんご味とともに大好評です！

ビッグサイダーグミNo.1520
■原産国：日本■重量：1個 約40g

■サイズ ： （縦）約10.5cm （横）約3.3cm （厚さ）約1.3cm
4932380015199

見た目も味もプリンそのもののグミです。

プリングミNo.1625
■原産国：日本■重量：1個 約8g

■サイズ ： （直径）上：約1.5cm 下：約2cm （厚さ）約1.5cm
4932380016257

子どもから大人まで幅広い年齢層に大人気のコー
ラ味のボトル型グミです。同じボトル型のサイダーグ
ミとともに大好評です！

コーラグミNo.1501
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.3cm （厚さ）約0.6cm
4932380015014

トルコ発。“すっぱ～い”そして“長～い”レモン味とス
トロベリー味のベルト状のグミ。酸味と甘い香りが
お口の中に広がります。

ベルトピンクレモネードグミNo.1616
■原産国：トルコ■重量：1個 約7g

■サイズ ： （長さ）約18cm （幅）約2cm （厚さ）約1.5cm
4932380016165

長さ約10cm！重さが約40g！コーラ味のビッグボトル
型のグミはインパクトもあって大人気！同じビッグボト
ル型のサイダー味、青りんご味とともに大好評です！

ビッグコーラグミNo.1519
■原産国：日本■重量：1個 約40g

■サイズ ： （縦）約10.5cm （横）約3.3cm （厚さ）約1.3cm
4932380015199

長さ約10cm！重さが約40g！爽やかな青りんご味
のビッグボトル型のグミは、同じビッグボトル型のコ
ーラ味、サイダー味とともに大人気です！

ビッグ青りんごグミNo.1626
■原産国：日本■重量：1個 約40g

■サイズ ： （縦）約10.5cm （横）約3.3cm （厚さ）約1.3cm
4932380016264

実は隠れたロング＆大ヒットグミ！サイダー、ストロ
ベリー、メロン、レモン、4つの味のカラフルなブロッ
ク型のグミです。

ブロックグミNo.1512
■原産国：日本■重量：［長方形型］ 1個 約3.5g

■サイズ ： ［長方形型］ （縦）約2.3cm （横）約0.5cm （厚さ）約1.8cm
4932380015120

■原産国：日本■重量：1個 約1.5g

ストロベリー味とサイダー味のとてもキュートなハ
ート型のプチサイズのグミです。

ハートグミNo.1631

■サイズ ：（縦・横）約1.5cm （厚さ）約0.7cm
4932380016318
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ハンガリー発。味も香りもみずみずしいピーチその
もの。やわらかい食感のグミです。

ピーチグミNo.1503
■原産国：ハンガリー■重量：1個 約7g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約3cm （厚さ）約0.7cm
4932380015038

ドイツ発。おなかのハートが可愛いラズベリーとカシ
ス味のフクロウ型グミです。

ピンキー＆リリー（ふくろう）グミNo.1608
■原産国：ドイツ■重量：1個 約8g

■サイズ ： （縦）約3.5cm （横）約2cm （厚さ）約1.2cm
4932380016080

ハンガリー発。グレープフルーツそのままの美味しさ
。甘酸っぱさがクセになる人気のグミです。

グレープフルーツグミNo.1505
■原産国：ハンガリー■重量：1個 約4g

■サイズ ： （縦）約2.5cm （横）約2.2cm （厚さ）約0.7cm
4932380015052

ドイツ発。２個並んだチェリーがとっても可愛いチェ
リー味のグミです。

ハッピーチェリーグミNo.1589
■原産国：ドイツ■重量：1個 約7g

■サイズ ： （縦・横）約3.5cm （厚さ）約0.6cm
4932380015892

ドイツ発。甘いグミと酸っぱいグミのクマさんが手を
つないでいます。片方づつ食べた時と一緒に食べた
時の、それぞれ違った美味しさが楽しめます。

ツインベアグミNo.1606
■原産国：ドイツ■重量：1個 約6.8g

■サイズ ： （縦）約2.5cm （横）約3.8cm （厚さ）約0.7cm
4932380016066

オーストリア発。4種類のベリー味がミックスされた
ソフトなグミです。

ベリードリームグミNo.1604
■原産国：オーストリア■重量：［いちご型］ 1個 約3.2g

■サイズ ： ［いちご型］ （縦）約2cm （横）約2cm （厚さ）約1cm
4932380016042

ドイツ発。目玉焼きや指輪、ハート、クマ・・・いろいろ
な形のグミミックスです。

スターミックスグミNo.1603
■原産国：ドイツ■重量：［ハート型］ 1個 約5g

■サイズ ： ［ハート型］（縦）約2cm （横）約2cm （厚さ）約1.2cm
4932380016035



Hard Candy
● ハードキャンディー ●
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魚の形をしたカラフルなキャンディーです。

スイスイおさかなキャンディーNo.2697
■原産国：日本■重量：1個 約2.1g

■サイズ ： （縦）約2cm （幅）2.5cm （厚み）約0.8cm
4932380026973

さわやかなライムの味がお口いっぱいに広がります。
ライムのふさ型キャンディーです。

さわやかライムキャンディーNo.2698
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （高さ）約2cm （横）約3.6cm （厚さ）0.8cm
4932380026980

色や模様で味が違う、昔懐かしい大玉飴。

ジャンボミックスアメNo.2702
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380027024

Renew

爽やかなラムネ味の大玉飴。

ジャンボラムネアメNo.2693
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380026935

Renew

お口スッキリ！さっぱりとしたハッカ味のキャンディ
ーです。

ハッカキャンディーNo.2704
■原産国：日本■重量：1個 約0.8g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380027048

花の模様が綺麗な懐かしさを感じる飴です。

はなばなキャンディーNo.2690
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380026904

秋冬限定

見た目とても華やかなカラフルな模様のキャンディ
ーです。

手づくりきらっきらキャンディーNo.2701
■原産国：日本■重量：1個 約2.5g

■サイズ ： （直径）1.2～1.5cm
4932380027017

果物のそれぞれの模様の味がする飴です。

くだものキャンディーNo.2691
■原産国：日本■重量：1個 約4g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380026911

秋冬限定

モモ味の大玉飴。

ジャンボモモアメNo.2703
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
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みかん味の大玉飴。

ジャンボみかんアメNo.2695
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380026959

乳酸菌入りイチゴ味のキャンディーです。

いちごヨーグルトキャンディーNo.2673
■原産国：日本■重量：1個 約2g

■サイズ ： （直径）約1.4cm （厚さ）約1cm
4932380026737

子供から大人まで大人気のサイダー味のキャンディ
ーです。

サイダーキャンディーNo.2522
■原産国：日本■重量：1個 約2g

■サイズ ： （直径）約1.4cm （厚さ）約1cm
4932380025228

滑らかで味わい深い乳酸菌のキャンディーです。優し
い酸味と飴の甘さをお楽しみください。

ヨーグルトキャンディーNo.2571
■原産国：日本■重量：1個 約2g

■サイズ ： （直径）約1.4cm （厚さ）約1cm
4932380025716

子供から大人まで大人気のコーラ味のキャンディー
です。

コーラキャンディーNo.2520
■原産国：日本■重量：1個 約2g

■サイズ ： （直径）約1.4cm （厚さ）約1cm
4932380025204

カラフルな６つの味の星型ドロップです。

キラキラスターNo.2529
■原産国：日本■重量：1個 約2.7g

■サイズ ： （最大長辺）約2.2cm
4932380026294

６つの味のトンガリ帽子。

トンガリキャンディーNo.2533
■原産国：日本■重量：1個 約2.7g

■サイズ ： （直径）約1.5cm （厚さ）約1.6cm
4932380025334

手まりをイメージした昔ながらの手作り飴です。

てまりキャンディーNo.2506
■原産国：日本■重量：1個 約0.6g

■サイズ ： （直径）約1.2cm
4932380025068

フルーツ味の小さな飴に砂糖をかけました。全国で
も数少ない懐かしのドロップです。

小粒ドロップNo.2527
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380025273

手まりをイメージした昔ながらの手作り飴です。

糸てまりキャンディーNo.2682
■原産国：日本■重量：1個 約4.5g

■サイズ ： （直径）約1.8cm （厚さ）約1.5cm
4932380026829

リンゴ味の大玉飴。

ジャンボリンゴアメNo.2694
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380026942

Renew Renew

レモン味の大玉飴。

ジャンボレモンアメNo.2696
■原産国：日本■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約2～2.2cm
4932380026966

Renew
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ビーンズの形がとっても可愛いオレンジ味の小粒キ
ャンディーです。

ベビーオレンジNo.2681
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （縦）約1cm （横）約2cm
4932380026812

パステルカラーが大人気。７つの味のミニキャンディ
ーです。

トロピカルソーダNo.2514
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380025143

イチゴの甘さとソーダの相性抜群のミニキャンディ
ーです。

ストロベリーソーダNo.2515
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ：（直径）約1cm
4932380025150

メロンとソーダの相性バツグンのミニキャンディー
です。

メロンソーダNo.2516
■原産国：日本■重量：1個 約0.7g

■サイズ ：（直径）約1cm
4932380025167

割った氷のような見た目のサイダー味のキャンディ
ーです。

クラッシュアイスキャンディーNo.2679
■原産国：日本■重量：1個 約4.2g

■サイズ ： （縦）約1.5cm （横）約1.5cm
4932380026799

秋冬限定

今季
販売再開時期未定

今季
販売開始時期未定

ベリー味のキラキラ輝くキャンディーです。

No.2680
■原産国：日本■重量：1個 約4.2g

■サイズ ： （縦）約1.5cm （横）約1.5cm
4932380026805

秋冬限定

シャインロックキャンディー
ベリー

今季
販売再開時期未定

今季
販売開始時期未定
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Original Mixes
● オリジナルミックス ●

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm ■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約4g

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約4g

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約4g

こんぺいとうのお池の中をタブレットのアヒルが泳
いでいます。

お池のアヒルNo.4505
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045059

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

真っ赤な梅ミンツの中に骨の形のタブレットが浮か
んでいます。

ドラキュラっ子No.4527
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045271

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

サイダーミンツとカラフルなフィッシュタブレット。

金魚すくいNo.4501
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045011

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約4g
■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

こんぺいとうの夜空にラムネの星がまたたいていま
す。

こんぺいとうスターナイトNo.4519
■原産国：日本■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045196

サイダー味の丸いラムネの中でカラフルなお星さま
が瞬いています。

お星さまラムネNo.4524
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045240

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

チョコ味のミンツの中にバナナのタブレットをミック
スしました。

NEWチョコバナナNo.4528
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045288

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

ストロベリーハートラムネとスターホワイトラムネの
ミックス。

ドリームハートNo.4504
■原産国：日本■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045042

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

さくら色のこんぺいとうの中をカラフルなハート型
タブレットが舞っています。

キュートハートNo.4526
■原産国：日本、カナダ■重量：---

■サイズ ： ---
4932380045264

※配色が変わる場合がございます。
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Tablets
● タブレット ●

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

可愛いアヒルの形をしたタブレットです。色毎に違っ
たフルーツ味が楽しめます。

ダッグタブレットNo.1807
■原産国：カナダ■重量：1個 約1.4g

■サイズ ： （直径）約1.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380018077

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

瓶の形のタブレットです。色毎に違ったフルーツ味
が楽しめます。

ボトルタブレットNo.1818
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.7g

■サイズ ： （直径）約1.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380018183

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

星の形をしたカラフルでほのかに甘い星型ラムネ。

スタータブレットNo.1805
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.6g

■サイズ ： （直径）約1.3cm （厚さ）約0.5cm
4932380018053

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

魚の形をしたカラフルでほのかに甘い星型ラムネ。

フィッシュタブレットNo.1804
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （縦）約0.9cm （横）約1.9cm （厚さ）約0.6cm
4932380018046

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

バナナの味と形をしたラムネ。

バナナタブレットNo.1808
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.6g

■サイズ ： （縦）約1.8cm （横）約0.6cm （厚さ）約0.6cm
4932380018084

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

鮮やかな彩りと花の形が可愛いフルーツ味のラムネ。

フラワータブレットNo.1815
■原産国：カナダ■重量：1個 約1.4g

■サイズ ： （直径）約1.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380018152

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

かたい食感が大人気。食べて美味しい、見て楽しい、カ
ラフルなフルーツラムネ菓子。

フルーツタブレットNo.1802
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.6g～1g ※種類により異なります。

■サイズ ： （直径）約1cm ※バナナ以外 （厚さ）約0.6cm
4932380018022

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

ハートの形のタブレットです。甘いフルーツ味をお楽
しみください。

ハートタブレットNo.1809
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.6g

■サイズ ： （直径）約1.1cm （厚さ）約0.6cm
4932380018091

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

骨の形のタブレットです。爽やかなフルーツ味をお
楽しみください。

ボーンタブレットNo.1816
■原産国：カナダ■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （直径）約1.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380018169



ジェリービンズミックス
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Jellybeans
● ジェリービーンズ ●

■ サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm

トロピカルフルーツの香りがお口に広がるゼリービ
ーンズです。

ジェリービンズミックスNo.3035
■原産国：トルコ■重量：1個 約1.1g

■サイズ ： （縦）約1cm （横）約1.4cm （厚さ）約0.8cm
4932380030352



Dry Fruits
● ドライフルーツ ●
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自然そのままの美味しさ。柔らかくて食べやすいで
す。

ドライマンゴーNo.3101
■原産国：タイ■重量：-----

■サイズ ： （横）最大 約8cm （厚さ）約0.5cm
4932380031014

使い方いろいろ。パパイヤ、マンゴー、パインのミック
スです。

ドライフルーツミックスNo.3110
■原産国：タイ■重量：-----

■サイズ ： （縦・横・厚さ）約0.7-1cm
4932380031106

ジューシーで甘酸っぱいパイナップル。疲れている方
にオススメ。

ドライパインNo.3104
■原産国：タイ■重量：1個 約40-50g

■サイズ ： （直径）約8cm （厚さ）約1cm
4932380031046

自然そのままの甘み。優れた栄養素も満点です。

ドライいちじくNo.3106
■原産国：イラン■重量：1個 約4.6g

■サイズ ： （直径）約2-3cm
4932380031069

※ミックスの内容が変わる場合がございます。
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人気の味のミンツを集めたカラフルミックス。

ミックスミンツNo.3310
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033100

きれいな緑色をした青りんご味。

青りんごミンツNo.3302
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033025

甘い味と香りのミルク味。

ミルクミンツNo.3308
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033087

甘い味と香りのミルク味。

ストロベリーミンツNo.3309
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033087

甘い味と香りのミルクチョコ味。

ミルクチョコミンツNo.3320
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033209

爽やかな酸味のレモン味。

レモンミンツNo.3303
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033032

甘酸っぱくてなつかしい味。

梅ミンツNo.3305
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033056

イチゴ味とミルク味のミックス。

いちごみるくミンツNo.3311
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033117

スーッとした味わいが人気のサイダー味。

サイダーミンツNo.3301
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380033018

Mints
● ミンツ ●
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※配色が変わる場合もございます。

小さくてカラフルなガム。

ミニガムNo.3505
■原産国：日本■重量：1個 約0.2g

■サイズ ： （直径）約0.8cm
4932380035050

食べ応えのある大きなカラーガムボール。

ビッグガムNo.3503
■原産国：日本■重量：1個 約6.6g

■サイズ ： （直径）約2.1cm
4932380035036

国内最大級のカラーガムボール。

33ミリ特大カラーガムNo.3511
■原産国：日本■重量：1個 約23.3g

■サイズ ： （直径）約3-3.3cm
4932380035111

※配色が変わる場合もございます。

すっきり爽やかコーラ味のガム。

アメリカンコーラガムNo.3522
■原産国：日本■重量：1個 約3.7g

■サイズ ： （直径）約1.7cm
4932380035227

ガムの定番。６色のガムボール。

ガムボール（小）No.3501
■原産国：日本■重量：1個 約1.4g

■サイズ ： （直径）約1.2cm
4932380035012

フルーツ味のガムボール。

ガムボール（大）No.3502
■原産国：日本■重量：1個 約3.6g

■サイズ ： （直径）約1.7cm
4932380035029

Gum
● ガム ●
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可愛い色合いのラムネです。

プチラムネNo.3944
■原産国：日本■重量：1個 約0.45g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.5cm
4932380039447

口の中でシュワっと溶ける甘酸っぱいミンツ入りラ
ムネ。

スターホワイトラムネNo.3910
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （直径）約1.6cm
4932380039102

ハート型がかわいい爽やかソーダ味。

ソーダハートラムネNo.3905
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （縦）約0.5cm （横）約0.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380039058

甘酸っぱいレモン味のハート型ラムネ。

レモンハートラムネNo.3906
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （縦）約0.5cm （横）約0.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380039065

サイダー、ピーチ、アップル、ラムネ、４つの味で色の
組み合わせも可愛いボールラムネです。

しゃぼんラムネNo.3933
■原産国：日本■重量：1個 約3.1g

■サイズ ： （縦）約1.7cm （横）約2cm
4932380039331

ミンツ入りのストロベリー、ソーダ、レモン、３つの味。

ハートラムネミックスNo.3926
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （縦）約0.5cm （横）約0.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380039263

ピンクのハートと、ミンツがかわいいイチゴ味。

ストロベリーハートラムネNo.3904
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （縦）約0.5cm （横）約0.6cm （厚さ）約0.7cm
4932380039041

パイナップル、青りんご、いちご、オレンジ、４つの味
のジューシーラムネです。

フルーツサワーNo.3943
■原産国：日本■重量：1個 約1.5g

■サイズ ： （直径）約2cm （厚さ）約0.4cm
4932380039430

Fizz Candy
● ラムネ ●

ニュータブレット

実際にブロックとして組み立てて遊べる６つの味の
ラムネキャンディー。

ブロックラムネNo.1801
■原産国：カナダ■重量：1個 約0.6g

■サイズ ： ［4列長方形型］ （縦）約2.8cm （横）約1.4cm （厚さ）約0.7cm
4932380018015

Fizz Candy
● ラムネ ●
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見た目も“ハッピー”なカラフル5色のハートラムネ。

ハッピーハートラムネNo.3935
■原産国：日本■重量：1個 約1.1g

■サイズ ： （縦）約1.6cm （横）約1.5cm （厚さ）約0.5cm
4932380039355

パステルカラーがきれいな３色の甘いラムネ。

３色ボールラムネNo.3913
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039133

見た目も可愛いストロベリー味とサイダー味、２つの
風味のラムネです。

いちごスカッシュNo.3940
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039409

※色目が変わる場合もございます。

爽やかなコーラ味とサイダー味、２つの風味のラムネ
です。

フレッシュコーララムネNo.3939
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039393

※色目が変わる場合もございます。

レモンとサイダーの清涼感たっぷりのラムネ。

レモネードNo.3934
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039348

※色目が変わる場合もございます。

ピーチ味とサイダー味、2つの風味のラムネです。

ピーチスカッシュNo.3938
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039386

※色目が変わる場合もございます。

シュワっと爽やかサイダー味。

ダブルサイダーラムネNo.3936
■原産国：日本■重量：1個 約0.9g

■サイズ ： （直径）約1cm （厚さ）約0.8cm
4932380039362

※色目が変わる場合もございます。
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氷雪をイメージしたこんぺいとうです。

こんぺいとう ブルースターNo.3735
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037351

※色合いが変わる場合がございます。

アジサイの花をイメージしたこんぺいとうです。

こんぺいとう アジサイNo.3702
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037023

※色合いが変わる場合がございます。

淡い色合いがとっても綺麗なこんぺいとうです。

こんぺいとう ミックスNo.3710
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037108

※色合いが変わる場合がございます。

極小サイズのこんぺいとうです。

こんぺいちゃん （小）No.3711
■原産国：日本■重量：1個 約0.1g

■サイズ ： （直径）約0.5cm
4932380037115

※色合いが変わる場合がございます。

愛らしい形と甘さでいつの時代も大人気です。

こんぺいちゃん （中））No.3712
■原産国：日本■重量：1個 約1g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380037122

※色合いが変わる場合がございます。

忘れな草をイメージしたこんぺいとうです。

こんぺいとう 忘れな草No.3708
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037085

※色合いが変わる場合がございます。

サイダー、メロン、ストロベリー、オレンジ、４つの味を
楽しめるカラフルなこんぺいとうです。

カラフルこんぺいちゃんNo.3730
■原産国：日本■重量：1個 約1g

■サイズ ： （直径）約1cm
4932380037306

※色合いが変わる場合がございます。

桜の花をイメージしたこんぺいとうです。お祝い行
事などにもご利用いただいております。

こんぺいとう さくら草No.3707
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037078

※色合いが変わる場合がございます。

コスモスの花をイメージしたこんぺいとうです。

こんぺいとう コスモスNo.3701
■原産国：日本■重量：1個 約0.3g

■サイズ ： （直径）約0.6-0.8cm
4932380037016

※色合いが変わる場合がございます。

Konpeito
● こんぺいとう ●
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Cookes & Biscuits
● クッキー＆ビスケット ●

かわいいクマの顔型クッキーです。

くまちゃんクッキーNo.4323
■原産国：日本■重量：1個 約9g

■サイズ ： （縦）約4.2cm （横）約3.8cm （厚さ）約0.6cm
4932380043239

クリーム状の砂糖で片面をカラフルにコーティング
したクラッカーです。

ポップクラッカーNo.4322
■原産国：日本■重量：1個 約2.7g

■サイズ ： （直径）約3cm （厚み）約0.6cm
4932380043222

可愛い動物の顔型クッキー。６種類あります。

どうぶつクッキーNo.4301
■原産国：日本■重量：1個 約9.4g

■サイズ ： （縦）約4.5cm （横）約5.5cm （厚さ）約0.5cm
4932380043017

厳選された小麦粉使用のショコラ味ワッフルです。

ワッフルショコラNo.4236
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380042362

厳選された小麦粉使用のバニラ味ワッフルです。

ワッフルプレーンNo.4235
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380042355

３種類の形をした愉快でかわいいクマのココア味の
クッキーです。

ファニーベアクッキーココアNo.4227
■原産国：日本■重量：1個 約3g

■サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm
4932380042270

バターたっぷりバニラ風味。愛らしいクマの形をした
クッキーです。

ちびくまバニラNo.4206
■原産国：日本■重量：1個 約1.2g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.7cm （厚さ）約0.7cm
4932380042065

バニラ味とココア味のハート型ミックスクッキーです。

ハートクッキーNo.4204
■原産国：日本■重量：1個 約2g

■サイズ ： （縦）約3cm （横）約1.5cm （厚さ）約0.5cm
4932380042041

カルシウム配合。ひよこ、クマ、うさぎなど6種類の可
愛い形の白ゴマ入りビスケットです。

プチセサミビスケットNo.4324
■原産国：日本■重量：1個 約1.1g

■サイズ ： ［クマ］（縦）約2.2cm （横）約2.1cm （厚さ）約0.4cm
4932380043246
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プレーン＆ココア

四角い市松模様のクッキー。おもてなしにも最適な
プレーン＆ココア味。

プレーン＆ココアスクエアーNo.4241
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （縦）約3.5cm （横）約3.5cm （厚さ）約0.9cm
4932380042416

ココア＆ストロベリー

ココアとストロベリーの組み合わせが可愛い市松模
様のクッキーです。

ココア＆ストロベリースクエアーNo.4296
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （縦）約3.5cm （横）約3.5cm （厚さ）約0.9cm
4932380042966

ジュエリークッキー

小粒ゼリーが宝石のようにちりばめられたプレーン
味のクッキーです。

No.4250
■原産国：日本■重量：1個 約6g

■サイズ ： （直径）約4.3cm （厚さ）約0.7cm
4932380042508

素朴な味で飽きのこない昔懐かしいたまごボーロ。

たまごボーロNo.4221
■原産国：日本■重量：1個 約0.5g

■サイズ ： （直径）約1.5cm （厚さ）約1cm
4932380042218

ココアビスケットのほろ苦さとまろやかなクリーム
がマッチしたサンドビスケットです。

ブラックサンドミレニアムNo.4269
■原産国：ポルトガル■重量：1個 約11g

■サイズ ： （直径）約4.5cm （厚さ）約1cm
4932380042690

秋冬限定

濃厚な味わいのチョコクリームをサンドしました。ビ
スケットとのコンビネーションをお楽しみください。

ビスケットNo.4265
■原産国：ポルトガル■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約4.5cm （厚さ）約1cm
4932380042652

チョコレート
クリームサンド

秋冬限定

ココア味のビスケットの間にバニラクリームをサン
ドしました。ビターなココア味とバニラの甘さがよく
あいます。

ビスケットNo.4291
■原産国：ベトナム■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約4.5cm （厚さ）約1cm
4932380042911

バニラ
クリームサンド

秋冬限定

バニラクリームクラッカー

バニラ風味のクリームをサクッとした香ばしいクラ
ッカーでサンドしました。クラッカーの塩味と甘いク
リームが絶妙な美味しさです。

バニラクリームクラッカーNo.4290
■原産国：タイ■重量：1個 約10g

■サイズ ： （直径）約4.6cm  （厚さ）約1.3cm
4932380042904

秋冬限定

ほろ苦いココアサンドビスケットとストロベリークリ
ームがマッチしたサンドビスケットです。

No.4276
■原産国：ポルトガル■重量：1個 約11g

■サイズ ： （直径）約4.5cm （厚さ）約1cm
4932380042768

秋冬限定

ストロベリーブラックサンド
ミレニアム



カリッときなこちゃん
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Japanese style
confectionery

● 和風菓子 ●

※配色が変わる場合もございます。※配色が変わる場合もございます。

きな粉の風味豊かでほんのり甘い、かりんとう風あ
られです。

カリッときなこちゃんNo.2416
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380024160
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Wrapped Sweets
● 包装菓子 ●

■ 重　量 ： 1個 約2g

カラフルな銀紙に包まれたハート型ミルクチョコレ
ート。

カラフルハートNo.8019
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080197

秋冬限定

カラフルな銀紙につつまれた星型ミルクチョコレー
ト。

サッカーボールチョコミックスNo.8012
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080128

秋冬限定

ベースボールの銀紙に包まれたミルクチョコレート。

ベースボールチョコNo.8014
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080142

秋冬限定

カラフルな銀紙に包まれた小さなハート型ミルクチ
ョコレート。

プティハートNo.8004
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080043

秋冬限定

コインチョコ

■ 重　量 ： 1個 約9g

※デザインとサイズが変わる場合がございます。

■ 重　量 ： 1個 約2g

大人から子供まで大人気。金貨のミルクチョコレー
ト。

コインチョコNo.8008
■原産国：イタリア■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080081

秋冬限定

■ 重　量 ： 1個 約9g■ 重　量 ： 1個 約2g

NEWプティ星

カラフルな銀紙に包まれた星型ミルクチョコレート
です。

NEWプティ星No.8108
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380081088

秋冬限定

ヨーロッパでは幸せを呼ぶといわれているてんとう
虫の銀紙で包んだミルクチョコレートです。

てんとう虫チョコNo.8085
■原産国：イタリア■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080852

秋冬限定

ミニカーの銀紙に包まれたクリーム入りミルクチョ
コレートです。

ミニカーチョコNo.8086
■原産国：イタリア■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080869

秋冬限定

スイートビッグハート

1個約10g、直径約4cm。鮮やかなシルバーとピンク
の包材に包まれた大きなハート型ミルクチョコレー
ト。

スイートビッグハートNo.8049
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080494

秋冬限定

販売開始日未定販売開始日未定
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※配色が変わる場合もございます。

■ 重　量 ： 1個 約3g ■ 重　量 ： 1個 約12-13g

風車が風に揺られて回っているような模様のキャンディー。
優しい色合いです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
■ 重　量 ： 1個 約12-13g

NEW 風車キャンディーNo.5135

4932380051357原産国 : 日本

産地、品種限定の国産果汁を使用した５種アソートのフルー
ツキャンディーです。

ジュースキャンディーまるごと果汁No.5146

4932380051463原産国 : 日本

いちご、パイン、青りんご、サイダー、グレープ、５つの味の組み
合わせが楽しめる２粒入り包装キャンディーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

キラキラスター（ピロ）No.5137

4932380051371原産国 : 日本

いちご、サイダー、オレンジ、３つの味の輝くビー玉のような個
包装キャンディーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ビー玉キャンディー（ピロ）No.5139

4932380051395原産国 : 日本

チューリップのお花の形が見た目にも可愛く、食べて美味し
い個包装キャンディーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

チューリップキャンディーNo.5143

4932380051432原産国 : 日本

イチゴ果汁入り、上品な甘さと風味がお口いっぱいに広がる
美味しいキャンディーです。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

いちごミルクキャンディーNo.5130

4932380051302原産国 : 日本

レモンの酸味とミルクの甘さが相性バグツン。甘酸っぱい美
味しさのキャンディーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

レモンミルクキャンディーNo.5131

4932380051319原産国 : 日本

香り豊かなコーヒーをそのまま凝縮。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

炭焼珈琲飴No.5020

4932380050206原産国 : 日本

パイナップルの甘酸っぱさが美味しい、パインの形の個包装
キャンディーです。

パインキャンディーNo.5144

4932380051449原産国 : 日本

スニッカーズミニチュア

ピーナッツ入りヌガーの上にピーナッツを並べてキ
ャラメルを絡め、ミルクチョコレートで全体を覆った
お菓子。食べやすい一口サイズです。

スニッカーズミニチュアNo.8051
■原産国：アメリカ■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080517

秋冬限定

※配色が変わる場合もございます。

かわいい包紙に包まれたハート型ミルクチョコレー
トミックス。

ちっちゃなハートチョコNo.8016
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080166

秋冬限定

かわいい包紙に包まれた星型ミルクチョコレートミックス。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ちっちゃな星チョコNo.8017

4932380080173原産国 : 日本

秋冬限定
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紅茶の味と香りがフワッと広がるキャンディー。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

紅茶飴No.5021

4932380050213原産国 : 日本

風味豊かな抹茶味。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

抹茶飴No.5022

4932380050220原産国 : 日本

コーヒー、紅茶、抹茶、3つの味のキャンディー。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ティーキャンディーミックスNo.5023

4932380050237原産国 : 日本

何が入っているかお楽しみのアソートキャンディーです。

ミックスキャンディーNo.5073

4932380050732原産国 : 日本

パステルカラーのハートの模様がかわいいビタミンC入りキ
ャンディーです。

ハートキャンディー（ピロ）No.5116

4932380051166原産国 : 日本

キウイ、マンゴー、パパイヤ、グァバ、ブルーハワイ、南国果実の
ミンツ入りキャンディー。

スターキャンディー（ミンツ入り）No.5096

4932380050961原産国 : 日本

オレンジ、レモン、イチゴ、メロン、グレープ、５種類の味の組み
合わせが楽しめるキャンディー。

ミニ手まりキャンディーNo.5026

4932380050268原産国 : 日本

※配色が変わる場合もございます。

ヨーグルト味をベースにした、イチゴ、メロン、バナナ、３つの
味のキャンディー。

サンリオミックスNo.5076

4932380050763原産国 : 日本

ピーチ、オレンジ、ストロベリー、レモン、メロン、サイダー、6つ
の味のキュートなハート型。

ファンシーハートNo.5025

4932380050251原産国 : 日本

可愛いクマ型のカラフルキャンディー。

ベアーキャンディーNo.5034

4932380050343原産国 : 日本

風味豊かな黒糖のど飴。

黒糖のど飴No.5054

4932380050541原産国 : 日本

シンプルなフルーツ味のキャンディー。

4932380050190原産国 : 日本

フルーツミックスキャンディーNo.5019
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いちご味のソフトキャンディーです。

イチゴチューイングキャンディーNo.6327

4932380063275原産国 : 日本

香りが口いっぱいに広がる爽やかなミント味。

ミントキャンディーマンジーニ No.5098

4932380050985原産国 : イタリア

フルーツキャンディーマンジーニ 

ラズベリー、ブルーベリー、オレンジ、ストロベリー、レモンの
フルーツ味。

No.5100

4932380051005原産国 : イタリア

渦巻きがかわいいカラフルな棒付きキャンディー。

ミニクルキャンディーNo.7005

4932380070051原産国 : 日本

子供達に大人気のうずまき棒付きキャンディー。

ペロペロ（中）No.7004

4932380070044原産国 : 日本

食べやすい大きさのカラフルなレモン味の棒付きキャンディ
ーです。

レインボーポップキャンディーNo.7026

4932380070266原産国 : 日本

甘いミルクの味がお口いっぱいに広がります。歯にくっつきに
くいキャラメルです。

ミルクキャラメルNo.6323

4932380063237原産国 : 日本

季節限定

10種類のハロウィン柄包装のレモン、オレンジ、グレープフル
ーツ、ストロベリー、ピーチ、グレープ、６つの味の小粒キャン
ディーです。

小粒ハロウィンキャンディーNo.5134

4932380051340原産国 : 日本

季節限定

クリスマス限定のフルーツキャンディーです。

クリスマスキャンディーNo.5045

4932380050459原産国 : 日本

季節限定

可愛い絵柄は４種類。ファンシーなハロウィン用キャンデ
ィー。

ハロウィンキャンディーNo.5101

4932380051012原産国 : 日本

透明感がきれいな星型棒付きキャンディー。

スターポップキャンディーNo.7008

4932380070082原産国 : 日本

秋冬限定

今季
販売再開時期未定

今季
販売開始時期未定

透明感がきれいなハート型棒付きキャンディー。

ラブポップキャンディーNo.7007

4932380070075原産国 : 日本

秋冬限定

今季
販売再開時期未定

今季
販売開始時期未定
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いろいろな大きさのラムネをミックスしました。

ラムネの山（ピロ）No.5307

4932380053078原産国 : 日本

大人気商品をポップなピロに包装しています。

ビッグコーラグミ（ピロ）No.5607

4932380056079原産国 : 日本

大人気商品をポップな柄のピロに包装しています。

ビッグサイダーグミ（ピロ）No.5608

4932380056086原産国 : 日本

ラズベリー、ブルーベリー、オレンジ、ストロベリー、４つの味
のゼリーです。

マンジーニフルーツゼリーNo.6531

4932380065316原産国 : イタリア

イチゴ味とサイダー味。くるくる渦巻きの寒天ゼリーです。

うずまきゼリー（ピロ）No.6530

4932380065309原産国 : 日本

グレープ、オレンジ、ストロベリー、メロン、パイン、グレープフ
ルーツ。６つの味の小さなサイコロ状のゼリーを２個ずつ包
装しました。

スクエアーフルーツゼリーNo.6544

4932380065446原産国 : 日本

天然果汁で身体もうれしい７種類の果物ゼリー。

果汁ミックスゼリーNo.6534

4932380065347原産国 : 日本

ストロベリー、レモン、オレンジ、チェリー、ピーチ、ブルーベリ
ー。６種類のフルーツ果汁たっぷりのゼリーです。

アンブロッソリーフルーツゼリーNo.6333

4932380063336原産国 : イタリア

つまようじでプチンと穴をあけると、するんと出てくる、見た
目も巨峰そのまま、２層の寒天ゼリーです。

巨峰ゼリーNo.6548

4932380065484原産国 : 日本

つまようじでプチンと穴をあけると、するんと出てくる、見た
目もマスカットそのまま、２層の寒天ゼリーです。

マスカットゼリーNo.6547

4932380065477原産国 : 日本

つまようじでプチンと穴をあけると、するんと出てくるサイダ
ー味の寒天ゼリーです。

サイダーゼリーNo.6549

4932380065491原産国 : 日本

つまようじでプチンと穴をあけると、するんと出てくるピーチ
味の寒天ゼリーです。

ピーチゼリーNo.6550

4932380065507原産国 : 日本
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● マシン用ガム ●

※配色が変わる場合もございます。

Gumball

※配色が変わる場合もございます。

国内最大級の直径約3.3cm。特大キングサイズのカラーガム
ボールです。

■ サイズ ： （直径）約3-3.3cm
■ 重　量 ： 1個 約23.3g

¥100 マシン用ガムボールNo.8506

4932380085062原産国 : 日本

直径2.1cmのカラーガムボールです。

■ サイズ ： （直径）約2.1cm
■ 重　量 ： 1個 約6.6g

¥20 マシン用ガムボールNo.8503

4932380085031原産国 : 日本

7色の直径1.7cmのカラーガムボールです。

■ サイズ ： （直径）約1.7cm
■ 重　量 ： 1個 約3.6g

¥10 マシン用ガムボール（ピンク入り）No.8501

4932380085017原産国 : 日本
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■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
■ 重　量 ： 1個 約12-13g

■ 重　量 ： 1個 約3g ■ 重　量 ： 1個 約12-13g

■ 重　量 ： 1個 約3g ■ 重　量 ： 1個 約12-13g ■ 重　量 ： 1個 約12-13g

麦パフにミルク、ホワイト、ストロベリー３色のチョコレート
をコーティング。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ムギチョコミックスNo.1017

4932380010170原産国 : 日本

秋冬限定

フリーズドライの苺を上質のチョコレートとココアパウダー
でコーティング。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

苺のチョコココアNo.1116

4932380011160原産国 : 日本

秋冬限定

しっとりとしたクッキーと高級チョコが溶け合う2つの美
味しさ。割れクッキー＆ナッツ入りミルクチョコと割れクッ
キー＆レーズン入りホワイトチョコのミックスです。
■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ロイヤルクッキーチョコミックスNo.1121

4932380011214原産国 : 日本

秋冬限定

ドライフルーツ入りヨーグルトチョコバー。贅沢感のあるケー
キのような美味しさ。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

フルーツヨーグルトチョコバーNo.1123

4932380011238原産国 : 日本

秋冬限定

アーモンドをチョコレートでコーティングした本格的な定
番チョコレートです。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm
■ 重　量 ： 1個 約3g

アーモンドチョコレートNo.1158

4932380011580原産国 : 日本

秋冬限定

ミルクチョコレートの中に小さいアメリカンマシュマロを贅
沢に閉じ込めました。見た目の楽しさと美味しさで人気の板
チョコです。
■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
■ 重　量 ： 1個 約12-13g

割りチョコ マシュマロNo.1133

4932380011337原産国 : 日本

秋冬限定

※トッピングは変更可能です。

Order Item
● 別注品 ●

■ 重　量 ： 1個 約3g

キュッと絞り出した形のチョコレートです。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

キスチョコミックスNo.1012

4932380010125原産国 : 日本

秋冬限定

■ 重　量 ： 1個 約12-13g

チョコレートの中に健康果実・クランベリーを贅沢に閉じ込
めました。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

割りチョコ クランベリーNo.1162

4932380011627原産国 : 日本

※トッピングは変更可能です。

秋冬限定

高級チョコと相性抜群のココナッツを贅沢に閉じ込めました
。甘い香りと口どけをご堪能ください。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
■ 重　量 ： 1個 約12-13g

割りチョコ ココナッツNo.1163

4932380011634原産国 : 日本

※トッピングは変更可能です。

秋冬限定



33

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

栄養価満点のゴーヤをドライに食べやすくしました。

ドライゴーヤNo.3139

4932380031397原産国 : タイ

■ 重　量 ： 1個 約12-13g

パインの芯の部分をドライ加工し、繊維質豊富で食べやすく
しました。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ドライパインコアスティックNo.3122

4932380031229原産国 : タイ

■ 重　量 ： 1個 約3g

柑橘系の爽やかな香りと酸味。程よい歯ごたえをお楽しみ
ください。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ドライレモンピールNo.3128

4932380031281原産国 : タイ

■ 重　量 ： 1個 約12-13g

メロンをソフトドライに食べやすくしました。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ドライソフトメロンNo.3132

4932380031328原産国 : タイ

■ 重　量 ： 1個 約12-13g

健康食品としても注目されているドラゴンフルーツをドライ
にしました。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ドライドラゴンフルーツNo.3137

4932380031373原産国 : タイ

■ 重　量 ： 1個 約2g

爽やかなレモン味のグミです。甘酸っぱくて美味しいです。

■ サイズ ： （長さ）約5cm （幅）約0.7cm
■ 重　量 ： 1個 約4g

サワーレモングミNo.1504

4932380015045原産国 : ハンガリー

4種類のベリー味が楽しめるソフトなグミです。

■ サイズ ： （縦）約2cm （横）約1.2cm （厚さ）約0.8cm

ゴールドベアーNo.1502

4932380015021原産国 : ハンガリー

チョコレートの山の中に香ばしい麦パフが詰まっています
。

ジャイアント麦パフチョコNo.1175

4932380011757原産国 : 日本

※形状が変わる場合がございます。

秋冬限定

ピリ辛の柿の種と珍しいオレンジ味のチョコレートが絶
妙でやみつきになる美味しさです。

■ サイズ ： （縦）約2.8cm （横）約0.9cm

オレンジ 柿の種チョコNo.1199

4932380011993原産国 : 日本

秋冬限定

■ 重　量 ： 1個 約0.7g

■ 重　量 ： 1個 約12-13g
■ サイズ ： （直径）約1.5～2cm
■ 重　量 ： 1個 約4～8g

パパイヤ、マンゴー、パイン、人気のドライフルーツをホワイト
チョコで包み、砂糖でコーティングしました。どのドライフル
ーツにあたるかは、お楽しみです！

サマーストーンチョコNo.1155

4932380011559原産国 : 日本

くまさんの顔を形どったミルクチョコレートです。

ベアチョコNo.1192
■原産国：日本■重量：1個 約3.1g

■サイズ ： （直径）約2.3～2.5cm （厚さ）約0.7cm
4932380011924

秋冬限定

ラーメン味のスナックにミルクチョコをたっぷりとか
けました。しょっぱさと甘さが調和が絶妙です！

ベビーラーメンチョコNo.1206
■原産国：日本

4932380012068

秋冬限定
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■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

国産小麦粉を使用したピーチクッキーです。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ピーチクッキーNo.4286

4932380042867原産国 : 日本

小粒ゼリーが宝石のようにちりばめられたストロベリー味の
クッキーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ジュエリークッキーストロベリーNo.4297

4932380042973原産国 : 日本

風味豊かなボーロ。かる～い食感です。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

みるくボーロNo.4298

4932380042980原産国 : 日本

国産小麦粉を使用したアップルクッキーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

アップルクッキーNo.4285

4932380042850原産国 : 日本

小さめで食べやすい風味豊かなボーロです。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ちびっこボーロNo.4299

4932380042997原産国 : タイ

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

西洋菓子マカロンが日本で独自に発展。香ばしいマコロンを
ご賞味ください。

■ サイズ ： （直径）約3cm （厚さ）約1.3-1.5cm
■ 重　量 ： 1個 約3-4g

マコロンNo.4284

4932380042843原産国 : 日本

サクッとした軽い食感、お口の中で蜜の香りがほど良く残る
うずまき模様のかりんとうです。

■ サイズ ： （縦）約1cm （横）約1.4cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約1.1g

うずまきかりんとうNo.2414

4932380024146原産国 : 日本

直径約2.45cmのビッグサイズのカラーガムボールです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

¥50 ガムボールNo.8505

4932380085055原産国 : 日本

７種類のミニキャンディーにストロベリー味の砂糖をコーテ
ィングしました。

■ サイズ ： （直径）約1.0～1.2cm
■ 重　量 ： 1個 約1.3g

トロピカルキャンディー
いちごシェイク

No.2676

4932380026768原産国 : 日本

７つの味のミニキャンディーとそのキャンディーを糖衣したキ
ャンディーとのミックスです。

トロピカルレッドNo.4520

4932380045202原産国 : 日本

いちごとミルクのミンツの中に砂糖コーティグされたキャン
ディーが入っています。

いちごミルクシェイクNo.4522

4932380045226原産国 : 日本

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

ミルクチョコレートにホワイトとストロベリーの組み
合わせ。２層の星型チョコレートです。

お星さまチョコNo.8084
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080845

秋冬限定
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サクサク軽い口当たりのショコラクッキー。香ばしい香り
と小麦の甘みが広がります。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

プレッツェル ショコラNo.4282

4932380042829原産国 : 日本

クランベリーを乗せたちょっと贅沢なクッキーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

クランベリークッキーNo.4287

4932380042874原産国 : 日本

※配色が変わる場合もございます。

色々な味の組み合わせも楽しめる５０種類のフレーバー。

■ サイズ ： （縦）約1cm （横）約1.5cm （厚さ）約0.8cm
■ 重　量 ：  1個 約1.1g

ジェリーベリーミックスNo.3019

4932380030192原産国 : タイ

見て楽しいユニークなカエル型手作りクッキー（バニラ味）。

■ サイズ ： （縦）約9.3cm （横）約6cm （厚さ）約0.7cm
■ 重　量 ： 1個 約23g

ファニーフロッグクッキーNo.4246

4932380042461原産国 : 日本

ユニークなクマ型手作りクッキー（バニラ味）。可愛いリボン
でおめかし。

■ サイズ ： （縦）約10.8cm （横）約7.3cm （厚さ）約0.5cm
■ 重　量 ： 1個 約25g

ハッピーベアバニラNo.4247

4932380042478原産国 : 日本

生姜の風味がこんぺいとうの甘さとあいまって絶妙です。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

こんぺいとう生姜No.3728

4932380037283原産国 : 日本

季節限定

クリスマス限定発売。イベントに最適です。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

サンタクッキーNo.4259

4932380042591原産国 : 日本

国産小麦粉を100%使用したベーシックなミルククッキーで
す。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

プレッツェル クッキーミルクNo.4281

4932380042812原産国 : 日本

消化を助ける効能もあるといわれる大根をドライにしまし
た。

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

ドライだいこんNo.3142

4932380031427原産国 : タイ

とっても大きな5色のカラーガムボールです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

超ビッグガムNo.3504

4932380035043原産国 : 日本

コーヒーの香りと甘みと味わい深い苦味のハーモニー。どこ
か懐かしい味わいです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

こんぺいとうコーヒーNo.3727

4932380037276原産国 : 日本

キラキラ輝くキャンディー。レモン味とコーラ味の２つの味が
楽しめます。

■ サイズ ： （縦）約1.5cm （横）約1.5cm
■ 重　量 ： 1個 約4.2g

レモン＆コーラ
シャインロックキャンディー

No.2678

4932380026782原産国 : 日本

秋冬限定



紅白模様の幸運をモチーフにしたキャンディー。お祝い行
事などにどうぞ。

寿キャンディーNo.5109

4932380051098原産国 : タイ

サイダー味の飴の中をタブレットの金魚が泳いでいる棒付き
キャンディーです。

夏金魚No.7025

4932380070259原産国 : 日本

ブルーベリー味が美味しい、夜空に輝くお星さまのような個
包装キャンディーです。

夜空のお星さまキャンディー（ピロ）No.5140

4932380051401原産国 : 日本

見た目も味もみかんの房そっくりの個包装キャンディーです。

みかんキャンディーNo.5145

4932380051456原産国 : 日本
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カラフルな虹色の個包装キャンディーです。

■ サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm

レインボーキャンディーNo.5141

4932380051418原産国 : 日本

ミルクキャンディーマンジーニ 

濃厚なミルクフィリング入りのキャンディーです。

No.5127

4932380051272原産国 : イタリア

■ サイズ ： （縦）約4cm （横）約2.5cm （厚さ）約0.5cm

秋冬限定

口どけの良いショコラをあるミピローで包装。ホワイ
トチョコの本来の美味しさをご堪能ください。

ショコラ生チョコホワイトNo.8068
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080685

大豆イソフラボンが含まれた香ばしいきな粉のチョ
コレートです。

きな粉チョコNo.8050
■原産国：日本■重量：1個 約12-13g

■サイズ ： （直径）約6cm （厚さ）約0.9cm
4932380080500

秋冬限定
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