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cho-59ima 

ウィットナンバーチョコ60入 

0～9番の数字アソートマーブルチョコ。 

通年販売  

cho-07 

カギッコチョコレート40入 

カギ形のマーブルチョコ。通年販売  

cho-90 

はたらく乗り物ランドチョコ70入 

車や乗り物の絵柄アソート。通年販売  

cho-89 

あつまれ！動物ランドチョコ70入 

動物絵柄アソート。通年販売  

cho-11 

むぎチョコ20入 

一袋13g。通年販売  

cho-61 

チョコフレーク20入 

一袋13g。通年販売  

cho-31 

マルルンマンチョコ約360g 

約168粒入 

ポット入り。通年販売チョコ／イチゴ 

             ホワイト 

cho-17 

ハローキティチョコマシュマロ80入 

チョコ入りマシュマロ。通年販売  

cho-20 

どらチョコ20入 

チョコペースト入り。1パック2個入。 

通年販売  

cho-26 

チョコカルシュー20入 

カルシウム入り。1パックに4個入。 

通年販売  

cho-05 

プチプチ占いチョコ30入 

1シート18粒付き、色アソート。通年販売  

cho-83 

うんチョコ24入 

可愛い動物が12種類入り。※バージョン
は随時変化します。通年販売  

cho-10 

ぷくぷくたい 各種10入 

さくさくエアインチョコ。通年販売チョコ 

             いちご 

cho-46 

ラ・リンカ（ハートチョコ） 450g約

110粒入 

cho-30 

プチハートチョコ20入 

ハートチョコが1パックに4粒入り。冬季のみ
の販売  

cho-22 

がんばれサッカーチョコ 360g入 

サッカーボール型のケースと包装。 

約65粒。冬季のみ販売  

cho-34 

ブラックサンダー20入 

ココアクッキー＆ハードビスケットのザクザク
食感。冬季のみの販売  

cho-45 

トミカチョコ 連続当り付50付+4 

チョコの形は6種類。冬季のみ販売  

cho-08 

チョコフォーカステラ30入 

円盤型のカステラにチョコのコーティング。
冬季のみ販売  

cho-18 

チョコバット60入 

お馴染みの人気商品。冬季のみ販売  

   菓子  ～チョコ～ 



sun-01 

うまい棒 各種30入 

 サラミ／シュガーラスク／メンタイ／やさいサラダ／チーズ／コーンポタージュ／ピザ／
チキンカレー／たこやき／テリヤキバーガー／なっとう／牛タン／焼き鳥 

sun-13 

なつかしカレー味20入 

ピリッと辛いカレー味あられ  

sun-24 

チーズあられ20入 

一袋約20g。くせになるチーズ味  

sun-02 

もち太郎30入 

ピーナツ入り塩味のあられ  

sun-03 

キャベツ太郎30入 

超定番！サクっとかるーいソース味  

sun-04 

もろこし輪太郎30入 

輪っかになったお馴染みのコーンスナック  

sun-19 

玉葱さん太郎30入 

玉ねぎが苦手なお子様にも！  

sun-14 

かっぱえびせん24入 

一袋26g。カルシウム入り  

sun-15 

ポテトチップス コンソメ24入 

一袋28g。あきないおいしさ！  

sun-18 

リスカのハートチップル15g30入 

焼肉焙煎にんにく味のハート型スナック  

sun-06 

リスカのコーンポタージュ20g30入 

スープのまろやかさとコーンスナックのサクサ
クがコラボレーション  

men-01 

ラーメン屋さん太郎30入 

食べきりサイズ8g。パンチの効いた濃い目の
チキン味  

men-02 

やきそば屋さん太郎30入 

食べきりサイズ8g。あっさり焼きそば味  

men-04 

キムチラーメンのどん30入 

一袋28g。平成元年から愛され続ける 

当社オリジナルスナック  

men-05 

ベビースターラーメンチキン30入 

一袋23g。 

ロングセラーの一番人気フレーバー  

men-06 

ブタメン とんこつ30入 

風味豊かなとんこつ味  

men-08 

ブタメン しょうゆラーメン30入 

食欲そそるしょうゆ味  

men-10 

ペペロンチーノ30入 

ラーメンでOK、パスタでOK！  

men-14 

ぐるぐるもんじゃ12入 

お湯を注いで混ぜるだけのもんじゃ風 

    

    

    

    

    

3     菓子 ～スナック～ 
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zer-10 

ねじり棒ゼリー24入 

ぐるぐるチューブ入り。4色アソート  

zer-07 

ジャンボネオンゼリー50入 

5色アソート  

zer-06 

こんにゃくゼリー50入 

5色アソート  

zer-04 

チュッチュゼリー（ロングゼリー） 

30入 

約41㎝のロングゼリー。色アソート  

ame-03 

あわ玉（ポット入） 各種100入+3 

懐かしポット入り当たり付き飴コーラ／サイ
ダー／レモンライム／グレープ／リンゴ 

ame-18 

あめ玉（ポット入） 各種100入+3 

 巨峰／サイダー／北海道牛乳／ 

コーラ／レモン 

ame-24 

どんぐりガム（ポット入） 各種100

入+3 

 コーラ／サイダー／ぶどう／アップル／
ピーチ 

ame-06 

不二家ポップキャンディー 21本

入6袋入 

棒付フルーツキャンディー4種アソート  

ame-19 

NEWダイヤキャンディー100入 

1袋に2粒入り、味アソート  

ame-20 

サイダーキャンディー100入 

コイン型サイダー味  

ame-21 

フルーツキャンディー100入 

オレンジ、パイン、グレープ、バナナ等 

味アソート  

ame-23 

ミルクキャラメル120入 

個包装のポット入りミルクキャラメル  

ame-04 

1㎏パインアメ約200粒入 

ロングセラー商品のお徳用サイズ  

ame-05 

1㎏あわ玉（アソート袋入） 

約200粒入 

ame-35 

1㎏ミックスピローAキャンディー 

約240粒入 

ame-36 

キティキャンディー100入 

ストロベリー、バナナ、メロンの味アソート  

ame-61 

まね金飴 1㎏約192粒入 

金箔入りのキラキラ招き猫柄キャンディー  

ame-50 

ありがとうキャンディー1kg約300粒

入 

色々な国の言葉で「ありがとう」が入った
キャンディー。プチギフトにおすすめ  

ame-39 

ファンシースターキャンディー1㎏

約210粒入 

かわいい星形の味アソートキャンディー  

ame-40 

ファンシーハートキャンディー1㎏

約310粒入 

たっぷり入って人気No.1のハート形 

味アソートキャンディー  

菓子 ～ゼリー・キャンディ～ 



gam-02 

マルカワ角ガム 各種55入+5 

当り付き角ガムコーラ／フィリックス（イチゴ）／ヨーグルト 

青りんご／ぶどう 

gam-29wa 

トップガムワンピース マリオ リラックマ サンリオ 
当り付き角ガム 種類多数。詳しくはHPでご確認下さい  

gam-28 

マーブルガム（4粒入）各種24入 

 オレンジ／グレープ／ドラえもん（コーラ）／
カービィ（コーラ）／フィリックス（イチゴ） 

gam-22 

そのまんまガム 各種20入 

3個に1個、超すっぱい！グレープ／ 

コーラ／ソーダ 

gam-39 gam-40 

赤ベーガム、青ベーガム 50入+3 

当り付き。お口の中が赤くなったり青くなった
り  

gam-23 

玉出しガム 各種120付+42 

箱のレバーを押すと出てくる当り付 

マーブルガム  

gam-30 

詰替用マーブルガム100付+51 

玉出しガム用の箱などに詰替えられる当り
付マーブルガム  

ika-01 

蒲焼さん太郎60入 

蒲焼き風味の定番駄菓子  

ika-02 

焼肉屋さん太郎60入 

ピリ辛焼肉味  

ika-03 

わさびのり太郎60入 

お子様注意！つーんとくるわさび味  

ika-04 

酢だこさん太郎60入 

おつまみにもぴったりのくせになるすっぱさ  

ika-05 

甘いか太郎 キムチ味30入 

甘辛いキムチ風味  

ika-22 

のしいか太郎20入 

リンゴ酢とはちみつ入り  

ika-35 

よっちゃんカットいか当り付40入+5 

食べやすいサイズのカット酢イカ  

ika-40 

タラタラしてんじゃねーよ20入 

辛口エスニック風味おつまみ系駄菓子  

ika-52 

するめソーメン（いかソーメン）30入 

一本の長さ約10cm。 

お子様にも食べやすい  

ika-99 

新スルメジャーキー50入 

噛み応えのあるジャーキーみたいな 

イカ珍味  

ika-44 

まるごと酢いか24本入 

まるごとで食べ応え抜群。 

昔懐かしいポット入り  

ika-11 

信玄いか80本入 

程よい大きさで食べやすい串付き酢イカ  

    

    

    

    

   

5 菓子 ～ガム・珍味～ 
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■当り付菓子について■   

●の表示がある商品は、小売店様向け当
たり付き菓子です。当たり用のおまけが入っ
ている場合は、「＋30」などと記載していま
す。当たりが出たらもう一つ渡して下さい。
金券付き菓子の場合は、同額の商品と引
き換えて下さい。  ata-02 

どりこの棒きなこ当40付+10 

楊枝の先が赤くなっていたら当り  

ata-04 

糸引き飴フルーツ60付 

なつかしのフルーツ型糸引きあめ  

ata-09 

コリスガム大当80付 

当った番号の商品がもらえるガムのくじ  

ata-15 

ヤッターメン100付+40 

金券付きラーメンスナック  

ata-28 

ニャンとかしてケロミンツ100付+54 

金券付きソーダミンツ  

ata-45 

この人だあれ？ミンツ100付+35 

金券・歴史人物シール付きソーダミンツ  

ata-34 

コーラボトルグミ ata-33 ラムネ

ボトルグミ 100付+45 

金券付きボトル型グミ  

k-2-10 

ねりあめ 当り付50付+2 

当り付き、色アソート  

k-2-14 

モロッコヨーグル60付+10 

ヨーグルト風味のなつかし駄菓子  

ram-01 

あべっこラムネ50入 

オレンジ、グレープ、イチゴ、レモン、メロンの
5種入り  

ram-03 

ボトルラムネ20入 

グレープ、サイダー、コーラ、メロンサイダー
の4種入り  

ram-07 

シガレットラムネ 各種30入 

かわいい箱入りコーラ／サワー 

ram-08 

ミニラムネ 各種30入 

缶型容器入りコーラ／サワー 

ram-10 

ピースラムネ40入 

カラフルなセロファン紙包装の懐かしラムネ  

ram-14 

果物型容器入 ピローフルーツ

ラムネ30入 

フルーツ型の容器入り  

k-1-12 

棒かる（カルメ焼き）100本入 

食べやすい棒付のカルメ焼き。ポット入り  

k-1-14 

梅ジャム40入+2 

一袋13g。パンなどに塗っても♪  

k-1-11 

ふがし（小）30入 

単品サイズ約7×3.5×2.5cm  

k-1-03 

ハイチュウ100入 

4種類のアソート。] 

※種類は随時変化します  

菓子 ～当たり付き・ラムネ～ 
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k-1-13 

チーズおやつ48入 

チーズ＆タラで間違いのないおいしさ  

k-1-08 

おやつカルパス50入 

一口サイズのミニカルパス  

k-2-03 

ふがし（大）30入 

単品サイズ約11×3.5×3cm  

k-2-08 

色とんがり（ソフト菓子）50入 

1袋4個入り、色アソート  

k-2-12 

夜空の星40入 

カップ入りのカラフルコンペイトウ  

k-2-17 

粉末ジュースフルーツ50入 

パイン、グレープ、イチゴ、メロン、オレンジの
5種類入り  

k-2-19 

こざくら餅40入 

桜色1センチ角の餅が10個入り  

k-2-20 

ミックス餅40入 

3色アソート1センチ角の餅が10個入り  

k-2-25 

ミルクセンベイ20入 

せんべい直径約8.5cm、色アソート。 

一袋9枚入り  

k-3-02 

人参あられ30入 

人参型の袋が特徴の懐かしいポン菓子  

k-3-03 

ビッグカツ30入 

ボリューム感のあるカツ風駄菓子  

k-3-05 

きなこ棒3本入り15入 

便利な3本小袋入り  

k-3-21 

ウメトラ兄弟20入 

かつお風味の梅漬け3個入り  

k-3-06 

東豊 ポテトフライ 各種20入 

 フライドチキン／カルビ／じゃが塩バター 

k-3-07 

ヤングドーナツ20入 

1袋に4個入りの一口サイズドーナツ  

k-3-23b 

ペンシルカルパス40入 

食べ応えのある約14.5cmのロングタイプ  

k-3-26 

ソースせんべい10入 

せんべい直径約8.7cm、一袋約8枚入り。
特製ソース付き  

kta-54c 

お菓子詰め合せ  カラーランチ

バッグ入1セット 

カラー不織布バッグ入りお菓子8点セット。

kta-54d 

お菓子詰め合せ  

ディズニーランチバッグ入1セット 

大人気キャラクター柄のバッグに入ったお
菓子8点セット。柄はおまかせになります。 

【当社オリジナル商品 

プレゼントや販促品として最適！】   

   

菓子 ～懐かし・その他～ 




