
カカオ脂肪分 1.5%

カカオ脂肪分 1.5%

カカオ脂肪分 0.9%

果汁･果肉 11%

カカオ脂肪分 1.6%

カカオ脂肪分 0.8%
果汁･果肉 7%

カカオ脂肪分 0.8%
果汁･果肉 7%

果汁･果肉 6%

カカオ脂肪分 0.9%

カカオ脂肪分 1.6%

果汁･果肉 8%

カカオ脂肪分 1.6%

カカオ脂肪分 0.6%
果汁･果肉 6%

カカオ脂肪分 0.7%
果汁･果肉 7%

カカオ脂肪分 0.7%
果汁･果肉 8%

カカオ脂肪分 1.4%

果汁･果肉 8%

カカオ脂肪分 1.2%

カカオ脂肪分 0.9%

果汁･果肉 10%

カカオ脂肪分 1.7%

果汁 9%

カカオ脂肪分 0.9%
果汁･果肉 7%

カカオ脂肪分 1.4%

カカオ脂肪分 1.6%

果汁･果肉 11%

カカオ脂肪分 0.8%

果汁 9%

カカオ脂肪分 3.8%

果汁 8%

果汁・果肉 4%

商　品　名 種類別
無脂乳固形分

(%)
乳脂肪分

(%)

アイスクリームケーキ成分規格情報 更新日：2023年4月20日
　商品の改良･規格変更等に伴い、予告なく内容を変更する場合があります。
　二次転用はご遠慮ください。

原　材　料　名

31デコケーキ フラワー パステルブルー
(アイスクリームケーキ本体部分) アイスクリーム 9.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、キャラメル、水飴、チョコレート、還元水飴、ココア／香料、乳化剤、安定剤(CMC、増
粘多糖類)、メタリン酸Na、pH調整剤、着色料(アイスクリーム部：黄4、黄5、デコレーションホイップ部：青1)、(一部に乳成分・大豆を含む)

31デコケーキ パステルブルー　(アイスクリームケーキ本体部分)
アイスクリーム 9.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、キャラメル、水飴、チョコレート、還元水飴、ココア／香料、乳化剤、安定剤(CMC、増
粘多糖類)、メタリン酸Na、pH調整剤、着色料(アイスクリーム部：黄4、黄5、デコレーションホイップ部：青1)、(一部に乳成分・大豆を含む)

サンリオキャラクターズ パレット４

【チョコレート・クッキーアンドバニラ ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、水飴、チョコレート、クッキークランチ、ココア、還元水飴／乳化剤、安定剤
(増粘多糖類、CMC)、香料、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：カロチノイド、チョコレート部：酸化チタン、カロチノイド、赤40、黄4、青1、フラボ
ノイド、赤3、黄5)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

9.0
乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、ストロベリー果肉、ストロベリーソース、スポンジ、チョコレート、水飴、還元水飴／香
料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、酸味料、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、カロチノイド、果実色素、チョコレート部：黄4、赤3、酸化チ
タン、赤40、青1)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョップドチョコレート・キャラメルリボン ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、チョコレート、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、キャラメル、水飴、還元水飴、ココア／香料、乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(チョコレート部：カロチノイド、赤40、黄4、酸化チタン、青1、アイスクリーム部：黄4、黄5、デコレーション
ホイップ部：赤102)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、キャンディ、スポンジ、チョコレート、水飴、ムースパウダー、還元水飴／乳化剤、香
料、安定剤(増粘多糖類、CMC)、炭酸、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：カロチノイド、酸化チタン、黄4、フラボノイ
ド、青1、赤3、黄5、デコレーションホイップ部：青1)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ストロベリー＆バニラ（+ストロベリーリボン）  ピースケーキ】
アイスクリーム 7.5

31デコケーキフラワー ホワイト
(アイスクリームケーキ本体部分) アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、ストロベリー果肉、水飴、チョコレート、還元水飴／乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖
類、CMC)、酸味料、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、カロチノイド、果実色素)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む)

31デコケーキ ホワイト  (アイスクリームケーキ本体部分)
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、ストロベリー果肉、水飴、チョコレート、還元水飴／乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖
類、CMC)、酸味料、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、カロチノイド、果実色素)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む)

ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ アイスクリーム 8.5 10.0
乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、ストロベリー果肉、水飴、キャンディ、ムースパウダー、チョコレート、還元水飴／乳化
剤、香料、安定剤(増粘多糖類、CMC)、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、青1、赤40、黄5、果実色素、黄4、カロチノイド、チョコレート部：黄4、赤
3、酸化チタン、デコレーションホイップ部：フラボノイド、黄4、黄5)、酸味料、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む)

ポッピング "ミニオン" アイスクリーム 9.5 10.5
乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、チョコレート、水飴、キャンディ、ムースパウダー、還元水飴／乳化剤、香料、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、カロチノイド、黄4、チョコレート部：カロチノイド、黄4、フラボノイド、酸化チタン、青
1、赤3、デコレーションホイップ部：黄4)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む)

スヌーピー ワンダフルデイズ
アイスクリーム 9.5 10.0

デコレーションホイップ(国内製造)、乳製品、砂糖、チョコレート、キャラメル、水飴、クッキークランチ、還元水飴、ココア、ストロベリー風味加工品／
着色料(アイスクリーム部：黄4、黄5、チョコレート部：カロチノイド、赤3、酸化チタン、黄4、青1、赤40、デコレーションホイップ部：フラボノイド、赤
102)、香料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、酸味料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)

すみっコぐらし アイスクリームケーキ アイスクリーム 7.5 9.0

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、ストロベリー果肉、キャラメル、水飴、砂糖菓子、還元水飴、チョコレート／香料、乳化
剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、酸味料、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、果実色素、黄4、黄5、カロチノイド、砂糖菓子部：青1、黄4、赤102、
赤106、チョコレート部：黄4、青1、カロチノイド、酸化チタン、赤3、デコレーションホイップ部：黄4、赤102)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・
大豆・ゼラチンを含む)

アニア きょうりゅうケーキ アイスクリーム 10.0 10.5
乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、チョコレート、水飴、キャンディ、ムースパウダー、ココア、還元水飴／乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、香料、炭酸、メタリン酸Na、着色料(デコレーションホイップ部：カラメル、黄4、青1、アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、
チョコレート部：カロチノイド、赤40、黄4、酸化チタン、青1)、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む)

トイ・ストーリー / パレット８

【ストロベリーチョコチップ・ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、スポンジ、砂糖、デコレーションホイップ、チョコレート、ストロベリー果肉、水飴、キャンディ、ムースパウダー、還元
水飴／香料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、青1、赤40、黄5、果実色素、黄4、カロチノイド、チョコレー
ト部：酸化チタン、黄5、赤40、黄4、青1、赤3)、酸味料、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョコレート・ラブポーションサーティワン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、デコレーションホイップ、水飴、チョコレート、ラズベリーソース、ラズベリー加工品、ココア、ハート型
菓子、還元水飴、チョコビッツ／香料、乳化剤、安定剤(増粘多糖類、CMC)、酸味料、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：赤40、赤102、黄4、
青1、チョコレート部：酸化チタン、赤3、フラボノイド、赤40、黄4)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんごを含む)

【バニラ・クッキーアンド抹茶 ピースケーキ】
アイスクリーム 10.0 11.0

乳製品(国内製造、外国製造)、スポンジ、砂糖、デコレーションホイップ、水飴、チョコレート、クッキークランチ、還元水飴、まっ茶／香料、乳化剤、
安定剤(CMC、カゼインNa、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：カラメル、カロチノイド、黄4、青1、チョコレート部：黄4、青1、酸化チタン、赤40)、
ビタミンC、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョコレートチップ・ベリーベリーストロベリー ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0 9.0

乳製品(国内製造、外国製造)、スポンジ、チョコレート、砂糖、ストロベリー果肉、デコレーションホイップ、水飴、還元水飴／香料、乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、カロチノイド、果実色素、チョコレート部：青1、酸化チタン、赤3、フラボノイド、黄4)、酸味
料、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ミルクチョコレート・チョコビッツアンドチョコレート ピースケーキ】
アイスクリーム 9.0 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、水飴、チョコビッツ、ココア、デコレーションホイップ、チョコレート、還元水飴／乳化剤、安定剤(増粘
多糖類、CMC)、香料、メタリン酸Na、着色料(チョコレート部：酸化チタン、フラボノイド、黄4、黄5、青1、赤3)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・
大豆を含む)

【メロンオーレ風味・ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 11.0

乳製品(国内製造、外国製造)、スポンジ、砂糖、デコレーションホイップ、チョコレート、水飴、キャンディ、ムースパウダー、還元水飴／香料、乳化
剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：黄4、酸化チタン、青1、赤40)、メタリン酸Na、pH調
整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ストロベリー・ストロベリーチーズケーキ ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0 8.5

乳製品(国内製造、外国製造)、スポンジ、砂糖、デコレーションホイップ、ストロベリーソース、ストロベリー果肉、チーズケーキキューブ、チョコレー
ト、水飴、チーズケーキ風味加工品、還元水飴／香料、乳化剤、酸味料、安定剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、果実色
素、カロチノイド、チョコレート部：酸化チタン、黄5、赤40、黄4、青1)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョップドチョコレート・キャラメルリボン ピースケーキ】
アイスクリーム 9.0 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、キャラメル、チョコレート、デコレーションホイップ、水飴、還元水飴、ココア／香料、乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：黄4、黄5、チョコレート部：黄5、酸化チタン、赤40、黄4、青1)、pH調整剤、(一部に乳
成分・卵・小麦・大豆を含む)

パレット６ セレクション

【チョコレート・クッキーアンドバニラ ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、水飴、クッキークランチ、チョコレート、ココア、還元水飴、洋酒／乳化剤、
安定剤(増粘多糖類、CMC)、香料、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：カロチノイド、チョコレート部：酸化チタン、黄4、黄5)、(一部に乳成分・
卵・小麦・大豆を含む)

10.5
乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、チョコレート、デコレーションホイップ、スポンジ、水飴、コーヒー、還元水飴、ココア、洋酒／乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：カラメル)、香料、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、スポンジ、キャンディ、水飴、ムースパウダー、チョコレート、還元水飴、洋酒／乳化
剤、香料、安定剤(増粘多糖類、CMC)、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：赤3)、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小
麦・大豆を含む)

【ストロベリー・ストロベリーチーズケーキ ピースケーキ】
アイスクリーム 7.5 8.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、スポンジ、ストロベリー果肉、水飴、ストロベリーソース、チーズケーキキューブ、チー
ズケーキ風味加工品、還元水飴、チョコレート、ストロベリー風味加工品／安定剤(加工デンプン、増粘多糖類、CMC)、香料、乳化剤、酸味料、着色
料(アイスクリーム部：野菜色素、果実色素、カロチノイド、デコレーションホイップ部：赤102)、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョップドチョコレート・ジャモカコーヒー ピースケーキ】
アイスクリーム 10.0

【ラブポーションサーティワン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、スポンジ、ハート型菓子、ラズベリーソース、水飴、ラズベリー加工品、チョコビッツ、
チョコレート、還元水飴、洋酒／香料、酸味料、乳化剤、安定剤(増粘多糖類、CMC)、着色料(アイスクリーム部：赤40、赤102、黄4、青1、チョコレー
ト部：黄4、青1、赤3)、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんごを含む)

【キャラメルリボン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、キャラメル、デコレーションホイップ、砂糖、スポンジ、水飴、還元水飴、キャラメルソース、洋酒／香料、乳化剤、安
定剤(増粘多糖類、CMC)、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：黄4、黄5)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

ポケモン パレット4

【ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、キャンディ、スポンジ、水飴、チョコレート、ムースパウダー、還元水飴、洋酒／乳化
剤、香料、安定剤(増粘多糖類、CMC)、炭酸、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：赤3、青1、酸化チタン、黄4、赤40)、
メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョコレートチップ・ベリーベリーストロベリー ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、デコレーションホイップ、砂糖、チョコレート、ストロベリー果肉、スポンジ、水飴、還元水飴／香料、乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、着色料(チョコレート部：黄4、赤3、酸化チタン、赤40、青1、アイスクリーム部：野菜色素、カロチノイド、果実色素、デコレーショ
ンホイップ部：赤102)、酸味料、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ミルクチョコレート・チョコビッツ入りチョコレート ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5

ディズニープリンセス / パレット６

【クッキー入りキャラメルリボン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0 9.0

乳製品(国内製造、外国製造)、キャラメル、スポンジ、砂糖、クッキークランチ、デコレーションホイップ、水飴、砂糖菓子、還元水飴／香料、乳化
剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(砂糖菓子部：赤102、フラボノイド、黄4、青1、アイスクリーム部：黄4、黄5)、pH調整剤、(一部
に乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチンを含む)

10.5
乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、水飴、チョコレート、ココア、チョコビッツ、還元水飴／乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、香料、着色料(チョコレート部：カロチノイド、酸化チタン、フラボノイド、黄4、赤3、デコレーションホイップ部：黄
4)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョップドチョコレート・キャラメルリボン ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、デコレーションホイップ、チョコレート、スポンジ、キャラメル、水飴、還元水飴、ココア、洋酒／香料、乳化剤、
安定剤(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(チョコレート部：酸化チタン、フラボノイド、黄4、黄5、アイスクリーム部：黄4、黄5)、(一部に乳成
分・卵・小麦・大豆を含む)

9.0
乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、ストロベリー果肉、スポンジ、デコレーションホイップ、水飴、ブルーベリー加工品、還元水飴、チョコレート／香
料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、酸味料、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、クチナシ、果実色素、カロチノイド、チョコレート部：赤3、青
1、酸化チタン、黄4、黄5、デコレーションホイップ部：黄4)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【パステルブルーチョコレート&ホワイトバニラ ピースケーキ】
アイスクリーム 10.0 11.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、デコレーションホイップ、水飴、チョコレート、還元水飴／香料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖
類)、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：青1、チョコレート部：青1)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ポッピングシャワー ピースケーキ】
アイスクリーム 9.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、キャンディ、デコレーションホイップ、水飴、砂糖菓子、ムースパウダー、還元水飴、チョコレート／乳
化剤、安定剤(増粘多糖類、CMC)、香料、炭酸、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：黄4、赤3、デコレーションホイップ
部：赤102、砂糖菓子部：青1、黄4)、メタリン酸Na、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチンを含む)

【ベリーベリーストロベリー&ブルーベリー ピースケーキ】
アイスクリーム 8.0

50th アニバーサリー パレット４

【ストロベリーチーズケーキ ピースケーキ】

アイスクリーム 9.5 10.5
乳製品(国内製造、外国製造)、キャンディ、砂糖、水飴、スポンジ、デコレーションホイップ、ムースパウダー、チョコレート、還元水飴、洋酒／乳化
剤、香料、安定剤(増粘多糖類、CMC)、炭酸、着色料(アイスクリーム部：青1、赤40、黄5、黄4、チョコレート部：黄4、青1、赤3)、メタリン酸Na、(一部
に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【チョコビッツ入りチョコレート&ホワイトチョコレート ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、水飴、デコレーションホイップ、砂糖菓子、チョコビッツ、ココア、還元水飴／乳化剤、安定剤(CMC、
増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、着色料(砂糖菓子部：赤102、デコレーションホイップ部：黄4)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・ゼラチ
ンを含む)

【ラブポーションサーティワン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、スポンジ、ハート型菓子、デコレーションホイップ、ラズベリーソース、水飴、ラズベリー加工品、チョコビッツ、
チョコレート、還元水飴／香料、酸味料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：赤40、赤102、黄4、青1、
チョコレート部：カロチノイド、デコレーションホイップ部：赤102)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんごを含む)

【チョップドチョコレート ピースケーキ】
アイスクリーム 10.0 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、チョコレート、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、水飴、ココア、還元水飴／乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖
類)、香料、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

アイスクリーム 8.0 9.0
チーズケーキキューブ(アメリカ製造)、乳製品、ストロベリーソース、砂糖、スポンジ、水飴、デコレーションホイップ、チーズケーキ風味加工品、還元
水飴、ストロベリー風味加工品／香料、酸味料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、着色料(アイスクリーム部：野菜色素、デコレーションホイップ
部：赤102)、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)

【ラブポーションサーティワン ピースケーキ】
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、ハート型菓子、砂糖、デコレーションホイップ、スポンジ、ラズベリーソース、水飴、ラズベリー加工品、チョコビッツ、
還元水飴、洋酒／香料、酸味料、乳化剤、安定剤(CMC、増粘多糖類)、メタリン酸Na、着色料(アイスクリーム部：赤40、赤102、黄4、青1)、(一部に
乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんごを含む)

【ポッピングシャワー ピースケーキ】



更新日：2023年4月20日
　商品の改良･規格変更等に伴い、予告なく内容を変更する場合があります。
　二次転用はご遠慮ください。

果汁・果肉18%

カカオ脂肪分 3.8%

果汁・果肉15%

コットンキャンディ
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、わた菓子風味加工品、砂糖、水飴／着色料(野菜色素、青1)、酸味料、香料、乳化剤、安定剤
(CMC、増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む)

ポッピングシャワー
アイスクリーム 9.5 11.0

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、キャンディ、水飴、ムースパウダー／乳化剤、安定剤(増粘多糖類、CMC)、香料、炭酸、
着色料(青1、赤40、黄5、黄4)、(一部に乳成分・大豆を含む)

ベリーベリーストロベリー
アイスクリーム 8.0 9.0

乳製品(国内製造、外国製造)、ストロベリー果肉、砂糖、水飴／香料、安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳化剤、酸味料、果実色
素、野菜色素、(一部に乳成分を含む)

バニラ
アイスクリーム 10.5 11.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、水飴／香料、安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳化剤、カロチノイド色素、(一部に乳成分を
含む)

キャラメルリボン
アイスクリーム 8.5 9.5

乳製品(国内製造、外国製造)、キャラメル、砂糖、水飴／香料、安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳化剤、着色料(黄4、黄5)、(一部
に乳成分を含む)

チョップドチョコレート
アイスクリーム 10.5 10.5

乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、チョコレート、水飴、ココア／安定剤(CMC、増粘多糖類)、乳化剤、(一部に乳成分・大豆
を含む)

オレンジソルベ
氷菓 - -

砂糖(国内製造)、水飴、オレンジ加工品／酸味料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、着色料（黄5、黄4)、香料、(一部にオレンジ
を含む)

商　品　名 種類別
無脂乳固形分
（％）

乳脂肪分
（％）

原　材　料　名

ポーションカップ成分規格情報


