
オーストラリアからやってきた、グルテンフリー食品です。

パスタからお菓子、製菓材料まで、バラエティー豊かな商品が揃っています。

株式会社アレルギーヘルスケア

特定原材料8品目（卵・小麦・乳・そば・落花生・かに・えび・くるみ）不使用
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パスタ

とうもろこしやお米を主原料に使ったパスタ

です。特定原材料８品目不使用ですので、

みんな一緒にお召し上がりいただけます。

お米とコーンのパスタ スパイラル

お米とコーンのパスタ ペンネお米とコーンのパスタ マカロニ

お米とコーンのパスタ ミニラザニア お米とコーンと野菜のパスタ ファームアニマル

お米ととうもろこしで作った、グル

テンフリーの螺旋状のパスタです。

お米ととうもろこしで作った、グル

テンフリーのパスタ（ペンネ）です。

お米ととうもろこしで作った、グルテ

ンフリーのマカロニです。

お米とコーンと野菜で作った、グルテ

ンフリーのどうぶつの形のパスタで

す。

お米ととうもろこしで作った、グルテ

ンフリーの平たいパスタです。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

商品コード	 :	393006

EAN(JAN)		:	720516020230

内容量	 	 :	250g

賞味期限		 :	製造日より720日

標準茹で時間	:	約8.5分

商品サイズ	 :	250×170×50	mm

原材料名		 :	米粉、とうもろこし粉

商品コード	 :	393018

EAN(JAN)		 :	720516021251

内容量	 :	200g

賞味期限	 :	製造日より720日

標準茹で時間	:	8分～10分

商品サイズ	 :	185×130×40	mm

原材料名	 :	米粉、とうもろこし粉、ほうれ

ん草、ビーツ

商品コード	 :	393010

EAN(JAN)		:	720516020797

内容量	 	 :	250g

賞味期限	:	 製造日より720日

標準茹で時間	:	約8.5分

商品サイズ	 :	250×160×45	mm

原材料名		 :	米粉、とうもろこし粉

商品コード	 :	393008

EAN(JAN)		:	720516020353

内容量	 	 :	250g

賞味期限		 :	製造日より720日

標準茹で時間	:	約8.5分

商品サイズ	 :	240×125×40	mm

原材料名		 :	米粉、とうもろこし粉

商品コード	 :	393011

EAN(JAN)		:	720516021008

内容量	 	 :	200g

賞味期限		 :	製造日より720日

標準茹で時間	:	約9分

商品サイズ	 :	190×160×85	mm

原材料名		 :	米粉、とうもろこし粉

熱量	 367kcal

たんぱく質	6.3g

脂質	 0.9g

炭水化物	 79.8g

食塩相当量	 0.003g

熱量	 367kcal

たんぱく質	6.3g

脂質	 0.9g

炭水化物	 79.8g

食塩相当量	 0.003g

熱量	 367kcal

たんぱく質	6.3g

脂質	 0.9g

炭水化物	 79.8g

食塩相当量	 0.003g

熱量	 368kcal

たんぱく質	6.3g

脂質	 0.9g

炭水化物	 79.7g

食塩相当量	 0.g

熱量	 367kcal

たんぱく質	6.3g

脂質	 0.9g

炭水化物	 79.8g

食塩相当量	 0.003g

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

アレルゲン

アレルゲンアレルゲン

アレルゲンアレルゲン

該当なし

該当なし該当なし

該当なし該当なし
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製菓材料

とうもろこし粉や米粉、馬鈴薯でん粉を主原

料に使ったミックス粉です。特定原材料7品

目不使用ですので、みんな一緒にお召し上が

りいただけます。

エッグリプレーサー

グルテンフリー セルフ・レイジング・フラワー チョコレートマフィンミックス

お菓子作りなどに、卵の代わりとして

ご利用下さい。

多くのレシピで小麦粉と同様にご利用

いただけるグルテンフリーのミックス

粉です。

簡単にチョコレートマフィンを楽しん

でいただける、小麦・乳製品・卵不使

用のグルテンフリーのミックス粉です。 

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

商品コード	 :	393101

EAN(JAN)		 :	720516010552

内容量	 :	200g

賞味期限	 :	製造日より720日

商品サイズ	 :	184×100×37	mm

原材料名	 :	馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉／増

粘剤（メチルセルロース）、膨張

剤、pH調整剤（クエン酸）

商品コード	 :	393104

EAN(JAN)		 :	720516020513

内容量	 :	500g

賞味期限	 :	製造日より540日

商品サイズ	 :	200×130×45mm

原材料名	 :	とうもろこし澱粉（遺伝子組み

換えでない）、タピオカ粉、米粉

／膨張剤、増粘剤（グァーガム）

商品コード	 :	393106

EAN(JAN)		 :	720516021121

内容量	 :	375g

賞味期限	 :	製造日より540日

商品サイズ	 :	183×130×40	mm

原材料名	 :	砂糖、米粉、とうもろこし粉、馬鈴薯
澱粉、とうもろこし澱粉、えんどう豆粉、

ココアパウダー、ブドウ糖、タピオカ

澱粉、塩/膨張剤、乳化剤（グリセリ

ン脂肪酸エステル）、バニラ香料、安定

剤（増粘多糖類）、pH調整剤（クエン酸）

熱量	 313kcal

たんぱく質	0.2g

脂質	 0.3g

炭水化物	 70.5g

食塩相当量	 0.04g

熱量	 352kcal

たんぱく質	1.0g

脂質	 0.2g

炭水化物	 84.8g

食塩相当量	 1.0g

熱量	 366kcal

たんぱく質	3.8g

脂質	 1.7g

炭水化物	 81.5g

食塩相当量	 1.0g

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

アレルゲン

アレルゲン
アレルゲン

該当なし

該当なし
該当なし

チョコレートケーキミックス バニラケーキミックス

簡単にチョコレートケーキを楽しんで

いただける、小麦・乳製品・卵不使用

のグルテンフリーのミックス粉です。

簡単にバニラケーキを楽しんでいただ

ける、小麦・乳製品・卵不使用のグル

テンフリーのミックス粉です。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。 ※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

商品コード	 :	393108

EAN(JAN)		 :	720516021343

内容量	 :	375g

賞味期限	 :	製造日より720日

商品サイズ	 :	183×130×40	mm

原材料名	 :	砂糖、米粉、馬鈴薯澱粉、とうもろこ
し澱粉、とうもろこし粉、ココアパウ

ダー、ブドウ糖、タピオカ澱粉、塩／

膨張剤、乳化剤（グリセリン脂肪酸エ

ステル）、安定剤（増粘多糖類）、バニ

ラ香料、pH調整剤（クエン酸）

商品コード	 :	393109

EAN(JAN)		 :	720516021435

内容量	 :	375g

賞味期限	 :	製造日より720日

商品サイズ	 :	183×130×40	mm

原材料名	 :	砂糖、米粉、馬鈴薯澱粉、とうもろこ
し澱粉、とうもろこし粉、ブドウ糖、

タピオカ澱粉、塩／膨張剤、乳化剤（グ

リセリン脂肪酸エステル）、安定剤（増

粘多糖類）、バニラ香料、pH調整剤（ク

エン酸）

熱量	 379kcal

たんぱく質	2.7g

脂質	 1.7g

炭水化物	 82.8g

食塩相当量	 1.0g

熱量	 374kcal

たんぱく質	2.0g

脂質	 1.1g

炭水化物	 85.4g

食塩相当量	 1.0g

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

アレルゲン アレルゲン

該当なし 該当なし
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菓子

雑穀やお米を主原料に使った、冷凍のケーキ・

スイーツです。

特定原材料7品目不使用ですので、みんな一

緒にお召し上がりいただけます。

アニマル チョコレートビスケット

アニマル バニラビスケット 恐竜フルーツクッキー ワイルドベリー

アマレッティ ビスケットこぐま チョコクッキー

とうもろこしと玄米でつくった、どう

ぶつの形がかわいいグルテンフリーの

ビスケットです。

とうもろこしと玄米でつくった、チョ

コチップ入りの子熊の形のクッキーで

す。

グルテンフリーで、とうもろこしと玄

米でつくったレーズンたっぷりのクッ

キーです。

とうもろこしと米粉、ココナツでつくっ

た、グルテンフリーの軽い食感のビス

ケットです。

とうもろこしと玄米でつくった、どう

ぶつの形がかわいいグルテンフリーの

チョコビスケットです。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

商品コード	 :	393203

EAN(JAN)		 :	720516021572

内容量	 :	175g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	184×130×40	mm

原材料名	 :	とうもろこし澱粉、砂糖、米粉、パー
ム油、黄色えんどう豆粉、水飴、サイ

リウム（オオバコ種皮の粉末）、塩／増

粘剤（グァーガム）、膨張剤、乳化剤（グ

リセリン脂肪酸エステル）、バニラ香料

商品コード	 :	393206

EAN(JAN)		 :	720516021756

内容量	 :	175g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	184×130×40	mm

原材料名	 :	とうもろこし澱粉、砂糖、チョコレー
ト（砂糖、パーム油、ココアパウダー）、

パーム油、米粉、黄色えんどう豆粉、

水飴、サイリウム（オオバコ種皮の粉

末）、塩／増粘剤（グァーガム）、膨張剤、

乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、

バニラ香料

商品コード	 :	393205

EAN(JAN)		 :	720516021596

内容量	 :	175g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	184×130×40	mm

原材料名	 :	干しぶどう、とうもろこし澱粉（遺伝
子組み換えでない）、ブドウ糖、米粉、

水飴、黄色えんどう豆粉、パーム油、

サイリウム（オオバコ種皮の粉末）、塩、

ビーツ／増粘剤（グァーガム）、ベリー

香料、膨張剤、乳化剤（グリセリン脂

肪酸エステル）

商品コード	 :	393208

EAN(JAN)		 :	720516021190

内容量	 :	150g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	182×130×40	mm

原材料名	 :	とうもろこし澱粉（遺伝子組み換えで
ない）、砂糖、パーム油、乾燥ココナツ、

米粉、水飴、黄色えんどう豆粉、塩/

香料、乳化剤（グリセリン脂肪酸エス

テル）、重曹

商品コード	 :	393201

EAN(JAN)		 :	720516021459

内容量	 :	175g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	184×130×40mm

原材料名	 :	砂糖、とうもろこし澱粉、米粉、パー
ム油、黄色えんどう豆粉、水飴、ココ

アパウダー、サイリウム（オオバコ種

皮の粉末）、塩／増粘剤（グァーガム）、

膨張剤、乳化剤（グリセリン脂肪酸エ

ステル）、バニラ香料

熱量	 431kcal

たんぱく質	4.2g

脂質	 13.6g

炭水化物	 66.9g

食塩相当量	 0.73g

熱量	 415kcal

たんぱく質	4.4g

脂質	 13.5g

炭水化物	 67.4g

食塩相当量	 1.0g

熱量	 379kcal

たんぱく質	3.8g

脂質	 4.6g

炭水化物	 70.4g

食塩相当量	 0.5g

熱量	 486kcal

たんぱく質	2.2g

脂質	 24.0g

炭水化物	 63.3g

食塩相当量	 0.4g

熱量	 430kcal

たんぱく質	4.4g

脂質	 12.7g

炭水化物	 68.0g

食塩相当量	 0.68g

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

アレルゲン

アレルゲン

アレルゲン

アレルゲン

アレルゲン

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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チョコビスケット

お米のクリスピー お米とあわのシリアル（ベリー味）

ココアシリアル

とうもろこしと米粉でつくったグルテ

ンフリーのチョコビスケットです。

軽くてサクサクした歯ごたえのスナッ

クです。

グルテンフリーの、毎日の生活に欠か

せない栄養をおいしく摂ることができ

る、小麦、乳製品、卵不使用のシリア

ルです。グルテンフリー ダイエットを

お考えの方にも最適です。

グルテンフリーの、毎日の生活に欠か

せない栄養をおいしく摂ることができ

る小麦・乳製品・卵不使用のココアシ

リアルです。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

※本品は、そばを使用した製品と同一ラインで製造しています。

商品コード		 :	393209

EAN(JAN)		 :	720516021558

内容量	 :	150g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	184×130×40	mm

原材料名	 :	とうもろこし澱粉、砂糖、パーム油、
乾燥ココナツ、米粉、米胚芽、黄色え

んどう豆粉、ココアパウダー、水飴、

サイリウム（オオバコ種皮の粉末）、塩

／安定剤（グァーガム）、膨張剤、乳化

剤（グリセリン脂肪酸エステル）、バニ

ラ香料

品コード		 :	393211

EAN(JAN)		 :	720516022364

内容量	 :	125g

賞味期限	 :	製造日より540日

商品サイズ	 :	145×137×62mm

原材料名	 :	米粉、塩／乳化剤（グリセリン

脂肪酸エステル）

品コード		 :	393214

EAN(JAN)		 :	720516022241

内容量	 :	300g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	260×190×57mm

原材料名	 :	米粉（オーストラリア）、黄色え

んどう豆粉、あわ粉、ぶどう糖、

サイリウム（オオバコ種子の粉

末）、水飴、濃縮梨果汁、てんさ

い、塩、ターメリック／膨張剤、

乳化剤、着色料（カラメル色素）、

香料、pH調整剤

商品コード		 :	393210

EAN(JAN)		 :	720516022258

内容量	 :	300g

賞味期限	 :	製造日より420日

商品サイズ	 :	260×190×57mm

原材料名	 :	米粉、砂糖、ココアパウダー、サイリ
ウム（オオバコ種皮の粉末）、水飴、塩

／カラメル色素、炭酸カルシウム、乳

化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、コ

コア香料

熱量	 497kcal

たんぱく質	4.4g

脂質	 25.6g

炭水化物	 55.5g

食塩相当量	 0.54g

熱量	 367kcal

たんぱく質	5.6g

脂質	 1.4g

炭水化物	 79.5g

食塩相当量	 0.98g

熱量	 353kcal

たんぱく質	7.3g

脂質	 2.0g

炭水化物	 68.1g

食塩相当量	 0.3g

熱量	 339kcal

たんぱく質	1.4g

脂質	 2.2g

炭水化物	 73.4g

食塩相当量	 0.8g

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

栄養成分表示
100gあたり

アレルゲン

アレルゲン アレルゲン

アレルゲン

該当なし

該当なし 該当なし

該当なし
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もぐもぐ共和国
弊社では、アレルギー対応食品及び雑貨の通販サイト「も

ぐもぐ共和国」（https://www.mogumogu.jp/）を運営

しております。

もぐもぐ共和国は、お子様やご本人様が食物アレルギーで

お悩みの方の、

一人でもアトピーやアレルギーで悩んでいる人が減りますように…。

少しでも患者さんの笑顔が増えますように…。

私どもは、今日も患者さんやご家族の方に喜んでいただけるよう頑張っています。

また、お客様のご意見やご感想は、もぐもぐ共和国にとって大切な宝物です。

このサイトをより良いものにする為に、どうぞご意見やお叱りの言葉をお寄せください。

よろしくお願い致します。

代表取締役　岡田由佳

を解決することを目指してオープンいたしました。

「自宅に居ながらお買い物ができたらなぁ…」

「もっとお医者様の情報があったらなぁ…」

「ところでアレルギー（アトピー）って何だろう？」

memo

※本パンフレット掲載の商品の製造工場において、「そば」を使用した製品を製造しております。


