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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

5 054 骨なしスペアリブ(黒

胡椒焼き) 

豚ばら肉（スペイン）、しょうゆ（大豆を含む：遺伝子組換え不
分別）、水あめ、米発酵調味液、おろしにんにく、こしょう、食
塩、乾燥にんにく、たまねぎエキス、植物油脂（ごまを含
む）、ローストガーリック、酵母エキス（小麦を含む）、乾燥た
まねぎ、チキンエキス／ソルビトール、増粘剤（加工でん粉、
キサンタンガム）、着色料（カラメル、パプリカ色素）、調味料
（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、乳化剤 

 

6 064 サクッとひとくちレン

ジえびフライ 

えび、食塩、衣（パン粉、小麦粉、食塩、でん粉、植物油脂、
植物性たん白、粉末しょうゆ）、揚げ油（大豆油）／加工でん
粉、膨張剤、ｐＨ調整剤、増粘多糖類、乳化剤  

6 072 クランベリーチョコレ

ート(食物繊維入り) 

糖漬け乾燥クランベリー（クランベリー、砂糖、植物油脂）（ア
メリカ製造）、植物油脂、砂糖、全粉乳、カカオマス、イヌリ
ン、ココアパウダー、マルトデキストリン／乳化剤（大豆由
来）、光沢剤、香料  

14 148 東京さくさくティラミ

ス (パンダパッケー

ジ) 

準チョコレート（国内製造）（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳
糖、ココアバター、その他）、麦芽糖、フィアンティーヌ（小麦
粉、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ショートニング、その他）、全
粉乳、小麦粉、チョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、カ
カオマス）、ナチュラルチーズパウダー、ココアパウダー、コ
ーヒー、卵／セルロース、乳化剤（大豆由来）、香料 

 

14 149 パティシエのりんご

スティック 

リンゴシロップ漬、パイ生地（小麦粉、マーガリン、その他（乳
成分を含む））、小麦粉、液鶏卵、砂糖、マーガリン、麦芽
糖、水あめ、食用加工油脂、米粉、でん粉、シナモン／加工
デンプン、糊料（加工デンプン、キサンタンガム）、香料、乳
化剤（大豆由来）、酸味料、酸化防止剤（V.C、V.E）、膨張
剤、乳酸 Ca、pH調整剤、着色料（カロチン） 

 

23 353 どっさり果実とヨーグ

ルト 

フルーツソース（もも果肉、砂糖、オレンジ果肉、いよかん果
汁）（国内製造）、乳等を主要原料とする食品、乳製品、粉乳
調製品（砂糖、乳製品、デキストリン）、ゼラチン、デキストリ
ン、乳たんぱく／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香
料、酸味料 

 

23 365 長野県産巨峰のプ

リン 

砂糖（外国製造、国内製造）、植物油脂、脱脂粉乳、ぶどう
濃縮果汁、寒天／安定剤（加工デンプン、増粘多糖類）、酸
味料、香料、乳化剤、クチナシ色素、（一部に乳成分を含
む） 

 

24 370 北海道クリームチー

ズ 

生乳（北海道十勝）、バターミルク（生乳（北海道十勝））、食
塩 
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24 383 野菜・果実ジュース 野菜（にんじん（中国）、さつまいも、トマト、ケール、セロリ、
紫いも、キャベツ、グリーンアスパラガス、ブロッコリー、チン
ゲンサイ、赤ピーマン、カリフラワー、かぼちゃ、赤キャベツ、
しょうが、とうもろこし、グリーンピース、パセリ、ほうれん草、な
す、よもぎ、青じそ、こまつな、ピーマン、だいこん、レタス、
はくさい、レッドビーツ、ごぼう、クレソン、ラディッシュ、みつ
ば）、果実（りんご、レモン、オレンジ、ぶどう）／香料 

 

34 570 博多名物牛もつ鍋

(みそ味) 

【味付け牛もつ】牛小腸（アメリカ産）、牛脂、にんにくペース
ト、食塩、かつおエキス、発酵調味料、しょうゆ、植物油脂、
昆布エキス、ゼラチン、アゴエキス／調味料（アミノ酸等）、ｐ
Ｈ調整剤、加工でん粉、(一部に小麦・牛肉・大豆・ゼラチン
を含む）【濃縮スープ】みそ、にんにくペースト、ごま、砂糖、
チキンエキス、あさりエキス、アゴエキス、かつおエキス、昆
布エキス、酵母エキス、しょうゆ／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ
調整剤、グリシン、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラ
チンを含む）【添付唐辛子】唐辛子 

 

36 594 なか卯親子丼の具 鶏肉（国産）、たまねぎ（国産）、しょうゆ、本みりん、砂糖、チ
キンエキス調味料、和風だし粉末、昆布調味エキス、酵母エ
キス加工品、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

37 614 国産鶏カツレツ(カレ

ー味) 

鶏肉（国産）、衣（パン粉（乳成分を含む）、カレーソース（しょ
うゆ、砂糖、異性化液糖、水あめ、香辛料、醸造酢、りんご果
汁、植物油脂、チキンエキス、おろしにんにく加工品、豆板
醤、おろししょうが、食塩、酵母エキス、ミルポワパウダー）、
小麦粉、香辛料、砂糖、乾燥玉ねぎ、乾燥にんじん、食塩、
乾燥赤ピーマン、乾燥ガーリック）、カレーソース（しょうゆ、
砂糖、異性化液糖、水あめ、香辛料、醸造酢、りんご果汁、
植物油脂、チキンエキス、おろしにんにく加工品、豆板醤、
おろししょうが、食塩、酵母エキス、ミルポワパウダー）、チキ
ンスープ、粉末状大豆たん白、砂糖、りんご発酵調味液、か
つお節エキス調味料、食塩、魚醤、香辛料、しょうゆ、発酵
調味料、おろしにんにく、酵母エキス、おろししょうが／ｐＨ
調整剤、加工デンプン、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖
類）、乳化剤、香料、着色料（カロチノイド） 

 

41 676 フ ラ イパンででき

る！具材ゴロッと春

巻 

野菜（たけのこ、にんじん）、豚肉、きくらげ、中華ブイヨン、し
ょうゆ、豚脂、ポークブイヨン、植物油脂、でん粉、しょうがペ
ースト、発酵調味料、にんにくペースト、老酒、砂糖、たん白
加水分解物、乾燥しいたけ、酵母エキス、香辛料、食塩、皮
（小麦粉（国内製造）、粉あめ、水あめ、粉末油脂、食塩、植
物油脂、グルテン）／加工でん粉、増粘剤（キサンタンガ
ム）、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

43 724 流水解凍濃厚魚介

醤油つけ麺 

めん［小麦粉（小麦（北海道産））、小麦たん白、食塩、卵白
（卵を含む）／加工でん粉、トレハロース、焼成カルシウム、
着色料（クチナシ）］スープ［しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂
糖、果糖ぶどう糖液糖、ポークエキス、食塩、ラード（豚肉を
含む）、かつおぶしエキス、たん白加水分解物（大豆を含
む）、チキンエキス（豚肉を含む）、かつおエキス、混合節粉
末（さばぶし、いわしぶし、そうだかつおぶし、むろあじぶ
し）、香味油、醸造酢、そうだかつおぶし粉末、酵母エキス、
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調味油脂（鶏肉・豚肉を含む）、おろしにんにく、おろししょう
が、でん粉、香辛料 ／ 酒精、増粘剤（加工でん粉、キサン
タンガム）、乳化剤] 

44 736 更科そば(北海道産

そば粉使用) 

めん[そば粉（そば（北海道産））、小麦粉（国内製造）、小麦
たん白 ／ 加工でん粉、pH 調整剤] つゆ[しょうゆ（小麦・
大豆を含む）、砂糖、みりん、かつおぶしエキス、かつおぶ
し、酵母エキス、醸造酢、そうだかつおぶし] 

 

44 754 カップ入りたらこス

パゲッティ 

めん（スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ））、植物油脂、
しょうゆ、たらこ、水あめ、サラダ用調味料（卵・大豆を含
む）、乳等を主要原料とする食品、食塩、醸造酢、ベシャメル
ソースベース（小麦粉、植物油脂、バター）、魚介エキス調味
料、たん白加水分解物、こんぶエキス、のり、しょうゆ風味調
味料、和風だしの素／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、着色料（ベニコウジ
色素）、香辛料抽出物 

 

55 939 ごぼう人参ミックス ごぼう（国産）、にんじん（国産）、ぶどう糖 

 

56 3204 麺きわラーメン(塩) めん（小麦粉（国内製造）、卵白粉、食塩、小麦たん白）、添
付調味料（食塩、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、動物油脂、植物
油脂、砂糖、ポークエキス、こしょう、ジンジャーパウダー、酵
母エキス、オニオンパウダー、ガーリックパウダー）／アルコ
ール、調味料（アミノ酸等）、かんすい、酸味料、着色料（カラ
メル、クチナシ黄色素）、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に
卵・小麦・豚肉を含む） 

 

56 942 麺きわラーメン(塩) めん（小麦粉（国内製造）、卵白粉、食塩、小麦たん白）、添
付調味料（食塩、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、動物油脂、植物
油脂、砂糖、ポークエキス、こしょう、ジンジャーパウダー、酵
母エキス、オニオンパウダー、ガーリックパウダー）／アルコ
ール、調味料（アミノ酸等）、かんすい、酸味料、着色料（カラ
メル、クチナシ黄色素）、増粘剤（キサンタンガム）、（一部に
卵・小麦・豚肉を含む） 

 

57 975 さつまいもの季節紅

はるか&紫芋 

＜紅はるか＞水あめ（国内製造）、砂糖、植物油脂、さつま
いもペースト（紅はるか）、脱脂粉乳、デキストリン、果糖、食
塩 / 安定剤（増粘多糖類）、乳化剤、香料、着色料（クチナ
シ、カロテン）、（一部に乳成分を含む)＜紫芋＞水あめ（国
内製造）、砂糖、植物油脂、さつまいもペースト（紫芋）、脱脂
粉乳、デキストリン、果糖、食塩 / 安定剤（増粘多糖類）、
果実色素、乳化剤、香料、（一部に乳成分を含む) 

 

60 3280 3 種のチョコがけミッ

クスナッツ(クーベル

チュールチョコ使用) 

チョコレート掛けアーモンド（アーモンド（アメリカ）、チョコレ
ート（カカオマス、砂糖、ココアバター）、でん粉分解物）、チ
ョコレート掛けカシューナッツ（カシューナッツ、チョコレート
（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス）、でん粉分解
物）、チョコレート掛けくるみ（くるみ、チョコレート（砂糖、ココ
アバター、全粉乳）、でん粉分解物）／乳化剤、光沢剤、香
料、（一部に乳成分・くるみ・大豆・カシューナッツ・アーモン
ドを含む） 
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61 3281 ぱりぱりえびせん(し

お味) 

うるち米（富山県産）、植物油、食塩、しろえびパウダー、え
び、砂糖、香味油、魚介エキスパウダー（小麦・さば・大豆を
含む）、蛋白加水分解物、粉末醤油／調味料（アミノ酸等）、
乳化剤、酸化防止剤（ビタミン E、チャ抽出物）、加工澱粉、
香料、着色料（カラメル） 

 

66 3410 ミニオンズポテト じゃがいも、でんぷん、ひまわり油、食塩、ぶどう糖（小麦を
含む）、香辛料 / 安定剤（メチルセルロース） 

 

66 3419 ぱくうまだいこんか

つお(たくあん漬・刻

み) 

だいこん(国産)､漬け原材料〔糖類(砂糖･ぶどう糖果糖液
糖)､食塩､還元水あめ､かつお削りぶし､醸造酢､たん白加水
分解物(小麦･大豆を含む)､米ぬか〕調味料(アミノ酸等)､酸
味料､甘味料(スクラロース､ステビア､アセスルファムＫ)､着色
料(クチナシ)､酸化防止剤(ビタミンＣ) 

 

67 3443 北海道コーンドレッ

シング 

糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、スイートコーン、食用植物
油脂、醸造酢、食塩、たん白加水分解物、チキンエキス、酵
母エキス、香辛料/増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、ｐ
H 調整剤、調味料（アミノ酸）、香料、唐辛子抽出物、（一部
に大豆・鶏肉を含む） 

 

67 3445 辺銀食堂の石垣島

ラー油 

菜種油（国内製造）、唐辛子、ゴマ油、ニンニク、黒豆（大
豆）、食塩、ゴマ、山椒、オリーブ油、島唐辛子、黒糖、ヒハ
ツモドキ、ウコン、胡椒 

 

67 3453 舞妓はんひぃ～ひぃ

～(一味唐辛子) 

本鷹唐辛子（国内製造）、ハバネロ唐辛子 

 

67 3454 しまとうがらし入りシ

ークヮーサーこしょう 

シークヮーサー果皮（沖縄県製造）、食塩、シークヮーサー
果汁、唐辛子 

 

68 3457 ネスレミロ 混合大麦麦芽エキス、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、植
物油脂、乳清カルシウム/リン酸カルシウム、炭酸カルシウ
ム、ビタミンＣ、ｐＨ調整剤、ピロリン酸鉄、レシチン（大豆由
来）、ナイアシン、ビタミンＢ６、ビタミンＢ２、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、ビタミンＤ、ビタミンＢ１２ 

 

70 3527 飲み活ラボ砂肝とき

のこのアヒージョ 

鶏砂肝（国産）、オリーブオイル、マッシュルーム水煮、でん
粉分解物、魚介エキス（イワシ発酵物（アンチョビ、魚醤（魚
介類））、酵母エキス）、フライドガーリック、ガーリック、オニオ
ンパウダー、唐辛子、食塩、酵母エキス、ブラックペッパー／
調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）、酒精 

 

チ

ラ

シ 

3584 テオブロマケイクショ

コラ 

液鶏卵（卵（国産））、乳等を主要原料とする食品、チョコレ
ート、砂糖、小麦粉、牛乳、植物油脂、カカオマス、ココアパ
ウダー／乳化剤、膨脹剤、香料、ｐＨ調整剤、（一部に卵・乳
成分・小麦・大豆を含む） 

 

 

 


