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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 031 さわやか白くま 砂糖（外国製造）、乳製品、パイナップル果肉、黄桃果肉、
みかんさのう、小豆甘納豆、異性化液糖、植物油脂、水飴、
デキストリン、食塩／香料、安定剤（増粘多糖類、ゼラチ
ン）、乳化剤、酸味料、（一部に乳成分・もも・ゼラチンを含
む） 

 

10 107 簡単バル風!ガーリッ

クシュリンプ 

添付ソース（食用精製加工油脂、植物油脂、フライドガーリッ
ク、その他）（国内製造）、えびフリッター、ブロッコリー、たま
ねぎ／加工でん粉、酸味料、調味料（アミノ酸）、ｐＨ調整
剤、増粘多糖類、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、乳化
剤、カラメル色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・えび・大豆
を含む） 

 

10 108 おうちで手作り♪ト

ルティーヤ(照焼きチ

キン) 

【野菜】玉葱、キャベツ、人参、紫キャベツ【トルティーヤ（国
内製造）】小麦粉、ショートニング、砂糖、食塩、イースト／膨
脹剤、システイン塩酸塩、乳化剤、（一部に小麦を含む）【鶏
肉】鶏肉、（一部に鶏肉を含む）【照り出しのたれ】しょうゆ、
果糖ぶどう糖液糖、砂糖、魚介エキス、醸造酢／調味料（ア
ミノ酸等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、カラメル
色素、酒精、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

11 119 豚肉と卵の中華風

炒め用 

豚肉・人参・きくらげ［豚バラ肉（カナダ産）、人参、きくら
げ］、タレ［醤油、砂糖、水あめ、清酒、玉ねぎ、香辛料、醸
造酢、豆板醤、オイスターソース、たん白加水分解物、食
塩、酵母エキス／増粘剤（加工でん粉）、酒精、カラメル色
素］、（一部に小麦・大豆・豚肉を含む） 

 

11 121 国産牛豚合挽パラ

パラミンチと国産野

菜で作るタコライス 

〔具材）合挽ミンチ（牛肉（国産）、豚肉（国産））、とうもろこ
し、にんじん、たまねぎ、（一部に牛肉・豚肉を含む）〔タコラ
イスソース〕トマトケチャップ、食塩、ウスターソース、砂糖、お
ろしにんにく、ぶどう糖果糖液糖、醤油、クミンパウダー、コリ
アンダーパウダー、香辛料、たまねぎエキス、酵母エキス、
唐辛子末、蛋白加水分解物、コショウ末/カルメラ色素、調
味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽出物、（一
部に小麦・大豆を含む） 

 

11 129 さっぽろやわらか焼

肉ロースジンギスカ

ン (北海道製造ワイ

ンナイヤガラ使用) 

羊ロース肉、しょうゆ、砂糖、発酵調味料、植物油脂（ごま
油、大豆油）、香辛料、ワイン、しょうがピューレー、食塩、豆
板醤／リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸）、増粘剤（キサンタ
ン）、酸味料、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）  

13 156 ほたて風味の磯辺

揚げ 

衣（パン粉、小麦粉、でん粉、しょうゆ、粉末しょうゆ、あお
さ、ライ麦粉、コーンフラワー、食塩、糖類（ぶどう糖、砂糖、
乳糖）、脱脂大豆粉、粉末状植物性たん白、香辛料、植物
油脂、全卵粉、卵白粉、チキンエキス、脱脂粉乳、野菜エキ
ス、たん白加水分解物、デキストリン）、魚肉すり身（すけそう
だら（アメリカ）、砂糖）、でん粉、粉末状植物性たん白、ほた
てエキス調味料、食塩、植物油脂、米発酵調味液、揚げ油
（パーム油、なたね油）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、
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香料、膨張剤、増粘多糖類、着色料（クチナシ黄色素、アナ
トー色素、ビタミンＢ２、カロチン、パプリカ色素）、香辛料抽
出物 

26 372 白バラバナナオ・レ

(乳飲料) 

乳（国内製造）、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、バナナ
果汁、食塩／香料 

 

29 447 ブリオッシュりんごカ

スタード 

小麦粉（国内製造）、りんごプレザーブ、カスタードクリーム、
糖類、マーガリン、卵、シロップ、乳等を主要原料とする食
品、パン酵母、加工油脂、食塩、麦麹粉末／加工デンプン、
増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類、アルギン酸エステ
ル）、ソルビトール、乳化剤、グリシン、酢酸Ｎａ、酸味料、乳
酸Ｃａ、イーストフード、香料、酸化防止剤（ビタミンＣ、ビタミ
ンＥ）、保存料（ソルビン酸）、着色料（紅花黄、カロチン、ビタ
ミンＢ２）、ｐＨ調整剤、ビタミンＣ、（一部に卵・小麦・乳成分・
大豆・りんごを含む） 

 

30 476 くりーむパン(瀬戸内

レモン) 

レモンフィリング（国内製造）、牛乳、小麦粉、生クリーム、
卵、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、はちみつ、酵母、食
塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂／
トレハロース、グリシン、ゲル化剤（ペクチン）、酸味料、酒
精、酵素、硫酸Ｃａ、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・オレン
ジを含む） 

 

31 516 シーフードミックス 

増量 

いか（ペルー）、えび（インド）、ほたて（国産）、食塩、（一部
にえび・いかを含む） 

 

34 555 だし香る骨とりかれ

いのふわトロ揚げ煮 

黄金かれい（アメリカ産）、みぞれあん（水飴、醤油、大根お
ろし、味醂、砂糖、かつおエキス、昆布エキス）、コーンスタ
ーチ、米油、パン粉/増粘剤（加工澱粉、キサンタン）、ｐＨ調
整剤、調味料（アミノ酸等）、二酸化ケイ素、（一部に小麦・乳
成分・大豆を含む） 

 

42 689 3 種のチーズがとろ

～り  とうふハンバ

ーグ 

食肉（鶏肉、豚肉）、野菜（たまねぎ（国産）、やまいも）、乳等
を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ（ゴーダチーズ、
チェダーチーズ、パルメザンチーズ）、植物油脂、脱脂粉
乳、ホエイパウダー、食塩、乳たん白、乳加工品、粉末卵白
（卵を含む）、バターオイル、酵母エキス）、粒状植物性たん
白（大豆を含む）、つなぎ（パン粉（小麦を含む）、粉末状植
物性たん白）、豆腐、牛脂、豚脂、トマトケチャップ、食塩、か
きエキス調味料、ビーフエキス調味料、砂糖、オニオンパウ
ダー調味料、香辛料、植物油脂、ローストオニオンパウダ
ー、塩こうじ調味料、酵母エキス／加工でん粉、増粘剤（加
工でん粉）、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル、カロチン）、凝固
剤 

 

45 729 大阪王将大地の恵

み餃子(動物性原料

不使用) 

野菜〔キャベツ（国産）、にら、にんにく〕、植物油脂、粒状植
物性たん白、昆布エキス調味料、りんご濃縮果汁、粉末しょ
うゆ、醸造酢、砂糖、みそ、おろししょうが、コチジャン、しょう
ゆ、皮（小麦粉、植物油脂、食塩、大豆粉）／加工でん粉、
（一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む） 

 

49 808 伊豆須崎ところ天

(三杯酢) 

【ところ天】天草（伊豆産）、米酢 【添付たれ】砂糖（国内製
造）、醸造酢、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、はちみつ、酵母
エキス/酸味料 
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51 830 2 種のチーズ入り焼

きかまぼこ 

魚肉（輸入）、プロセスチーズ、砂糖、食塩、発酵調味液、卵
白、酒、ぶどう糖／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、乳化
剤、酸味料、カロチノイド色素、（一部に卵・乳成分・小麦・大
豆を含む） 

 

56 919 レモンジンジャー&

玄米黒酢(3～4 倍希

釈用) 

米黒酢（国内製造）、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、濃縮レモン
果汁、しょうがエキス／酸味料、香料 

 

57 939 かけておいしいデミ

グラスソース 

デミグラスソース（野菜ペースト（乳成分を含む）、小麦粉、そ
の他）（国内製造）、糖類（水あめ、砂糖）、トマトペースト、醸
造酢、ビーフ香味ペースト（牛肉・ゼラチン・大豆・りんごを含
む）、食塩、酵母エキス／増粘剤（加工でん粉）、カラメル色
素、調味料（アミノ酸等） 

 

63 982 

3298 

サントリー天然水 き

りっと果実(オレンジ

&マンゴー) 

ナチュラルミネラルウォーター、果実（オレンジ、マンダリンオ
レンジ、マンゴー）、糖類（砂糖、高果糖液糖）、食塩／酸味
料、香料、ビタミンＣ、ナイアシン、ビタミンＢ６ 

 

64 3303 はちみつレモン 糖類（砂糖（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖）、レモン果汁、
はちみつ/香料、ビタミン C、酸味料 

 

65 3341 おさかなせんべい 米菓生地（うるち米（国内産）、いわし粉末）、植物油脂、食
塩、砂糖、かつおだし粉末、昆布粉末、チキンコンソメシー
ズニング（大豆・鶏肉を含む）／貝カルシウム、調味料（アミノ
酸等）  

66 3346 カントリーマアムじわ

るバター 

小麦粉(国内製造)、砂糖、異性化液糖、卵、バター、植物油
脂、粉末状小麦たん白、全粉乳、食塩、卵黄(卵を含む)/加
工デンプン、乳化剤(乳・大豆由来)、膨脹剤、香料、安定剤
(キサンタン)、カラメル色素 

 

66 3368 ひとりじめスイーツ

(贅沢ストロベリー) 

ホワイトチョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、植物油
脂、脱脂粉乳）（国内製造）、いちごパウダー、ココアバター、
乾燥いちご／乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) 

 

67 3369 鶴の里 砂糖（国内製造）、水飴、生あん(いんげん豆）、還元水飴、
製菓原料用調製品（バター、砂糖）、全脂練乳、ゼラチン、
卵黄、食塩、コーンスターチ／ソルビトール、香料、クチナシ
色素、（一部に卵・乳成分・ゼラチンを含む） 

 

67 3389 おいしく果実バナナ 砂糖（国内製造）、乳等を主要原料とする食品、乳製品、バ
ナナ果汁、粉乳調製品（乳製品、砂糖、デキストリン）、植物
油脂、デキストリン、カラメルシラップ／安定剤（増粘多糖
類）、乳化剤、香料、酸味料、ベニバナ黄色素、（一部に乳
成分・バナナを含む） 

 

70 3464 ごましお 黒いりごま(国内製造)、食塩 
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70 3466 国内産青大豆青き

な粉 

青大豆（国内産） 

 

70 3472 材料３つ !の無添加

パン粉 

小麦粉（小麦（北海道産））、生イースト（国内製造）、食塩
（海水（沖縄県産）） 

 

71 3491 くだものを漬けて飲

みま酢 

砂糖（てん菜（国産））、りんご酢、還元麦芽糖水飴、（一部に
りんごを含む） 

 

72 3501 チロルチョコプチロ

ル 

【ミルク】砂糖(外国製造)、全粉乳、カカオマス、ココアバタ
ー、植物油脂／乳化剤(大豆由来)、香料【いちご】砂糖(外
国製造)、植物油脂、乳糖、全粉乳、ココアバター／乳化剤
(大豆由来)、酸味料、野菜色素、香料【きなこ】植物油脂(国
内製造)、砂糖、乳糖、きなこ(大豆を含む)、全粉乳、ココア
バター、脱脂粉乳／乳化剤、香料【バナナ】砂糖(外国製
造)、植物油脂、乳糖、全粉乳、ココアバター、バナナパウダ
ー／乳化剤(大豆由来)、香料、カロチノイド色素【メロン】砂
糖(外国製造)、乳糖、植物油脂、ココアバター、全粉乳／乳
化剤(大豆由来)、酸味料、着色料(スピルリナ青、クチナシ)、
香料 

 

74 3568 コーンポタージュピ

ー(豆菓子) 

落花生（中国産）、寒梅粉ミックス（でんぷん、もち米）、小麦
粉、砂糖、植物油脂（菜種油、こめ油、コーン油）、コーンポ
タージュシーズニング（砂糖、食塩、チーズパウダー、その
他）、水飴／調味料（アミノ酸）、膨張剤、香料、微粒二酸化
ケイ素、甘味料（ステビア）、着色料（ウコン、アナトー）、（一
部に落花生・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む）  

 

 


