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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

表

紙 

001 4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り (ごぼうサラ

ダ・中華スープ) 

ごぼうサラダ、添付半熟卵（国内製造）、中華スープ用具材、
だいこんナムル、ほうれんそうナムル、子大豆もやしナムル、
肉味噌、添付コチジャン／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、ソルビット、グリシン、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、着色料（カラメル、カロチノイド）、香辛料抽出物、加工
でん粉、酒精、酸味料、酵素、寒天、甘味料（ステビア、甘
草）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に
卵・小麦・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介
類）を含む） 

 

表

紙 

002 4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り (ごぼうサラ

ダ・中華スープ) 

ごぼうサラダ、添付半熟卵（国内製造）、中華スープ用具材、
だいこんナムル、子大豆もやしナムル、ほうれんそうナムル、
肉味噌、添付コチジャン／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整
剤、ソルビット、グリシン、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガ
ム）、着色料（カラメル、カロチノイド）、香辛料抽出物、加工
でん粉、酒精、酸味料、酵素、寒天、甘味料（ステビア、甘
草）、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、（一部に
卵・小麦・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・魚醤（魚介
類）を含む） 

 

表

紙 

003 4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り 

添付半熟卵（国内製造）、だいこんナムル、ほうれんそうナム
ル、子大豆もやしナムル、肉味噌、添付コチジャン／ソルビ
ット、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、増粘剤（加工でん
粉）、グリシン、着色料（カラメル、カロチノイド）、酒精、酸味
料、酵素、甘味料（甘草）、（一部に卵・小麦・落花生・ごま・
大豆・鶏肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

表

紙 

004 4 種具材のビビンバ

丼  とろ～り半熟玉

子入り 

添付半熟卵（国内製造）、だいこんナムル、子大豆もやしナ
ムル、ほうれんそうナムル、肉味噌、添付コチジャン／ソルビ
ット、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、増粘剤（加工でん
粉）、グリシン、着色料（カラメル、カロチノイド）、酒精、酸味
料、酵素、甘味料（甘草）、（一部に卵・小麦・落花生・ごま・
大豆・鶏肉・りんご・魚醤（魚介類）を含む） 

 

2 032 和梨ジェラートバー なし果汁（なし（国産））、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水あめ、
りんご果汁、なし加工品（なしシラップづけ、砂糖混合ぶどう
糖果糖液糖）、はちみつ、食塩、洋酒／安定剤（増粘多糖
類）、香料、酸味料、乳化剤、着色料（カラメル） 

 

3 039 玄米の五平餅 五平餅 発芽玄米（玄米（国産））たれ 粗糖（国内製造）、
醤油（小麦・大豆を含む）、有機すりごま、豆みそ（大豆を含
む）  

9 095 産直豚肉の野菜た

っぷり八宝菜 

【野菜】白菜（国産）、玉葱、人参【中華あんかけの素】ごま
油、砂糖、食塩、しょうが、チキンエキス、しょうゆ、たん白加
水分解物、えびエキス、にんにく、貝エキス、食用風味油、
酵母エキスパウダー、ポークエキス、醸造酢、ホワイトペッパ
ー、しいたけ粉末／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、
（一部にえび・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）【豚肉】
豚肉、（一部に豚肉を含む）【うずら卵】うずら卵、食塩、（一
部に卵を含む）【たけのこ】竹の子、食塩／クエン酸【きくら
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商品名 一括表示原材料名  

げ】木くらげ、食塩／クエン酸 

9 104 これだけあれば完

成!冷やし中華 

ゆで中華麺（国内製造）、添付スープ（砂糖混合ぶどう糖果
糖液糖、醤油、食塩、醸造酢、トマト酢、その他）、チョップド
ハム、錦糸たまご、きゅうり、わかめ、きくらげ、トマト、添付サ
ラダクリーミードレッシング／加工でん粉、かんすい、増粘剤
（アルギン酸エステル、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、
グリシン、着色料（クチナシ、カラメル、コチニール、カロチノ
イド）、ソルビット、リン酸塩（Ｎａ）、酸味料、グリセリンエステ
ル、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、甘味料（スクラロー
ス）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、くん液、香辛料抽出物、（一部に
卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを
含む）  ※ゆで中華麺の製造工場ではそばを含む製品を
製造しております。 

 

10 105 国産チキン南蛮 (ほ

うれん草の胡麻和

え・味噌汁用具材) 

チキン竜田揚げ（国内製造）、キャベツ、ほうれんそう、わか
め、南蛮のたれ、たまねぎ、ゆで卵、マヨネーズ、にんじん、
油揚げ、ごま、砂糖、ピクルス、しょうゆ、かつお風味調味
料、調味液（しょうゆ、発酵調味料、ぶどう糖果糖液糖、その
他）、食塩、こしょう、乾燥パセリ／加工でん粉、調味料（アミ
ノ酸等）、ｐＨ調整剤、膨張剤、糊料（加工でん粉、増粘多糖
類）、リン酸塩（Ｎａ）、グリシン、乳化剤、酸味料、酵素、ミョウ
バン、香辛料抽出物、フィチン酸、ウコン色素、香料、（一部
に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含
む） 

 

10 111 まろやかバターチキ

ンカレー 

ローストチキン（タイ製造）、たまねぎ、トマトソース（トマト、た
まねぎ、その他）、殺菌発酵乳、牛乳、バター、乳等を主要
原料とする食品、りんごジャム、炒め野菜、チキンブイヨン、
砂糖、にんにく、しょうが、カレー粉、香味食用油、牛肉だし
の素／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、キシロース、ポリリ
ン酸Ｎａ、グリシン、ソルビトール、糊料（増粘多糖類）、香
料、酸味料、塩化カルシウム、乳化剤、加工でん粉、リン酸Ｃ
ａ、着色料（紅花黄、カロチノイド）、（一部に卵・乳成分・小
麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む） 

 

10 3189 国産チキン南蛮 (ほ

うれん草の胡麻和

え・味噌汁用具材) 

チキン竜田揚げ（国内製造）、キャベツ、ほうれんそう、わか
め、南蛮のたれ、たまねぎ、ゆで卵、マヨネーズ、にんじん、
油揚げ、ごま、砂糖、ピクルス、しょうゆ、かつお風味調味
料、調味液（しょうゆ、発酵調味料、ぶどう糖果糖液糖、その
他）、食塩、こしょう、乾燥パセリ／加工でん粉、調味料（アミ
ノ酸等）、ｐＨ調整剤、膨張剤、糊料（加工でん粉、増粘多糖
類）、リン酸塩（Ｎａ）、グリシン、乳化剤、酸味料、酵素、ミョウ
バン、香辛料抽出物、フィチン酸、ウコン色素、香料、（一部
に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・魚醤（魚介類）を含
む） 

 

10 3190 まろやかバターチキ

ンカレー 

ローストチキン（タイ製造）、たまねぎ、トマトソース（トマト、た
まねぎ、その他）、殺菌発酵乳、牛乳、バター、乳等を主原
料とする食品、りんごジャム、炒め野菜、チキンブイヨン、砂
糖、にんにく、しょうが、カレー粉、香味食用油、牛肉だしの
素／調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、キシロース、ポリリン
酸Ｎａ、グリシン、ソルビトール、糊料（増粘多糖類）、香料、
酸味料、塩化カルシウム、乳化剤、加工でん粉、リン酸Ｃａ、
着色料（紅花黄、カロチノイド）、（一部に卵・乳成分・小麦・
牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む） 

 



 － 3 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

11 114 国産豚肉と国産野

菜で作る回鍋肉 

野菜セット（キャベツ（国産）、玉ねぎ（国産）、にんじん（国
産）、ピーマン（国産））、豚肉（国産）、たれ（みそ、しょうゆ、
砂糖、すりりんご、発酵調味料、すりにんにく、豆板醤、酵母
エキス、トウチ、すりしょうが、かきエキス調味料、ごま油、香
辛料／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素）、（一部に小
麦・大豆・豚肉・りんご・ごまを含む） 

 

11 115 いか唐揚げとレンコ

ン甘辛炒め 

【いか唐揚げ】アメリカオオアカイカ（ペルー産）、馬鈴薯でん
粉、【野菜ミックス】蓮根、パプリカミックス（赤パプリカ、黄パ
プリカ）、【甘辛タレ】果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、米味
噌、しょうゆ、発酵調味料、おろしニンニク、ごま、食塩、蛋白
加水分解物、香辛料／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・
いか・ごま・大豆・豚肉を含む） 

 

11 117 いかホタテと彩り野

菜の油淋鶏風ソー

ス炒め 

具材(ブロッコリー(エクアドル産)、アメリカオオアカイカ(ペル
ー産)、ボイルホタテ(国内製造)、赤ピーマン(トルコ産)、馬鈴
薯でん粉、コーンスターチ)、添付ソース(ぶどう糖果糖液糖、
ねぎ、醤油、砂糖、米発酵調味料、植物油、おろし生姜、醸
造酢、チキンエキス、豆板醤、おろしにんにく、香辛料、酵母
エキス、コショウ末／増粘剤(加工デンプン)、(一部にイカ・小
麦・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む) 

 

11 118 金ごま香る鶏肉とれ

んこんのカリカリ甘

辛炒め 

味付鶏肉と粉付れんこん：鶏ササミ肉（国産）、れんこん（ベト
ナム産)、パン粉、でん粉、ごま、食塩/調味料（有機酸等）、
（ 一 部 に 小 麦 ・ 鶏 肉 ・ 大 豆 ・ ご ま を 含 む ）                    
添付ソース：しょう油、砂糖、でん粉、かつお節エキス、しょう
油加工品、ホタテエキス、酵母エキス、（一部に小麦・大豆を
含む） 

 

11 119 国産の豚肉とニラの

チヂミ 

チヂミの素【小麦粉（国内製造）、馬鈴薯でん粉、アサリエキ
スパウダー、粉末チキンブイヨン（乳成分を含む）、砂糖、食
塩／調味料（アミノ酸等）】豚肩肉（国産）ニラ（国産）たれ【し
ょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂糖、ごま油、コチジャン、ニン
ニク、昆布エキス】ごま油【食用ごま油】 

 

11 124 国産やわらかいか

旨塩焼き 

アカイカ（青森県産）、糖類（異性化液糖、水飴）、蛋白加水
分解物、食塩、醸造酢、ごま油、乾燥にんにく、香辛料、醤
油、梅肉／調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工デンプン、増粘
多糖類）、ｐＨ調整剤、酸味料、（一部にいか・小麦・ごま・大
豆を含む）  

11 127 北海道産ベビーほ

たてとコーンのバタ

ー醤油炒め用 

ボイルほたて（ほたて貝（北海道沖））、とうもろこし（北海
道）、調味液（糖類（水飴（甘しょ（国産）、馬鈴しょ（国産））、
砂糖）、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでないものを分別）・
小麦を含む）（国内製造）、バター、発酵調味料、食塩、ガー
リックパウダー、白胡椒）/増粘剤（加工でんぷん（とうもろこし
（遺伝子組み換えでないものを分別））） 

 

12 143 国産茄子と旨辛れ

んこん 

なす（国産）、蓮根、南瓜、植物油、醤油、砂糖、生姜ペース
ト、発酵調味料、魚醤、にんにくペースト、唐辛子／酸味料、
調味料（アミノ酸）、ミョウバン、硫酸鉄、（一部に小麦・大豆・
魚醤（魚介類）を含む） 

 

14 161 砂肝とポテト、いん

げんのピリ辛炒め 

フライドポテト（アメリカ製造）（ばれいしょ、植物油脂、ぶどう
糖）、すなぎもから揚げ（すなぎも、植物油脂、でん粉、発酵
調味料、にんにくペースト、しょうゆ、食塩、しょうがペースト、
香辛料、コーンフラワー、砂糖）、いんげん／増粘剤（アルギ
ン酸Ｎａ）、加工でん粉、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉を含
む） 
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25 371 麺屋しらかわ監修中

華そば(醤油味) 

【麺】小麦粉（国内製造）、酒、卵白粉、食塩、植物油/酒精、
かんすい、加工でんぷん、クチナシ色素、【スープ】動物油
脂、醤油、食塩、砂糖/調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、
香辛料抽出物（一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・さばを含
む） 

 

25 372 フルーツビネガー黒

酢とざくろの酢(ロー

ズヒップ酢入り) 

醸造酢（米黒酢、ざくろ酢、ローズヒップ酢、りんご酢）（国内
製造）、りんご果汁、ぶどう果汁、ざくろ果汁、ローズヒップ果
汁、ラズベリー果汁  

26 390 1 日分の鉄分アロエ

ヨーグルト 

生乳（国産）、アロエソース（アロエ葉肉シラップ漬け、ライチ
果汁、りんご果汁、砂糖）、乳製品、砂糖、デキストリン、ゼラ
チン、乳たんぱく／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、香
料、クエン酸鉄 Na、酸味料、葉酸 

 

29 453 粒あんデニッシュ つぶあん（国内製造）、小麦粉、マーガリン、糖類、パン酵
母、食塩、卵、乳等を主要原料とする食品、加工油脂／甘
味料（ソルビトール）、乳化剤、酢酸Ｎａ、イーストフード、香
料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、ビタミンＣ、着色料（カロチン）、
（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む）  

29 454 プチパンメープル 小麦粉（国内製造）、メープル味フラワーペースト、果糖ぶど
う糖液糖、卵、油脂加工品、ショートニング、マーガリン、乳
等を主要原料とする食品、パン酵母、発酵風味料、食塩／
加工デンプン、香料、乳化剤、着色料(カラメル、カロチノイ
ド)、増粘多糖類、イーストフード、ｐＨ調整剤、ビタミンＣ、酸
化防止剤(ビタミンＥ)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含
む) 

 

33 536 3種のお刺身セット 【きはだまぐろ中落ち】きはだまぐろ（フィリピン産）、鮪精製油
／ｐＨ調整剤、酸化防止剤（V.C)【あかいか糸造り】あかいか
（青森県産）【甘えび】甘えび（グリーンランド産）  

33 540 旬魚「左阿彌」のま

ぐろ漬け丼用 

ﾋﾞﾝﾁﾖｳ鮪 （日本、太平洋)、醤油（国内製造）、味醂、水
飴、鰹節エキス、鯖節エキス、食塩、生姜/増粘剤(加工でん
粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・
ゼラチン・さばを含む) 

 

34 556 骨までパクパク食べら

れるさんまの生姜煮 

さんま（北海道）、調味液（果糖ぶどう糖液糖、糖蜜、しょう
ゆ、砂糖、たん白加水分解物、しょうが、食塩）、（一部に小
麦・大豆を含む）  

34 560 サクッとプリプリレン

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、増粘多糖類、ｐＨ調整剤  

34 571 イカのバター醤油漬

(つぼ抜き) 

カナダマツイカ、漬込タレ（糖類（砂糖、ぶどう糖果糖液糖、
水飴）、醤油、バター、食塩）／増粘剤（加工でん粉、キサン
タン）、調味料（アミノ酸等）、アルコール、カラメル色素、（一
部に小麦・乳成分・大豆・いかを含む） 

 

40 670 フ ラ イパ ン で つ く

る！牛丼の具 

牛カタ肉（カナダ産）、たまねぎ（国産）、たれ（醤油（国内製
造）、味醂、ワイン、麦芽エキス、生姜、香辛料、野菜エキ
ス、魚介エキス）/ソルドビール、調味料（アミノ酸等）、カラメ
ル色素、増粘剤（キサンタン）、（一部に小麦・牛肉・さば・大
豆を含む） 

 

40 671 追いだれで仕上げ

るみつせ鶏のじゅう

じゅう焼き(黒酢) 

〔味付スライス肉〕鶏肉（九州産）、コチュジャン、でん粉、豆
板醤、食塩、植物油脂、ごま／調味料（アミノ酸等）、（一部
に鶏肉・大豆・ごまを含む）〔たれ〕砂糖、しょうゆ、醸造酢（り
んご酢、米黒酢、米酢、穀物酢）、ブドウ糖果糖液糖、黒糖
蜜、砂糖加工品、チキンエキス、麦芽エキス、魚醤／増粘剤
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（加工でん粉）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、酸味
料、（一部に小麦・大豆・りんご・ごま・鶏肉・豚肉を含む） 

41 689 ステーキのあさくま

チーズインハンバー

グ(デミグラスソース

入) 

食肉（牛肉、豚肉）、たまねぎ、つなぎ（液卵白、パン粉、粉
末状植物性たん白）、チーズフード、ナチュラルチーズ、牛
脂、ゼラチン、りんご、食塩、乳加工品、砂糖、しょうゆ、香辛
料／加工でん粉、ｐＨ調整剤、焼成カルシウム、調味料（無
機塩等）、ビタミンＢ１、酸味料、ソース［デミグラスソース、砂
糖、しょうゆ、粉末油脂、たまねぎ、動物油脂、トマトペース
ト、濃縮りんご、カカオマス／調味料（アミノ酸等）、着色料
（カラメル）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、トレハロー
ス、酢酸Ｎａ、グリシン、カゼインＮａ、乳化剤］（国内製造）、
（一部に乳成分・小麦・卵・牛肉・豚肉・大豆・ゼラチン・りん
ごを含む） 

 

45 748 きんぴらはるさめ はるさめ（でん粉）（タイ製造）、ごぼう、にんじん、しょうゆ、植
物油脂、砂糖、れんこん水煮、さやいんげん、チキンエキ
ス、ごま、ポークエキス、こんぶエキス、かつおぶしエキス、
野菜エキス、食塩、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、カラメル
色素、乳化剤、（一部に小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を
含む） 

 

46 750 中華名菜酢豚 【具】豚肉（輸入）、にんじん水煮、たけのこ水煮、植物油、全
卵液、しょう油、でん粉、砂糖、大豆たん白、水あめ、小麦
粉、醸造酢、食塩、ぶどう糖、パン粉、揚げ油（植物油）／加
工デンプン、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸化防止
剤（ビタミンＥ）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・豚肉
を含む）【ソース】砂糖、醸造酢、しょう油、食塩、果糖、トマト
ケチャップ、濃縮パインアップル果汁、植物油、全卵末、脱
脂粉乳／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カラメル色
素、調味料（アミノ酸等）、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大
豆・りんごを含む） 

 

46 768 筍入り五目おこわ

(国産もち米・真鯛の

だし使用) 

もち米（国産）、うるち米（国産）、たけのこ水煮、鶏肉、野菜
（にんじん、いんげん）、しょうゆ、はっ酵調味料、しいたけ、
油揚げ、砂糖、植物油脂、こんぶだし、真鯛だし、かつおエ
キス、しょうがペースト、食塩、チキンエキス、かにエキス、え
びエキス／調味料（アミノ酸等）、ダイズ多糖類、酸味料、豆
腐用凝固剤、（一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・大豆・
鶏肉・豚肉を含む） 

 

47 784 豆腐から作ったお肉

のボロネーゼ 

めん[スパゲッティ（デュラム小麦のセモリナ）、植物油脂、食
塩]、野菜（ブロッコリー、ピーマン、にんにく）、大豆加工品、
揚げなす、トマトペースト、油脂加工食品、野菜ソテーペー
スト、乾燥玉ねぎ、植物油脂、オニオンペースト、ワイン、食
塩、乾燥マッシュポテトパウダー、酵母エキス、しょうゆ風味
調味料、香辛料、食用風味油 ／ 加工でん粉、調味料（ア
ミノ酸等）、着色料（カラメル、カロチノイド）、セルロース、ｐＨ
調整剤、増粘剤（キサンタンガム）、安定剤（増粘多糖類）、
香料、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

48 790 シマダヤの魚介台

湾まぜそば 

めん〔小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩、脱脂小麦胚
芽、植物油脂、脱脂小麦ふすま／加工澱粉、酒精、かんす
い、乳酸 Na、貝 Ca、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆を含
む)〕、たれ〔たん白加水分解物、ポークオイル、しょうゆ、砂
糖、粒状大豆たん白、かつお節粉末、香味油、いわし煮干
し粉末、食塩、香辛料、そうだがつお節粉末、ガーリックミン
チ、ガーリックエキス／調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱
粉、キサンタン)、着色料(カラメル、パプリカ色素)、酒精、(一
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部に小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)〕 

51 845 角天 魚肉すり身（タラ（国産））、馬鈴薯澱粉、米油、砂糖、味醂、
食塩、ぶどう糖、魚醤  

54 894 虎焼(粒あん) 砂糖（国内製造）、小麦粉、卵、小豆、水飴、蜂蜜、みりん、
食用植物油脂、コーンシロップ、麦芽糖、寒天／グリシン、
膨張剤、乳化剤、カゼイン Na、酸化防止剤（トコフェロー
ル）、香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 

 

54 898 もちもちシューちゃ

ん(抹茶) 

カスタード（国内製造）、卵、乳等を主要原料とする食品、砂
糖、植物油脂、水飴、クリーム、ショートニング、粉糖、澱粉、
抹茶、グルコースシロップ、豆乳粉末、食塩、ゼラチン／加
工澱粉、糊料（加工澱粉、増粘多糖類）、ソルビット、乳化
剤、グリシン、香料、膨張剤、カゼイン Na、甘味料（ソルビッ
ト）、ｐH 調整剤、着色料（カロテン）、（一部に小麦・卵・乳成
分・ゼラチン・大豆・豚肉を含む） 

 

54 900 じゃがいもコロコロ

(スープカレー味) 

餅米(国産)、植物油脂、米油、じゃがいも、ごぼう、食塩、しょ
うゆだれ、カレーパウダー、砂糖、クミン、にんにく、チキンパ
ウダー、黒コショウ、赤唐辛子、しょうが、クローブ/調味料(ア
ミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア、スクラロース、カンゾウ)、
(一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む)  

57 938 ふくろう監修辛みそ

まぜ麺の素 

まぜ麺の素〔みそ（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、植物油
脂、魚介エキス、香味油、ポークエキス、食塩、豆板醤、おろ
しにんにく、粉末かつおぶし、唐辛子、粉末にぼし、酵母エ
キス、こしょう、ジンジャーパウダー／ソルビット、調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、カラメル色
素、酸味料、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ、ローズマリー抽出物）、香
料、（一部に小麦・さば・大豆・豚肉を含む）〕 辛みそ〔にん
にく、でん粉分解物、みそ、動物油脂、香辛料、食塩、魚醤
／増粘剤（加工デンプン）、酒精、着色料（パプリカ色素、紅
麹、カラメル）、酸味料、調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出
物、香料、（一部に大豆・鶏肉・豚肉を含む）〕 

 

57 943 完熟トマトのハヤシ

ライスソース 

食用油脂（牛脂豚脂混合油（国内製造）、パーム油）、砂糖、
小麦粉、でんぷん、食塩、トマトパウダー、調味油、トマトケ
チャップ風調味料、香辛料、トマトペースト、ぶどう糖、オニオ
ンパウダー、野菜エキス、粉末油脂、脱脂大豆、粉末ソー
ス、ローストオニオンパウダー、トマト調味料、酵母エキス、脱
脂粉乳、ガーリックパウダー／着色料（カラメル、パプリカ色
素）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、酸味料、香料、香辛料
抽出物、（一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

58 3210 あいちの小麦で作った

中華めん(中太めん) 

小麦粉（小麦（愛知県産))、食塩/かん水、クチナシ色素 

 

58 3211 名店監修 一風堂赤

丸とんこつまぜそば

の素 

コク旨とんこつだれ【還元水あめ（国内製造）、水あめ、アミノ
酸液、とんこつエキス、食塩、粉末パーム油、生姜加工品、
しょうゆ、醸造酢、ラード、こしょう、豚コラーゲンペプチド、ロ
ーストガーリックパウダー、酵母エキス／増粘剤（加工デンプ
ン、キサンタン）、酒精、調味料（アミノ酸等）、加工デンプ
ン、酸化防止剤（ビタミンＣ）、カラメル色素、乳化剤、酸味
料、香料、（一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む）】、辛味噌
だれ【水あめ（国内製造）、アミノ酸液、赤唐辛子、みそ、食
塩、豆板醤、醸造酢、にんにく加工品、オリーブ油／増粘剤
（加工デンプン、キサンタン）、酒精、調味料（アミノ酸等）、
着色料（カラメル、パプリカ色素）、（一部に小麦・大豆を含
む）】、仕上げ用香味油【食用植物油脂（なたね油（国内製
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造）、オリーブ油）、香味食用油／カラメル色素、香料、酸化
防止剤（ビタミンＥ）】 

58 3226 サッポロ一番ポケモ

ンヌードル (しょうゆ

味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、食
塩、しょうゆ、たん白加水分解物）、スープ（糖類、食塩、しょ
うゆ、ほたてエキス、野菜粉末、チキン調味料、ポーク調味
料、植物油脂、えびエキス、香辛料、たん白加水分解物）、
かやく（かまぼこ、コーン）／調味料（アミノ酸等）、加工でん
粉、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、増粘多糖
類、酸味料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、クチナシ色素、イカス
ミ色素、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、ベニコウジ色素、（一部に
えび・小麦・乳成分・いか・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

58 3227 サッポロ一番ポケモ

ンヌードル(シーフー

ド味) 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、でん粉、食
塩、たん白加水分解物）、スープ（糖類、食塩、チキン調味
料、クリーミングパウダー、貝エキス、ポーク調味料、でん
粉、たん白加水分解物、香辛料、野菜エキス、イカエキス、
えびエキス、植物油脂）、かやく（かまぼこ、コーン）／調味料
（アミノ酸等）、炭酸カルシウム、かんすい、香料、増粘多糖
類、酸化防止剤（ビタミンＥ）、クチナシ色素、乳化剤、カラメ
ル色素、イカスミ色素、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１、ベニコウジ
色素、酸味料、（一部にえび・小麦・乳成分・いか・ごま・大
豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

59 3231 九州産さつまいも冷

たいスープ 

さつまいも加工品（さつまいも（九州））、クリーム、濃縮乳、砂
糖、ソテーオニオン、チキンエキス調味料、食塩、酵母エキ
ス、香辛料／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、マリーゴール
ド色素、ｐH 調整剤、（一部に乳成分・小麦・鶏肉・大豆を含
む）  

59 3232 会津産アスパラガス

冷たいスープ 

アスパラガス（福島県会津）、乳等を主要原料とする食品、ソ
テーオニオン、砂糖、チキンエキス調味料、食塩、酵母エキ
ス、香辛料／増粘剤（加工デンプン）、乳化剤、ｐH 調整剤、
クチナシ色素、香料、（一部に乳成分・小麦・鶏肉を含む） 

 

62 3287 カフェスタ シークヮ

ーサールイボスティ

ー(スティックタイプ) 

ぶどう糖（国内製造又は韓国製造）、砂糖、ルイボス茶エキ
スパウダー（ルイボス茶、オリゴ糖）、粉末シークヮーサー果
汁／酸味料、香料、環状オリゴ糖、甘味料（アスパルテーム・
L-フェニルアラニン化合物、アセスルファム K)  

63 3316 ラベルのない麦茶 (国

産六条大麦使用) 

大麦（国産） 

 

63 3326 オランジーナ(エアリ

ー) 

果実（オレンジ、レモン、マンダリンオレンジ、グレープフル
ーツ）、砂糖、果実繊維、オレンジピールエキス／炭酸、香
料、酸化防止剤（ビタミンＣ）、甘味料（アセスルファムＫ）  

63 970 

3310 

午後の紅茶 (おいし

い無糖) 

紅茶（インド、スリランカ、その他）（ダージリン２０％）/香料、
ビタミンＣ 

 

65 3152 カントリーマアム(バ

ニラ&レモンチーズ

ケーキ) 

＜バニラ＞小麦粉（国内製造）、砂糖、植物油脂、チョコレー
トチップ（乳成分を含む）、還元水あめ、卵、白ねりあん（乳
成分を含む）、全脂大豆粉、脱脂粉乳、水あめ、食塩、卵黄
（卵を含む）、全粉乳、乳等を主原料とする食品／加工デン
プン、乳化剤（乳・小麦・大豆由来）、香料（乳・大豆由来）、
安定剤（加工デンプン）、カラメル色素、膨脹剤＜レモンチ
ーズケーキ＞小麦粉（国内製造）、砂糖、植物油脂、チョコレ
ートチップ（乳成分・大豆を含む）、還元水あめ、レモンピー
ル砂糖漬け、チーズ、卵、全脂大豆粉、水あめ、脱脂粉乳、
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食塩、濃縮レモン果汁、卵黄（卵を含む）、全粉乳／加工デ
ンプン、乳化剤（乳・大豆由来）、トレハロース、安定剤（加工
デンプン）、香料（乳由来）、膨脹剤、酒精、カロテノイド色素 

66 3371 岩塚あられ鬼ひび

(うす塩味) 

水稲もち米（国産）、植物油脂、食塩／調味料（アミノ酸等）、
植物レシチン、（一部に大豆を含む） 

 

67 3393 瀬戸内れもんもなか グラニュー糖（タイ製造）、手亡豆、粉末マルチトール、レモ
ン皮蜜漬け、水飴、最中皮（もち米）、寒天/クエン酸、香料  

70 3484 みんなで食べられる

きむちっこ(刻み) 

はくさい（国産）、だいこん、にんじん、漬け原材料〔果糖ぶど
う糖液糖、りんごピューレ、おろしにんにく、唐辛子、食塩、
たん白加水分解物（大豆を含む）、野菜だし入り調味料（果
糖ぶどう糖液糖、野菜だし、トマトエキス、食塩、マッシュル
ームエキス）、しょうゆ（小麦を含む）、おろししょうが、たまね
ぎ、昆布エキス、植物性乳酸菌（殺菌）〕／調味料（アミノ
酸）、酸味料、糊料（キサンタン）、パプリカ色素、ビタミンＢ
１、甘味料（スクラロース） 

 

71 3516 コチジャン(韓国風唐

辛子みそ) 

米みそ（国内製造）、水あめ、麦芽エキス、米こうじ調味料、
唐辛子、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、（一部に大豆を
含む）  

チ

ラ

シ 

3620 しじみわかめスープ

(減塩) 

食塩、粉末醤油、砂糖、オルニチン、しじみエキス、植物蛋
白加水分解物、酵母エキス、チキン粉末、ほたてエキス、香
辛料、かきエキス、魚醤粉末、ごま油、あさりエキス、昆布エ
キス、あご粉末、でん粉、あじ煮干粉末、具（わかめ（中国
産）、いりごま、ねぎ、しじみ、還元水あめ、醤油、デキストリ
ン、食塩、砂糖、しょうが）／加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、香料、ピロリン酸鉄、カラメル色素、酸化防止剤（Ｖ.
Ｅ）、酸味料、（一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3621 パリパリサラダ麺(油

揚げ中華麺) 

小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、乳酸菌乾燥粉末（殺
菌）／かんすい、パプリカ色素、クチナシ色素、酸化防止剤
（ビタミン E）、（一部に小麦・ごま・大豆を含む）  

チ

ラ

シ 

3626 

3627 

iMUSE(ヨーグルトテ

イスト) 

砂糖類（果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂糖）、牛乳、発酵
乳（殺菌）、乳酸菌末／酸味料、香料、安定剤（大豆多糖
類、ペクチン）  

チ

ラ

シ 

3628 

3629 

iMUSE(レモン) 果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン果汁、乳酸菌末、レモ
ンエキス／酸味料、香料、甘味料（スクラロース、アセスルフ
ァムＫ）  

チ

ラ

シ 

3630 iMUSE生乳ヨーグル

ト(甘さ控えめ) 

生乳（国産）、乳製品、砂糖、乳たんぱく、食物繊維、デキス
トリン、乳ペプチド 

 

チ

ラ

シ 

3631 iMUSE生乳ヨーグル

ト(甘さ控えめ) 

生乳（国産）、乳製品、砂糖、乳たんぱく、食物繊維、デキス
トリン、乳ペプチド 

 

チ

ラ

シ 

3632 iMUSE ヨーグルト(低

脂肪) 

乳（国産）、乳製品、砂糖、乳たんぱく、食物繊維、デキストリ
ン、乳ペプチド 

 

 


