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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 044 フライパンでつくる !

牛プルコギ丼の具 

牛カタ肉（カナダ産）、たまねぎ（国産）、たれ（しょうゆ（国内
製造）、砂糖、みりん、果糖ぶどう糖液糖、柿ピューレー（柿、
砂糖）、玉ねぎ、発酵調味料、でん粉、にんにく、食塩、ご
ま、醸造酢、ごま油、酵母エキス）、（一部に小麦・牛肉・ご
ま・大豆を含む） 

 

5 064 いかの生姜しょうゆ

漬け 

まついか（アメリカ）、調味液（しょうゆ（小麦を含む）、果糖ぶ
どう糖液糖、甘酢しょうが（しょうが、食塩、ぶどう糖果糖液
糖、醸造酢）、砂糖、醸造酢、みそ（大豆を含む）、食塩、しょ
うがエキス、粉末しょうゆ、しょうが粉末）／アルコール、増粘
剤（加工でん粉、キサンタンガム）、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、着色料（ベニコウジ色素、クチナシ黄色素）、酸味料、
甘味料（スクラロース） 

 

9 104 

3172 

煮るだけ簡単 !かつ

丼 (ほうれん草の胡

麻和え・味噌汁用具

材) 

豚ロースカツ（国内製造）、たまねぎ、添付和風調味料（しょ
うゆ、砂糖、水あめ、本みりん、その他）、ほうれんそう、わか
め、にんじん、油揚げ、みつば、ごま、砂糖、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／加工でん粉、ｐＨ調整剤、調味料（ア
ミノ酸等）、グリシン、乳化剤、酵素、（一部に卵・小麦・ごま・
さば・大豆・豚肉・魚醤（魚介類）を含む）※豚ロースカツの
製造工場では、乳成分、えび、かにを含む製品と共通の設
備で製造しています。 

 

10 109 おうちで手作り♪ふ

わモチ生地の照焼

きチキンピザ 

【ピザクラスト（国内製造）】小麦粉、植物油脂、イースト、食
塩、砂糖、麦芽粉末、（一部に小麦を含む）【鶏肉】鶏肉、
（一部に鶏肉を含む）【ナチュラルチーズ】ナチュラルチーズ
／セルロース、（一部に乳成分を含む）【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）【野菜】玉葱 

 

10 110 夏が旬!甘長唐辛子

の麻婆春雨 

【豚肉】豚肉（国産）、（一部に豚肉を含む）【野菜】長葱、甘
長唐辛子、人参【中華味噌炒めのたれ】味噌、砂糖、還元水
飴、発酵調味料、豆板醤、ニンニク、植物油脂、醤油、ガラ
スープ調味料、酵母エキス／増粘剤（加工澱粉）、香辛料抽
出物、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む）
【ぶなしめじ】ぶなしめじ【春雨】緑豆春雨 

 

10 112 コク旨ミートソースス

パゲティ 

【スパゲティー（国内製造）】デュラム小麦のセモリナ、植物油
脂／酸味料、（一部に小麦を含む）【野菜】玉葱、人参、セロ
リ【豚肉】豚肉、（一部に豚肉を含む）【デミソース】オニオン
ペースト、砂糖、トマトペースト、濃厚ソース、トマトケチャッ
プ、動物油脂、醤油、ワイン、りんご酢、食塩、植物油脂、小
麦粉、酵母エキス、畜肉エキス、チャツネ、コーヒー、全粉
乳、野菜エキス、香辛料／増粘剤（加工デンプン）、酸味
料、調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、香料、（一部に小
麦・乳成分・牛肉・大豆・りんごを含む） 
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10 115 

3173 

夏野菜のドライカレ

ー 

添付半熟卵（国内製造）、トマトソース（トマト、たまねぎ、その
他）、揚げなす、スイートコーン、鶏肉、にんじん、粒状大豆
たんぱく、オクラ、ヤングコーン、えだまめ、しょうゆ、植物油
脂、カレー粉、砂糖、にんにく、チキンブイヨン、こしょう、食
塩、添付とうがらし／増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸
等）、ミョウバン、塩化カルシウム、ｐＨ調整剤、カラメル色素、
（一部に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

11 119 牛煮込み揚げ豆腐 牛肉（オーストラリア産）、こんにゃく、いんげん、タレ（しょう
ゆ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、発酵調味料、香辛料、にんに
く、乾燥玉ねぎ、生姜、リンゴピューレ、ごま、濃縮西洋なし
果汁）、絹厚揚げ（丸大豆、デキストリン、でん粉、ぶどう糖、
揚げ油（植物油脂））／糊料（加工デンプン）、調味料（アミノ
酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）、カラメル色
素、豆腐用凝固剤、酒精、水酸化カルシウム、（一部に小
麦・牛肉・ごま・大豆・りんごを含む） 

 

11 121 はぐくみ自慢の豚パ

ラパラミンチと国産

野菜で作るミートソ

ースグラタン 

〔具材）豚ミンチ（国産）、玉ねぎ、ばれいしょ、にんじん、（一
部に豚肉を含む）〔液体調味料〕トマトペースト、食塩、砂糖、
トマトケチャップ、還元水あめ、醸造酢、トマトパウダー、ドラ
イトマトエキス、大豆油、酵母エキス、オレガノ、ローストガー
リックパウダー、ローズマリー、オリーブ油、こしょう、タイム、
セロリーシード、ローレル、バジル/酒精、調味料（アミノ酸
等）、パプリカ色素、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、
（一部に大豆を含む） 

 

11 122 いか竜田揚げとポテ

トの塩レモン炒め 

【具材】いか竜田揚げ（いか（輸入）、しょうゆ、砂糖、米発酵
調味液、還元水あめ、魚介エキス、酵母加工品、酵母エキ
ス、おろししょうが、魚醤、おろしにんにく、衣（でん粉、パン
粉（小麦・大豆を含む）、卵白粉末（卵を含む））、揚げ油（パ
ーム油））、皮付きポテト（じゃがいも（遺伝子組換えでな
い）、植物油脂）、赤ピーマン／加工でん粉、ブドウ糖【添付
たれ】砂糖、デキストリン、濃縮レモン果汁、食塩、清酒、濃
縮オレンジ果汁、酵母エキス 

 

11 123 骨取り赤魚とブロッ

コリーのブイヤベー

ス風 

【具材】赤魚（アメリカ）、ブロッコリー、トマト／酸化防止剤（ビ
タミンＣ）【添付たれ】砂糖、いわしエキス、おろしにんにく、
食塩、たまねぎエキス、トマトペースト、植物油脂、おろしたま
ねぎ、あさりエキス、魚醤、酵母エキス、パプリカ、セロリパウ
ダー、タイム、フェンネル、ローレル／増粘剤（加工でん粉） 

 

13 159 国産若鶏のオーブ

ン焼き(トマトソース) 

鶏肉（国産）、植物油脂、パン粉（小麦・大豆を含む）、野菜
（たまねぎ、にんじん）、トマトケチャップ、砂糖、粒状植物性
たん白、トマトペースト、しょうゆ、チキンエキス調味料、食
塩、ウスターソース、米酢、乾燥パセリ、香辛料、乾燥バジル
／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉）、炭酸水素Ｎａ、ｐＨ調
整剤、調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル、アナトー色素、
カロチン）、香料（乳由来） 

 

18 208 聖護院の旬菓生八

ッ橋(もも・抹茶) 

砂糖（国内製造）、米粉、桃あん（白生あん、砂糖、白桃蜜
漬、水飴、寒天）、小豆、きな粉（大豆を含む）、抹茶／酵素
（大豆由来）、香料、ベニコウジ色素 

 

25 374 飛騨担々麺(濃厚花

椒) 

【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】ねりごま
（国内製造）、たんぱく加水分解物、砂糖、食塩、ラー油、植
物油脂、ポークエキス、しょうゆ、みそ、おろししょうが、香味
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油、酵母エキス、香辛料、ローストガーリックペースト、豆板
醤/調味料（アミノ酸等）、酒精、乳化剤、カラメル色素、パプ
リカ色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・ごま・大豆・豚
肉を含む） 

29 449 国産小麦のくるみパ

ン 

小麦粉（国内製造）、くるみ、粗糖、グラニュー糖、ショートニ
ング、黒糖蜜、パン酵母、発酵種、食塩、卵、加工油脂／加
工デンプン、乳化剤、酢酸Ｎａ、増粘剤（アルギン酸エステ
ル）、イーストフード、ビタミンＣ、（一部に卵・小麦・乳成分・く
るみ・大豆・りんごを含む） 

 

29 452 フジりんごとレーズ

ンのデニッシュ 

小麦粉（国内製造）、マーガリン、りんごプレザーブ、りんごジ
ャム、レーズン、液卵、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ショート
ニング、パン酵母、ホエイパウダー、レモンジュース、食塩、
食酢、ラム酒／増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類）、ｐＨ調
整剤、乳化剤、香料、酸味料、Ｖ．Ｃ、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ、
Ｖ．Ｃ）、着色料（カロチノイド）、乳酸Ｃａ、（一部に小麦・卵・
乳成分・大豆・りんごを含む） 

 

30 481 クールサマーシュト

レン 

小麦粉（国内製造）、マーガリン、夏みかんピールシロップ漬
け、牛乳、ショートニング、レーズン、砂糖、オレンジピールシ
ロップ漬け、レモンピールシロップ漬け、ドライクランベリー、
オレンジ果汁、アーモンドペースト、オリゴ糖、粉糖、パン酵
母、リキュール、食塩／増粘剤（キサンタン）、酸味料、香
料、乳化剤、アナトー色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・オレンジ・アーモンドを含む） 

 

30 502 ごろっとグラノーラご

ろグラ(メープルナッ

ツ) 

オーツ麦フレーク（オーストラリア製造又はイギリス製造又は
その他）、小麦シリアルパフ（大豆を含む）、砂糖、ライ麦シリ
アルパフ（コーングリッツ、ライ麦粉、小麦粉、その他）、植物
油脂、水溶性食物繊維、アーモンド、カシューナッツ、乳糖、
メープルシロップ、くるみ、乾燥いちご加工品、デキストリン
／炭酸カルシウム、香料、カラメル色素、ビタミンＣ、乳化
剤、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ、ローズマリー抽出
物）、加工でん粉、ピロリン酸鉄、酸味料、カゼインＮａ、ナイ
アシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ6、ビタミンＢ1、ビ
タミンＢ2、葉酸、ビタミンＤ、ビタミンＢ12 

 

34 560 ほたて屋のほたてご

飯の素 

ほたて貝（青森県陸奥湾産）、ほたて貝エキス、アミノ酸液、
醤油、砂糖、魚介エキス、発酵調味料、食塩、酵母エキス、
こんぶエキス／酒精、酸味料、調味料（アミノ酸等）、（一部
に小麦・さば・大豆を含む） 

 

34 575 フライパンでできるさ

んまタルタルフライ 

さんま（国産）、タルタルソース（食用植物油脂、ピクルス、卵
黄、砂糖類（水あめ、砂糖）、たまねぎ、醸造酢、食塩、発酵
乳粉末、赤ピーマン、香辛料、酵母エキス）、バッターミックス
（パン粉、小麦粉、砂糖、食塩、卵粉末、全粉乳、香辛料、
酵母エキス）、パン粉、食塩／加工でデンプン、増粘多糖
類、クチナシ色素、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・乳成
分・大豆・りんごを含む） 

 

39 655 コロコロチキン(チー

ズ味) 

鶏肉（国産）、チーズ、つなぎ（でん粉、パン粉、粉末状植物
性たん白、卵白粉）、植物油脂、鶏皮（国産）、発酵調味料、
砂糖、食塩、酵母エキス、香辛料、ブドウ糖、衣（でん粉、ク
ラッカー粉、パン粉、小麦粉、コーンフラワー、米粉、食塩、
粉末状植物性たん白、砂糖、卵白粉、デキストリン、香辛
料、食物繊維）、揚げ油（パーム油）／加工でん粉、乳化剤、
膨張剤、増粘多糖類、パプリカ色素、（一部に乳成分・小麦・
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卵・鶏肉・大豆・りんごを含む） 

40 658 揚匠 しげ盛監修柚

子胡椒マヨネーズか

らあげ(国産若鶏手

羽小間肉使用) 

鶏手羽小間肉（国産）、たれ（アミノ酸液、柚子こしょう、醸造
酢、砂糖、食塩、その他）、乳清たん白、マヨネーズ、衣（で
ん粉、コーンフラワー、小麦粉、食塩）、揚げ油（なたね油）
／加工でん粉、膨張剤、酸味料、香料、調味料（アミノ酸）、
増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・鶏肉・りんごを含む) 

 

41 693 国産若鶏肉付きヤ

ゲン唐揚げ 

鶏軟骨（国産）、食塩、砂糖、香辛料、たんぱく加水分解物、
衣(小麦粉、パン粉、香辛料、大豆粉、食塩、植物油脂、砂
糖)、揚げ油(なたね油、パーム油)／加工デンプン、トレハロ
ース、調味料（アミノ酸）、重曹、増粘剤(キサンタン)、パプリ
カ色素 

 

42 694 青森産ながいも唐

揚げ 

やまいも（青森県）、衣〔小麦粉、でん粉、糖類（砂糖、ぶどう
糖）、食塩、粉末しょうゆ、脱脂粉乳、香辛料、粉末状植物性
たん白、大豆油、たん白加水分解物、発酵調味料〕、揚げ油
（なたね油）、（一部に小麦・乳成分・大豆・やまいもを含む）  

42 700 行者にんにく餃子 野菜（キャベツ（国産）、行者にんにく、たまねぎ、ねぎ、にん
にく）、食肉（豚肉（国産）、鶏肉）、大豆たん白、砂糖、ごま
油、オイスターソース、食塩、しょうゆ、香辛料、皮（小麦粉、
ブドウ糖、植物油、醗酵調味料、食塩）/加工澱粉、調味料
（アミノ酸等）、（一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま・魚しょう
（魚介類）を含む） 

 

46 760 天津閣小籠包 皮（小麦粉、ラード、もち粉、米粉、植物油、粉あめ、粉末状
植物性たん白、卵白末、乳化油脂、食塩、寒天、しょう油、
粉末油脂）、食肉（豚肉、鶏肉）、豚脂肪（国産）、野菜（玉ね
ぎ、しょうが、ねぎ）、たけのこ水煮、ゼラチン、白湯スープ、
中華調味料、オイスターソース、粒状植物性たん白、酒、植
物油、砂糖、しょう油、食塩、野菜スープ、調味エキス、香味
食用油、チキンスープパウダー、粉末状植物性たん白、香
辛料、脱脂粉乳、卵白末／加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（加工デンプン、増粘多糖類、ＨＰＭＣ）、カラメ
ル色素、香料、（一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・ゼラチンを含む）【添付たれ】しょう油、中華調味料、醸
造酢、砂糖、食塩、こんぶ調味液、かつお節調味液／調味
料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む） 

 

53 880 たん熊北店監修炊

き込みご飯の素あな

ごめし(2合用) 

イラコあなご（国産）、昆布だし汁、かつおだし汁、発酵調味
料、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、清酒、ごぼう（国産）、にん
じん（国産）、魚介エキス調味料、食塩、しょうが（国産）酵母
エキス、あさりエキス、昆布エキス 

 

57 942 スパイスカレーの匠

チキンカレー(辛口) 

【煮込み用特製濃縮ペースト】牛脂豚脂混合油、食塩、チキ
ンシーズニング、チャツネ、トマトペースト、ガーリックパウダ
ー、オニオンパウダー、野菜エキス、かつおだし、ソテーオニ
オン、チキンエキス、ローストオニオンパウダー、砂糖、オイ
スターソース、魚醤、ジンジャー、クミン、コリアンダー、あさり
エキス、レモン濃縮果汁、唐がらし、バジル、ターメリック、ク
ローブ、セロリシード／調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビ
タミンＣ、ビタミンＥ）、乳化剤、香辛料抽出物、酸味料、カラ
メル色素、香料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む）、
【炒め用スパイスオイル】調味オイル（国内製造）／香料、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物、（一部に牛肉・大豆
を含む）、【仕上げ用スパイスミックス】カルダモン、焙煎唐が
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らし、黒胡椒 

58 958 手づくり葛あいすの

もと (国産本葛粉使

用) 

麦芽糖（国内製造）、砂糖、さつまいもでん粉、本葛粉 

 

61 3251 かつお かつお枯節削り節（国内製造）、砂糖、食塩、しょうゆ、みり
ん、粉末水飴／調味料(アミノ酸等)、アナトー色素、カラメル
色素、(一部に小麦・大豆を含む) 

 

61 3266 ぶっかけ有明海苔

(旨塩味) 

食用なたね油（国内製造）、のり（熊本県有明海産）、いりご
ま、食塩（熊本県天草郡製造）/調味料（アミノ酸）、（一部に
ごまを含む） 

 

62 3271 辻利冷やし抹茶 檸

檬(スティックタイプ) 

抹茶（国産）、食物繊維、デキストリン、レモンパウダー（レモ
ン、デキストリン） 

 

63 3309 KEY COFFEE リキッ

ドコーヒー  天然水

(無糖) 

コーヒー（国内製造） 

 

64 990 

3312 

野菜生活 100デラウ

ェアミックス(山形県

産デラウェア使用) 

野菜（にんじん（輸入）、赤じそ、小松菜、ケール、ブロッコリ
ー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、だいこん、はくさ
い、セロリ、メキャベツ（プチヴェール）、紫キャベツ、ビート、
たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ）、果
実（りんご、パインアップル、ぶどう（山形県産デラウェア１０
０％）、レモン、クランベリー）／香料、クエン酸 

 

65 3352 たべっ子水族館 小麦粉（国内製造）、砂糖、植物油脂、ショートニング、カカ
オマス、ココアパウダー、全粉乳、転化糖蜜、加糖れん乳、
ごま、食塩、コラーゲン（豚肉を含む）／膨脹剤、着色料（カ
ラメル）、炭酸 Ca、乳化剤（大豆由来）、香料 

 

66 3357 コーヒーチョコ玉 砂糖（国内製造、外国製造）、ココアバター、全粉乳、乳糖、
コーヒーパウダー、脱脂粉乳、植物油脂、コーンスターチ、
カカオマス／乳化剤、カカオ色素、増粘剤（アラビアガム）、
光沢剤、香料、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

67 3378 六方焼(こしあん) 生飴(国内製造)、砂糖、小麦粉、鶏卵、水あめ、還元でん粉
糖化物／甘味料(ソルビトール)、膨張剤、着色料(クチナ
シ)、香料、(一部に小麦・卵を含む) 

 

67 3399 パナップ ●いちご 乳製品（国内製造、外国製造）、砂糖、いちごソー
ス、植物油脂／安定剤（増粘多糖類）、乳化剤、香料、酸味
料、野菜色素、リン酸カルシウム、（一部に乳成分を含む） 
●ぶどう 乳製品（国内製造、外国製造）、砂糖、ぶどうソー
ス、植物油脂／安定剤（増粘多糖類）、香料、乳化剤、酸味
料、リン酸カルシウム、（一部に乳成分を含む） ●白桃 乳
製品（国内製造、外国製造）、砂糖、白桃ソース、植物油脂
／安定剤（増粘多糖類）、香料、乳化剤、酸味料、リン酸カ
ルシウム、野菜色素、（一部に乳成分・ももを含む） 
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70 3466 兵庫県浜坂産ほた

るいかの素干し 

ホタルイカ（兵庫県浜坂産） 

 

70 3473 プチ茶わんむし 鶏卵（国産）、えび、枝豆、椎茸、発酵調味液、食塩、還元
水あめ、かつおだし、酵母エキス、昆布だし、そうだかつお
節だし、焼きあごだし、煮干しだし、（一部にえび・小麦・卵・
大豆を含む） 

 

70 3478 毎日骨太 MBP(乳飲

料) 

乳､乳製品､乳たんぱく質､乳等を主要原料とする食品／炭
酸 Ca､乳化剤､ﾋﾞﾀﾐﾝ D､(一部に乳成分を含む) 

 

72 3520 サクレレモンバー 砂糖（国内製造）、レモン果汁、砂糖混合異性化液糖、レモ
ンピールソース（レモンピール、砂糖、水あめ）、食塩、乳清
たん白、リキュール / 安定剤（増粘多糖類）、酸味料、紅花
色素、乳化剤、甘味料（アセスルファムＫ、スクラロース）、香
料、（一部に乳成分を含む) 

 

74 3582 マイおつまみスライ

スサラミ 

畜肉（豚肉＜アメリカ又はメキシコ＞、牛肉）、豚脂肪、還元
水あめ、結着材料（大豆たんぱく、でん粉）、食塩、香辛料、
砂糖、玉ねぎエキス／カゼインＮａ、調味料（アミノ酸等）、リ
ン酸塩（Ｎａ、Ｋ）、ｐＨ調整剤、くん液、酸化防止剤（エリソル
ビン酸Ｎａ）、保存料（ソルビン酸Ｋ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、
香辛料抽出物、（一部に乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3613 プリッと天然エビカツ

(特大) 

エビ、エビスープ、液卵白、パン粉、大豆油、砂糖、食塩、衣
（パン粉、小麦粉、植物油脂、卵白粉、食塩、植物性たん
白）／加工でん粉、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）、調味
料（アミノ酸）、ｐH 調整剤、ベーキングパウダー、（一部にえ
び・小麦・卵・大豆を含む）  

チ

ラ

シ 

3619 答志島トロさわらの

炙り 

さわら（三重県産）、食塩 

 

チ

ラ

シ 

3620 山陰産子持ち笹か

れい一夜干し 

ヤナギムシカレイ（山陰産）、食塩 

 

チ

ラ

シ 

3646 岐阜「恵那清月堂」

しぶ栗水ようかん(抹

茶) 

白あん（生あん、砂糖、水飴）（国内製造）、しぶ栗甘露煮
（栗、砂糖）、砂糖、抹茶ペースト、寒天、食塩／グリシン、増
粘多糖類 

 

チ

ラ

シ 

3700 無選別稲庭うどん

(北海道産小麦使

用) 

小麦粉（小麦（北海道産））、食塩、でん粉、（一部に小麦を
含む） 

 

チ

ラ

シ 

3701 梅ゼリー(梅の実入

り) 

砂糖（国内製造）、梅エキス、梅/ゲル化剤（増粘多糖類）、
酸味料、香料、（一部にりんごを含む） 
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