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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

2 029 瀬戸内レモン&ネー

ブルアイスバー 

〈レモン〉砂糖（国内製造）、水飴、異性化液糖、レモン果汁
（レモン（瀬戸内産））、食塩／酸味料、安定剤（増粘多糖
類）、香料、着色料（カロテノイド）〈ネーブル〉砂糖（国内製
造）、水飴、異性化液糖、ネーブルオレンジ果汁（ネーブル
オレンジ（瀬戸内産））、食塩／酸味料、香料、安定剤（増粘
多糖類）、着色料（カロテノイド）、（一部にオレンジを含む） 
 

 

3 032 ふっくらジューシーミ

ニ生ハンバーグ 

牛肉（オーストラリア）、ソテーオニオン、豚肉調製品（豚肉、
香辛料）、牛脂、鶏卵、パン粉（乳成分・小麦を含む）、粒状
植物性たん白（大豆を含む）、食塩、しょうゆ、香辛料／香
料、着色料（カロチン、アナトー色素）  

9 102 産直鶏肉の唐揚げ

黒酢あんセット 

【鶏肉】鶏肉（国産）、（一部に鶏肉を含む）【野菜】玉葱、人
参、ピーマン【甘酢たれ（黒酢入り）】果糖ぶどう糖液糖、しょ
うゆ、米黒酢、醸造酢、ごま油、オイスターソース、食塩、チ
キンエキス／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、ソルビ
ット、カラメル色素、酸味料、酒精、（一部に小麦・大豆・鶏
肉・ごまを含む）【たけのこ】竹の子、食塩／クエン酸 
 

 

13 139 お徳用えびてんぷら

そば 

めん［小麦粉（国内製造）、そば粉、卵白粉、食塩、小麦たん
白、（一部に卵・小麦・そばを含む）］、具［えび天ぷら、ね
ぎ、かまぼこ／安定剤（加工でん粉）、調味料（有機酸等）、
トレハロース、乳化剤、膨張剤、ｐＨ調整剤、ベニコウジ色
素、（一部に卵・小麦・えび・大豆を含む）］、つゆ［しょうゆ、
果糖ぶどう糖液糖、食塩、かつおエキス、かつお節エキス、
さば節エキス、しいたけエキス／調味料（アミノ酸等）、アルコ
ール、カラメル色素、（一部に小麦・さば・大豆を含む）］ 
 

 

25 410 石窯国産りんご 小麦粉（国内製造）、りんごプレザーブ、りんごピューレ、ドラ
イりんご、サワー種、小麦たん白、砂糖、発酵風味料、ライ麦
サワー種、食塩、パン酵母、ライ麦粉、食酢／増粘剤（加工
デンプン）、酒精、酸味料、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、乳酸Ｃａ、
Ｖ．Ｃ、ホップ、（一部に小麦・乳成分・りんごを含む） 
 

 

25 418 ホテルバイキングミ

ニパンセット 

【バター香るクロワッサン S】小麦粉(国内製造)、マーガリン
(バター入り)、砂糖、卵、発酵風味料、マーガリン、パン酵
母、食塩／香料、乳化剤、V.C、着色料(カロテン)、(一部に
小麦・卵・乳成分・大豆を含む)【北海道ミルク】小麦粉(国内
製造)、牛乳フラワーペースト、卵、砂糖、マーガリン、乳等を
主要原料とする食品、パン酵母、食塩／加工澱粉、香料、
乳化剤、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、pH 調整剤、
V.C、着色料(カロテノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆
を含む)【ミニデニッシュカレー】小麦粉、カレーフィリング、マ
ーガリン、砂糖、卵、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウ
ダー(乳製品)／増粘剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸等)、酢
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酸 Na、着色料(カラメル、カロテン)、香料、グリシン、加工澱
粉、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・
りんご・ゼラチンを含む）【ミニデニッシュ(カスタード)】小麦
粉、フラワーペースト、マーガリン、砂糖、卵、パン酵母、食
塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー(乳製品)／増粘剤(加工澱
粉)、増粘多糖類)、香料、保存料(ソルビン酸 K)、加工澱粉、
ｐH 調整剤、着色料(カロテン、V.B2)、V.C、(一部に小麦・
卵・乳成分・大豆を含む)【ミニ食パン】小麦粉(国内製造)、い
ちごフラワーペースト、砂糖、卵、マーガリン、パン酵母、乳
等を主要原料とする食品、食塩／加工澱粉、香料、乳化
剤、着色料(紅麹、カロテノイド)、増粘多糖類、ｐH 調整剤、
V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)【ミニメロンパ
ン】小麦粉(韓国製造、国内製造)、砂糖、卵、ファットスプレ
ッド、マーガリン、発酵風味料、乳等を主要原料とする食品、
パン酵母、食塩／乳化剤、膨張剤、香料、イーストフード、
V.C、着色料(カロテノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆
を含む) 

26 436 8 月のジャム(いちじ

く) 

いちじく（国産）、糖類（砂糖（国内製造）、水あめ）/ゲル化
剤（ペクチン）、酸味料 

 

29 482 一本釣り鰹のオリー

ブオイル揚げたたき

(生食用) 

かつお（国産）、オリーブオイル 

 

29 495 着色料不使用いか

明太 

いか(国産）、食塩、砂糖、発酵調味料、真鱈の卵、かつお
節エキス調整品、風味調味料、唐辛子、還元水あめ／甘味
料（ソルビトール）、酒精、調味料（アミノ酸等）、ｐＨ調整剤、
ビタミン B1、増粘多糖類、（一部に小麦・いか・大豆・ゼラチ
ンを含む） 

 

35 592 ヒレのローストポー

ク(ハニーバルサミコ

ソース付き) 

ローストポーク（豚ヒレ肉（アメリカ）､食塩､香辛料､砂糖､粉末
しょう油､酵母エキス ／ 調味料(アミノ酸等)､（一部に小麦・
大豆･豚肉を含む））添付ソース（砂糖、醸造酢、しょう油、玉
ねぎ、大根、りんご加工品、バルサミコ酢、ワイン、ぶどう糖
果糖液糖、はちみつ、小麦たん白加水分解物、発酵調味
料、水あめ、おろしにんにく、野菜ブイヨン、香辛料 ／ 増
粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、調味料（アミノ酸等）、
酸味料、（一部に小麦･大豆･鶏肉･りんごを含む）） 
 

 

37 631 甲子園ヒーロー揚げ 鶏肉、しょうゆ、酒、砂糖、植物性たん白、にんにく、しょう
が、食塩、米粉、大豆粉、衣（でん粉、コーンフラワー、植物
性たん白、パン粉、米粉、大豆油、食塩、砂糖、大豆粉）、揚
げ油（大豆油）／加工でん粉、膨張剤、調味料（アミノ酸）、
水酸化Ｃａ、パプリカ色素、（一部に小麦・いか・大豆・鶏肉を
含む） 
 

 

39 657 レンジで楽チン!加賀

包み煮 

豚肉、野菜（たまねぎ、にんじん、グリンピース）、油揚げ、れ
んこん水煮、魚肉すり身、しょうゆ、砂糖、豚脂、でん粉、還
元水あめ、粒状大豆たん白、ゼラチン、みりん、粉状大豆た
ん白、食塩、ポークエキス、かつおエキス、酵母エキス、香辛
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料／調味料（アミノ酸等）、豆腐用凝固剤、（一部に大豆・小
麦・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

41 691 中華丼の具 野菜（キャベツ（国産）、はくさい、にんじん、たけのこ、えだま
め（大豆を含む）、たまねぎ）、えび、砂糖、しょうゆ（小麦を
含む）、ごま油、オイスターソース、豚脂、ほたてエキス調味
料、食塩、香辛料、乾燥きくらげ、乾しいたけ、がらスープ
（鶏肉を含む）／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、調
味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）、炭酸水素Ｎａ 
 

 

44 740 越前蕎麦(国内産そ

ば粉使用) 

[めん］小麦粉（国内製造）、そば粉、食塩、うち粉（でんぷ
ん）／ソルビット、pH調整剤 [つゆ］だし汁（いわし、さば、か
つお）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、砂糖、食塩、発酵調味
料、昆布エキス／調味料（アミノ酸等）、カラメル色素 
 

 

46 769 カスタード風味豆腐

SWEETS TOFU( 充

填豆腐) 

●原材料名：丸大豆(遺伝子組換えでない）、砂糖、植物
油、食塩●添加物：凝固剤（塩化マグネシウム（にがり））、消
泡剤（グリセリン脂肪酸エステル）、香料、カロチン色素、安
定剤（キサンタンガム） 
 

 

49 829 北海道男爵のポテト

サラダ 

じゃがいも(北海道産)､マヨネーズ(卵･大豆を含む)､にんじ
ん､たまねぎ､砂糖､だし､醸造酢､食塩､こしょう 

 

49 842 長崎・佐世保蜂の家

野菜カレー 

たまねぎ(国産）、カレーフレーク、じゃがいも、砂糖、パイン、
トマト、しょうゆ、牛肉、にんじん、ガラスープ、トマトケチャッ
プ、リンゴ、にんにく、調味エキス、清酒、チキンパウダー、風
味調味料、生姜、カイエンペッパー／調味料（アミノ酸等）、
カラメル色素、酸味料、（一部に乳成分・小麦・大豆・牛肉・
豚肉・鶏肉・リンゴ・バナナを含む） 
 

 

60 3281 大入パック(味のこだ

わり・北海の味) 

＜味のこだわり＞ピーナッツ（輸入）、小麦粉、米、澱粉、砂
糖、植物油脂、寒梅粉、片口いわし、もち米、からしマヨネー
ズシーズニング、しょう油、食塩、えび、デキストリン、のり、え
びエキス、あおさ、いか、水飴、香辛料、オイスターソース、
風味調味料、蛋白加水分解物／加工でん粉、膨張剤、トレ
ハロース、調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（紅麹、カロチ
ノイド、カラメル）、乳化剤、酸味料、糊料（プルラン）、香辛
料抽出物、（一部に卵・乳成分・小麦・えび・落花生・いか・
大豆・鶏肉・豚肉を含む）＜好きです北海の味＞ピーナッツ
（輸入）、植物油脂、澱粉、米、小麦粉、砂糖、寒梅粉、もち
米、マッシュポテトパウダー、えび、食塩、うにシーズニング、
いか、鮭とばチップ、わかめ、鮭とばシーズニング、香辛料、
じゃがバター風味シーズニング、あおさ、ごま、かに、しょう
油、かにシーズニング、酵母エキス、蛋白加水分解物、調味
エキス、かつお節、デキストリン／加工でん粉、膨張剤、調
味料（アミノ酸等）、着色料（クチナシ、カロチノイド、紅麹）、
香料、トレハロース、酸味料、ソルビトール、糊料（プルラ
ン）、くん液、香辛料抽出物、甘味料（アセスルファムＫ）、
（一部に乳成分・小麦・えび・かに・落花生・いか・ごま・さけ・
大豆・鶏肉を含む） 
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64 3385 明太もちチーズグラ

タン 

ペンネ（国内製造）、牛乳、もち、チーズ、植物油脂、脱脂濃
縮乳、ホワイトソース、明太子ソース、小麦粉、バター、食
塩、砂糖、油脂加工品、パン粉、明太調味液、でん粉加工
品、チキンコンソメ、チーズ風味パウダー、のり、ゼラチン、チ
ーズ加工品、チーズフード、ワイン、乳等を主要原料とする
食品、こんぶエキス、香辛料、ミルポアペースト、酵母エキス
／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、調味料
（アミノ酸等）、酒精、乳化剤、着色料（紅麹、カロチノイド）、
加工でん粉、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、香辛料抽出物、酸味料、
香料、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン・魚し
ょうパウダー（魚介類）を含む） 
 

 

64 3389 えびドリア 米（国産）、牛乳、えび、チーズ、植物油脂、脱脂濃縮乳、ホ
ワイトソース、アメリカンソース、食塩、オニオンソテー、乳等
を主要原料とする食品、バター、砂糖、チキンエキス、小麦
粉、ワイン、油脂加工品、フュメドポワソンベース、オマール
えびエキス、パン粉、チーズ加工品、きのこソース、粉末水
あめ、ゼラチン、チーズフード、パセリ、香辛料、チーズ風味
パウダー、ミルポアペースト、酵母エキス／増粘剤（加工で
ん粉、増粘多糖類）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、酢酸
Ｎａ、乳化剤、香料、グリシン、加工でん粉、着色料（カロチノ
イド、カラメル）、香辛料抽出物、（一部にえび・小麦・卵・乳
成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

66 3437 ごまとうふ ねりごま（国内製造）、でん粉、砂糖、食塩／ゲル化剤（増粘
多糖類）、加工でん粉、（一部にごまを含む） 

 

67 3470 スープカレーの作り

方(甘口) 

砂糖（国内製造）、ポークエキス（国内製造）、オニオンソテ
ー、食塩、豚脂、トマトペースト、食用乳化油脂、クミン、おろ
しにんにく、りんごペースト、しょうゆ、酵母エキス、オニオン
エキス、クリーム、バナナピューレ、おろし生姜、野菜エキ
ス、ガラムマサラ、フライドガーリック粉末、唐辛子、バジル／
増粘剤（タマリンド）、カラメル色素、乳化剤、（一部に乳成
分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・バナナを含む） 
 

 

68 3487 オイコス (プレーン・

砂糖不使用) 

乳製品 （乳成分を含む） 

 

 

 


