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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

5 058 直火焼き肩ロース焼

豚切り落とし 

豚肩ロース肉（輸入）、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、
食塩、みりん／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、着色料（カ
ラメル） 
 

 

6 074 ミートソース(マッシュ

ルーム入り) 

野菜（たまねぎ、にんじん、にんにく）、トマトペースト（ポルト
ガル製造）、食肉（牛肉、豚肉）、マッシュルーム、砂糖、食
塩、ラード、植物油脂（大豆を含む）、酵母エキス、酵母エキ
スパウダー、たん白加水分解物、香辛料／増粘剤（加工で
ん粉）、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル） 
 

 

14 148 ベビー母恵夢(北海

道メロン) 

生餡（国内製造）、砂糖、小麦粉、卵、メロンピューレ（メロン
（北海道産）、砂糖）、マーガリン、麦芽糖、水飴、バター、砂
糖結合水飴／トレハロース、ベーキングパウダー、香料、酸
味料、着色料（クロレラ末、パプリカ色素、カロテノイド）、乳
化剤、酸化防止剤（V.E）、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を
含む） 
 

 

30 520 いかとほたてのレモ

ンペッパー味 

アカイカ（国産）、ボイル帆立（帆立貝（北海道沖））、タレ（植
物油脂、食塩、こしょう、レモンピール、赤唐辛子、パセリ、香
味食用油）／調味料（アミノ酸等）、香料、乳化剤、着色料
（ニンジンカロチン、パプリカ色素）、（一部に小麦・いか・大
豆を含む） 

 

35 584 あらびきウインナー

(無塩せき) 

豚肉、豚脂肪、鶏肉、還元水あめ、大豆たん白、食塩、水あ
め、酵母エキス、たん白加水分解物、しょうゆ、コラーゲン、
緑茶、香辛料、魚介エキス、醸造酢、たまねぎエキス／貝カ
ルシウム、香辛料抽出物、（一部に豚肉・鶏肉・大豆を含む） 
 

 

38 641 鴨つけうどん めん［小麦粉｛小麦（国産）｝、食塩／加工でん粉、（一部に
小麦を含む）］、つゆ［本かえし（しょうゆ、砂糖、みりん）、しょ
うゆ、水あめ、砂糖、チキンエキス、動物油脂、かつお節エキ
ス、たん白加水分解物、食塩、植物油脂、酵母エキス／アル
コール、増粘剤（キサンタンガム）、調味料（アミノ酸等）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含
む）］、具［あい鴨肉加工品、ねぎ／ポリリン酸Ｎａ、調味料
（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎ
ａ）］ 
 

 

38 642 瀬戸内レモン塩焼そ

ば 

めん［小麦粉（国内製造）、卵白粉、小麦たん白、食塩／か
んすい、クチナシ色素、（一部に卵・小麦を含む）］、具［野菜
（もやし、キャベツ、にんじん、ねぎ）、きくらげ、えび、植物油
脂、食塩、香辛料／増粘多糖類、ｐH 調整剤、（一部にえび
を含む）］、たれ［たん白加水分解物、食塩、砂糖、チキンエ
キス、レモン果汁、醸造酢、酵母エキス、昆布エキス、植物
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油脂、香辛料／調味料（アミノ酸等）、酸味料、加工でん粉、
香料、増粘多糖類、（一部に小麦・鶏肉・ごまを含む）］ 
 

38 643 五穀米が入った !赤

飯おにぎり 

うるち米（国産）、もち米（国産）、あずき、丸麦、黒米（国
産）、加工油脂、植物油脂、食塩、梅酢、もちきび、アマラン
サス、キヌア、あずきエキスパウダー、しょうゆ、（一部に小
麦・大豆を含む） 
 

 

38 644 ま～るいたこ焼き(大

粒) 

野菜（キャベツ（国産）、ねぎ）、小麦粉、たこ、還元水あめ、
紅しょうが、揚げ玉、やまいも、植物油脂、全卵、砂糖、食
塩、こんぶエキス、風味調味料（かつお）、かつお節粉末、コ
ーンシロップ、ぶどう糖、加工油脂／加工でん粉、調味料
（アミノ酸等）、ベーキングパウダー、増粘剤（キサンタン）、
乳化剤、紅麹色素、炭酸Ｎａ、（一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・やまいもを含む） 
 

 

38 645 ポンデドーナツ(いち

ご) 

ミックス粉（小麦粉、砂糖、ショートニング、粉末油脂、その
他）（国内製造）、食用油脂、鶏卵、油脂加工食品（砂糖、植
物油脂、デキストリン）、砂糖、いちご果汁加工品／加工デン
プン、香料（乳由来）、ベーキングパウダー、酸味料、乳化剤
（大豆由来）、着色料（クチナシ、紅麹） 
 

 

41 685 お肉がおいしい水餃

子 

【ぎょうざ】豚肉（国産）、野菜（にら、たまねぎ）（国産）、しょう
ゆ、ごま油、粉末卵白（卵を含む）、しょうがペースト、おろし
にんにく、食塩、砂糖、オイスターソース、香辛料、皮（小麦
粉（小麦（国産））、植物油脂（大豆を含む）、粉末卵白、粉末
状植物性たん白、食塩）／トレハロース、調味料（アミノ酸）、
エノキタケ抽出液、着色料（カラメル）【スープ】チキンエキ
ス、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸） 
 

 

44 745 鶏醤油つけめん 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)〕、スープ〔しょうゆ、植物油脂、チキンオイル、砂糖、食
塩、チキンエキス、果糖ぶどう糖液糖、ガラスープ、たん白加
水分解物、昆布エキス、ネギエキス、香辛料／調味料(アミノ
酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタン)、(一部に小
麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)〕 
 

 

44 759 ふんわりアメリカンド

ッグ(ケチャップ入り) 

衣（小麦粉（国内製造）、パン粉、砂糖、でん粉、粉末状植
物性たん白、植物油脂、食塩）、魚肉すり身、トマトケチャッ
プ、植物油脂、ペースト状植物性たん白、砂糖、トマトペース
ト、でん粉、醸造酢、食塩、粉末状植物性たん白、ゼラチン、
たまねぎエキス、香味食用油、かつおエキス、香辛料、揚げ
油（パーム油）／加工でん粉、ベーキングパウダー、ソルビト
ール、炭酸Ｃａ、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（カラギナン、
加工でん粉）、香料、着色料（クチナシ、トマトリコピン）、香辛
料抽出物、（一部に小麦・大豆・ゼラチンを含む） 
 

 

45 766 なにわのうす皮肉餃

子 

【ぎょうざ】野菜（キャベツ、にら、ねぎ）、食肉（豚肉、鶏肉）、
皮（小麦粉、もち粉、ラード、食塩、水あめ混合異性化液
糖）、粒状植物性たん白、おろしにんにく、パン粉、おろしし
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ょうが、ごま油、みそ、砂糖、酵母調味料、食塩、こしょう/加
工でん粉、調味料（アミノ酸）、pH調整剤、グリシン、（一部に
小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む）【添付たれ】醸造酢、果
糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、なたね油、食塩、米発酵調味料、
たん白加水分解物、ごま油、ラー油/カラメル色素、調味料
（アミノ酸等）、香辛料抽出物、（一部に小麦・大豆・ごまを含
む） 
 

48 829 生いも板こんにゃく こんにゃくいも（国産）、海藻粉末／水酸化Ｃａ（こんにゃく用
凝固剤） 

 

49 849 あさりの旨みがおい

しいボストン風クラ

ムチャウダー 

野菜(じゃがいも、たまねぎ)、乳等を主要原料とする食品(国
内製造)、あさり、あさりエキス、食塩、ブイヨン風味調味料、
ワイン、砂糖、酵母エキス／増粘剤(加工デンプン)、トレハロ
ース、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、香辛料抽出物、
(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 
 

 

50 857 マキシマム(ナチュラ

ルスパイス) 

食塩（国内製造）、胡椒、粉末醤油加工食品（粉末醤油、で
ん粉、麦芽糖、ココアパウダー、食塩、胡椒、その他）、かつ
おだし（デキストリン、かつおぶし粉末、かつおエキス粉末、
砂糖、酵母エキス、その他）、ナツメッグ、こんぶだし顆粒、
果糖、オニオン、唐辛子、クミン、パプリカ、ローレル、粉末
味噌、キャラウェイ、マジョラム、クローブ、オールスパイス、
セロリーシード、タイム、オレガノ、セージ、ローズマリー、（一
部に小麦・大豆を含む） 
 

 

53 913 オリエンタルインディ

アンスパゲッティー

ソース(カレー味) 

オニオンピューレ（中国製造）、豚挽き肉、豚脂、にんじん、
小麦粉、チャツネ、粒状大豆たん白、砂糖、カレー粉、ビー
フエキス、トマトペースト、リンゴペースト、食塩、コーンスター
チ、にんにく加工品、ココアパウダー、クリーミングパウダー、
ウスターソース／調味料（アミノ酸等）、酸味料、（一部に小
麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む） 
 

 

54 932 北海道産ゆめぴり

か 

うるち米（北海道産）／酸味料 

 

56 953 オタフクたこ焼(こだ

わりセット) 

［たこ焼粉］小麦粉（国内製造）、食塩、ぶどう糖、でんぷん、
麦芽糖、粉末しょうゆ、植物油脂、昆布エキス粉末、かつお
節粉末、卵白粉／加工でんぷん、ベーキングパウダー、調
味料（アミノ酸等）、増粘多糖類、（一部に小麦・卵・乳成分・
大豆を含む）［天かす天華］小麦粉、植物油脂、いか天（小
麦粉、植物油脂、するめ、でんぷん、その他）、いか粉、食
塩、ぶどう糖、唐辛子／調味料（アミノ酸等）、乳化剤、香辛
料抽出物、（一部に小麦・いかを含む）［乾燥紅しょうが］しょ
うが酢漬（しょうが、食塩、醸造酢）、マルトース、ぶどう糖、食
塩／酸味料、着色料（赤大根色素）、調味料（アミノ酸等）
［青のり］すじ青のり（国産） 
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56 968 凄麺名古屋 THE・台

湾まぜそば 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩、大豆食物繊維）、タレ（動
物油脂、ポークエキス、糖類、食塩、ニンニクペースト、甜麺
醤、たん白加水分解物、しょうゆ、植物油脂、煮干粉末、鰹
節粉末、香辛料）、かやく（味付肉そぼろ、粒状大豆たん
白、ニンニク、鰹節粉末、焼のり、ニラ、唐辛子）／加工でん
粉、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、酒精、カラメル色素、かん
すい、カロチノイド色素、酸化防止剤（ビタミン E、ローズマリ
ー抽出物）、増粘剤（キサンタン）、香辛料抽出物、香料、
（一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

56 969 カプサイメン唐辛子

卵とじラーメン (中

辛・醤油味) 

めん（小麦粉（国内製造）、食塩、植物油脂、小麦たん白、
大豆食物繊維、たん白加水分解物）、スープ（動物油脂、醤
油、ポークエキス、香味油、食塩、にんにく、ローストガーリッ
クペースト、ゼラチン、たん白加水分解物）、かやく（玉子、キ
ャベツ、唐辛子）／加工デンプン、調味料（アミノ酸等）、着
色料（カラメル、カロチノイド、パプリカ色素）、増粘剤（加工
デンプン、増粘多糖類）、ソルビット、炭酸カルシウム、かん
すい、トレハロース、リン酸塩（Ｎａ）、乳化剤、膨張剤、グリセ
リン、酸化防止剤（Ｖ.Ｅ）、香料、酸味料、（一部に卵・小麦・
大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
 

 

60 3283 甘熟王バナナクッキ

ー 

小麦粉、砂糖、マーガリン（乳成分を含む）、還元水あめ、シ
ョートニング（大豆を含む）、白練餡(生餡、砂糖、水あめ、還
元麦芽糖水あめ）、バナナフレーク、全粉乳、大豆粉、鶏卵
加工品（鶏卵、砂糖）、でん粉分解物、水あめ、卵黄粉末
（卵を含む）、バナナパウダー、食塩、乳清ミネラル加工食品
（乳成分を含む）、酵母エキス／加工でん粉（小麦由来）、膨
脹剤、乳化剤（大豆由来）、香料（バナナ由来）、着色料（カ
ロテン、V．B2） 
 

 

61 3298 ナッツ好きの７種類

ミックスナッツ (食塩

不使用) 

アーモンド（アメリカ産）、くるみ（アメリカ産）、カシューナッツ
（ベトナム産）、ヘーゼルナッツ（トルコ産）、マカダミアナッツ
（オーストラリア産）、ピーカンナッツ（アメリカ産）、ピスタチオ
（アメリカ産） 

 

64 3372 麺屋武蔵監修辛ま

ぜそば(大盛り) 

めん〔小麦粉（国内製造）、小麦たん白／かんすい、カロチノ
イド色素〕、野菜（もやし、ねぎ）、しょうゆ、砂糖、豚肉、香味
油、ポークエキス、ＸＯ醤、食塩、植物油脂、ゆずピューレ、
粒状植物性たん白、香辛料、てん菜糖蜜、かつおエキス調
味料、かつお節粉末、醸造酢、おろしにんにく、ゼラチン、
かつお節エキス、たん白加水分解物、ポークオイル、酵母エ
キス、むろ節／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（増粘多糖類、
加工デンプン）、カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物、くん
液、酸味料、（一部にえび・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼ
ラチンを含む） 
 

 

64 3377 洋食亭ハンバーグ

(自家製和風玉ねぎ

ソース入り) 

食肉（鶏肉、豚肉、牛肉）、たまねぎ、つなぎ（パン粉、卵白、
でん粉）、牛脂、粒状大豆たん白、しょうゆ、食塩、香辛料、
酵母エキス、植物油脂/ 調味料（有機酸等）、ソース[たまね
ぎ、しょうゆ、醸造酢、砂糖、香辛料/ 増粘剤（加工でん粉、
キサンタン）、調味料（アミノ酸）]、（一部に小麦・卵・乳成分・
牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 



 

 － 5 －  

頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

64 3378 おべんとクン 1.5倍ミ

ートボール 

鶏肉（宮崎県産）、たまねぎ、つなぎ〔パン粉（小麦を含む）、
でん粉〕、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、しょうが汁、食
塩、醸造酢（小麦を含む）、なたね油、ソース〔砂糖、トマトペ
ースト、醸造酢（小麦を含む）、みりん、しょうゆ（大豆・小麦を
含む）、でん粉、食塩、香辛料〕 
 

 

裏

表

紙 

3546 ガツン、といちご いちごソース（国内製造）、異性化液糖、いちご果汁、砂糖、
りんご果汁／安定剤（増粘多糖類）、酸味料、香料、野菜色
素、乳酸 Ca、（一部にりんごを含む） 

 

裏

表

紙 

3547 果実食感さっくりジ

ューシーな和梨バー 

和梨果汁（国内製造）、水あめ、砂糖、異性化液糖、デキスト
リン、寒天／ソルビトール、安定剤（増粘多糖類）、香料（卵・
乳・小麦・大豆由来）、酸味料、V.C 

 

裏

表

紙 

3548 ナタデココ in 杏仁豆

腐バー 

ナタデココ＆黄桃プレザーブ（砂糖、ナタデココ、黄桃）(国
内製造)、植物油脂、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、水あめ、
砂糖、杏仁霜、洋酒／安定剤(増粘多糖類、ゼラチン)、香
料、乳化剤、酸味料、カラメル色素、(一部に乳成分・もも・ゼ
ラチンを含む) 
 

 

裏

表

紙 

3553 カルピスウォーター 砂糖類（果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、砂糖）、脱脂粉乳、
乳酸菌飲料／酸味料、香料、安定剤（大豆多糖類） 

 

チ

ラ

シ 

3562 えびしゅうまい 魚肉（えび、たら、ひめじ）、たまねぎ、皮（小麦粉、小麦たん
白、植物油脂、大豆粉、食塩）、豚脂、卵白（卵を含む）、砂
糖、食塩、発酵調味料、えび香味油、たん白加水分解物、
バター加工品（乳成分を含む）、繊維状植物性たん白、粉末
状植物性たん白、香辛料／加工でん粉、調味料（アミノ酸
等）、酸味料、ソルビトール、アルコール、乳化剤、着色料
（ベニコウジ色素、アナトー色素）、香料 
 

 

チ

ラ

シ 

3593 国産鮮やか味わい

豆(塩ゆでえだ豆) 

えだ豆（大豆）、食塩 

 

チ

ラ

シ 

3601 岩塚の黒豆せんべ

い 

うるち米（国産）、黒大豆（遺伝子組換えでない）、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）  

 

 


