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3 036 はぐくみ自慢の豚で

作った黒酢酢豚 

【肉】豚モモ肉（国産）、（一部に豚肉を含む）【中華調味料】
砂糖、醤油、醸造酢（米黒酢、りんご酢、米酢、穀物酢）、ぶ
どう糖果糖液糖、黒糖蜜、カラメルソース、チキンエキス、麦
芽エキス、魚醤／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・ごま・大豆・鶏肉・
豚肉・りんごを含む）【から揚げまぶし粉】コーンスターチ（とう
もろこし（遺伝子組換え不分別））、食塩、米粉、おからパウ
ダー、植物性たん白／加工デンプン、（一部に大豆を含む） 

 

4 049 食塩不使用ミックス

ナッツ(糖質 40%オフ) 

くるみ（アメリカ）、アーモンド（アメリカ）、ヘーゼルナッツ（トル
コ） 

 

7 076 ほっけ焼いて食った

らええやん (味噌焼

肉風) 

ホッケ（北海道産）、タレ（味噌、発酵調味料、砂糖、しょう
ゆ、おろしにんにく、りんご果汁、昆布エキス）、魚醤／酒
精、（一部に小麦・いか・大豆・りんごを含む） 

 

21 316 レンジで焼けるみり

ん干しさばみりん干

し 

さば（ノルウェー）、醤油、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、味醂／
アルコール、 （一部に小麦・大豆・さばを含む） 

 

23 367 メイトーの北海道か

ぼちゃプリン 

卵（国産）、砂糖、生乳、カラメルソース、かぼちゃペースト、
脱脂粉乳、植物油脂、デキストリン、かぼちゃ粉末、食物繊
維／乳化剤、増粘多糖類、香料、カロチン色素 

 

28 469 のどぐろみりん漬け 赤ムツ（韓国産）、醤油、みりん風醸造調味料、砂糖、（一部
に小麦・大豆を含む） 

 

36 601 すき家牛丼の具(お

茶碗サイズ) 

牛肉（アメリカ、メキシコ）、たまねぎ、ワイン、しょうゆ、味付け
調味料、野菜エキス調味料、果汁（りんご、パイナップル）、
香辛料、砂糖、食塩／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・
牛肉・大豆・りんごを含む） 

 

37 618 国産牛ビーフミルフ

ィーユカツ 

牛肉(国産)、衣(パン粉、コーンフラワー、でん粉、食塩、香
辛料、粉末植物油脂、酵母エキス、小麦たん白、たん白加
水分解物)/加工デンプン、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸
等）、リン酸塩（Ｎａ）、増粘多糖類、ベーキングパウダー、(一
部に小麦・牛肉・大豆を含む) 

 

38 635 韓国風太巻牛肉入

ナムルキンパ 

精白米（国産）、ナムル［大豆もやし（国産）、小松菜（国産）、
大根（国産）、米酢、砂糖、食塩、ごま油、いりごま、にんじん
（国産）、香辛料、しょうゆ］、牛焼肉［牛肉（国産）、しょうゆ、
砂糖、水あめ、りんごペースト、発酵調味料、ごま、おろしに
んにく、オニオンエキス、ワイン、ごま油、ワインビネガー、香
辛料、酵母エキス］、白ごま、ごま油、食塩、焼きのり、なたね
油／増粘剤（加工でんぷん）、（一部に小麦・牛肉・ごま・大
豆・りんごを含む） 
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38 636 3種のナムル 【きのことれんこんのナムル】エリンギ、にんじん、れんこん水
煮、植物油脂、ごま、砂糖、食塩、醸造酢、コチュジャン、香
辛料、風味調味料（かつお）／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸
等）、グリシン、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）【たけのこと
にんじんのナムル】野菜（たけのこ、にんじん、ほうれん草）、
しょうゆ、米発酵調味液、砂糖、植物油脂、ごま、おろしにん
にく、コチュジャン、香辛料、風味調味料（かつお）／ｐＨ調
整剤、調味料（アミノ酸等）、安定剤（加工でん粉）、グリシ
ン、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）【ほうれん草ともやしの
ナムル】野菜（ほうれん草、にんじん）、しょうゆ（大豆：遺伝子
組換え不分別）、乾燥もやし、植物油脂、ごま、おろしにんに
く、がらスープ、食塩、風味調味料（かつお）／ｐＨ調整剤、
調味料（アミノ酸等）、グリシン、（一部に乳成分・小麦・大豆・
鶏肉・ごまを含む） 

 

40 663 完熟トマトと野菜の

リゾット 

米（国産）、野菜（たまねぎ、キャベツ、アスパラガス、にんじ
ん）、トマトピューレー、チーズ、揚げなす、鶏肉、トマトペー
スト、チキンブイヨン、植物油脂、砂糖、ショートニング、食
塩、コンソメパウダー、にんにくペースト、バター、酵母エキス
パウダー、乾燥パセリ、乾燥ローリエ、調味エキスパウダー
／増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、セルロース、香
料、（一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

44 758 九州産ほうれん草

のバター炒め 

野菜（ほうれん草（九州）、コーン（国産）（遺伝子組換えでな
い）、にんじん（国産））、バター（乳成分を含む）、大豆油、食
塩、こんぶエキス、香辛料  

47 799 姫かま(紅) 魚肉（輸入、国産）、卵白、でん粉、砂糖、植物性たん白、食
塩、植物油、醸造調味料（焼酎、食塩）、魚介エキス／調味
料（アミノ酸等）、加工でん粉、炭酸 Ca、貝 Ca、着色料（トマ
ト色素）、（一部に卵・大豆を含む） 

 

53 896 酸辣湯(フリーズドラ

イ) 

液全卵（国内製造）、醸造酢（米黒酢３７％）、しょうゆ（大豆
を含む）、チキンエキス（小麦・豚肉・ゼラチンを含む）、食
塩、ラー油（ごまを含む）、砂糖、香辛料、デキストリン、発酵
調味料、具（たけのこ水煮、乾燥チンゲン菜（乳成分を含
む）、きくらげ、乾しいたけ、乾燥ねぎ、唐辛子）／調味料（ア
ミノ酸等）、加工でん粉、増粘多糖類、着色料（カラメル）、酸
化防止剤（ビタミンＥ）、香辛料抽出物 

 

55 932 味付のり 減塩たれ

使用 (卓上ポット容

器入り) 

乾のり（国産）、砂糖、かつおぶしエキス、食塩、水あめ、た
ん白加水分解物、魚醤調味液、こんぶエキス、しょうゆ（大
豆・小麦を含む）／調味料（アミノ酸等）、香辛料抽出物 

 

56 967 飲み干す一杯札幌

海老味噌ラーメン 

油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油脂、食塩、しょう
ゆ、砂糖）、スープ（みそ、粉末みそ、食塩、糖類、ポークエ
キス、魚介エキス、豚脂、乳化油脂、米粉、エビオイル、でん
粉、香辛料、蝦醤、ポーク調味料、酵母エキス、全卵粉）、か
やく（紅しょうが入りえび揚げ玉、揚げ玉、大豆加工品、ね
ぎ、唐辛子）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、炭酸Ｃａ、
香料、カラメル色素、微粒二酸化ケイ素、酒精、かんすい、
カロチノイド色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、甘味料（カンゾ
ウ）、増粘多糖類、紅麹色素、酸味料、ビタミンＢ2、ビタミンＢ
1、（一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉を含む） 
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57 3224 おいしく果実りんご りんご果汁、砂糖、乳製品、乳等を主要原料とする食品、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）、酸味料、乳化剤、香料、ベニバナ黄色素、（一部に乳
成分・りんごを含む）  

58 3246 世界の果実カリフォ

ルニア産プルーン 

プルーンエキス（プルーン（アメリカ））、糖類（砂糖、果糖ぶ
どう糖液糖）／酸味料、ピロリン酸鉄、香料 

 

58 999 世界の果実カリフォ

ルニア産プルーン 

プルーンエキス（プルーン（アメリカ））、糖類（砂糖、果糖ぶ
どう糖液糖）／酸味料、ピロリン酸鉄、香料 

 

59 3247 宇治抹茶入り煎茶

(テトラバッグ) 

緑茶（国産）、抹茶（国産） 

 

60 3268 ビーバーくんの丸太

チョコ 

砂糖（外国製造又は国内製造）、小麦粉、植物油脂、大豆
加工食品（大豆パフ）、全粉乳、乳糖、カカオマス、ショート
ニング、ココアパウダー、ぶどう糖果糖液糖、食塩／炭酸Ｃ
ａ、乳化剤、膨張剤、香料 

 

66 3437 野菜ふりかけ(コンソ

メ味) 

乾のり、粒状大豆たん白、ごま、焼たまねぎ、焼かぼちゃ、で
ん粉、砂糖、乾燥オクラ、抹茶風味顆粒（小麦・鶏肉を含
む）、チキンコンソメパウダー（ゼラチンを含む）、しょうゆ、あ
られ、食塩、みりん、果糖、酵母エキス、発酵調味料、煮干、
焼きえび、魚介エキス、かつお削りぶし、黒糖蜜、デキストリ
ン、昆布、乾しいたけ、焼きあご（飛魚）／加工でん粉  

67 3456 国産ゆず果汁 (スト

レート果汁) 

ゆず（国産） 

 

チ

ラ

シ 

3561 ザ・メープルマニアメ

ープルバームクーヘ

ン 

鶏卵（国産）、砂糖、水飴、小麦粉、マーガリン（食用油脂、
発酵バター、バターオイル、その他）、アーモンドパウダー、
ショートニング、油脂加工食品、メープルシュガー、カラメル
ソース、でん粉/乳化剤、膨張剤、香料、カロテノイド色素、
（一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3562 ザ・メープルマニアメ

ープルパイサンド 

パイ(小麦粉、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、米
粉、食塩、鶏卵)(国内製造)、ショートニング、油脂加工食品
(植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、乳糖、その他)、砂糖、メープ
ルシュガー、ポリデキストロース、麦芽糖、メープルソース、
果糖、植物油脂／香料、ソルビトール、乳化剤、着色料(カラ
メル、カロテノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 

 

チ

ラ

シ 

3563 ザ・メープルマニアメ

ープルバタークッキ

ー 

チョコレート(砂糖、ココアバター、植物油脂、全粉乳、乳糖、
脱脂粉乳)（国内製造）、小麦粉、砂糖、マーガリン、鶏卵、
乳等を主要原料とする食品(発酵バター、植物油脂、バター
オイル、その他)、メープルシュガー、脱脂粉乳、黒糖、油脂
加工食品、食塩／乳化剤、膨張剤、ソルビトール、香料、着
色料(カラメル、カロテノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆
を含む)  
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チ

ラ

シ 

3564 ザ・メープルマニアメ

ープルフィナンシェ 

マーガリン(植物油脂、バター、発酵バター、その他)（国内製
造）、鶏卵、砂糖、アーモンドパウダー、小麦粉、メープルシ
ュガー、加工黒糖、デキストリン、乳糖、乳たんぱく加水分解
物、乳等を主要原料とする食品／膨張剤、乳化剤、着色料
(カラメル、カロテノイド)、酸化防止剤(V.E、V.C)、香料、(一
部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) 

 

チ

ラ

シ 

3591 マジカルスパイス 食塩（国内製造）、胡椒、レッドベルペッパー、醤油、フライド
ガーリック、ガーリック、パプリカ、コリアンダー、グリーンベル
ペッパー、パセリ、唐辛子、オニオン粉末、マジョラム、オレ
ガノ、バジル／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・大豆を含
む） 

 

チ

ラ

シ 

3592 なだ万わさびクリー

ミードレッシング 

食用植物油脂、醤油、醸造酢、砂糖、発酵調味料、たんぱく
加水分解物、食塩、かつお節エキス、加工わさび、卵黄、酵
母エキス／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、香辛
料抽出物、（一部に小麦・卵・大豆を含む） 

 

チ

ラ

シ 

3593 なだ万焙煎胡麻ドレ

ッシング 

食用植物油脂、砂糖、ごま、醤油、りんご酢、しいたけエキ
ス、食塩、卵黄、酵母エキス／調味料（アミノ酸）、増粘剤（キ
サンタン）、甘味料（ステビア）、（一部に小麦・卵・ごま・大
豆・りんごを含む） 

   


