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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

4 3152 ヴェントゥーラトリュ

フアソート 

砂糖、植物油脂、カカオマス、ココアバター、脱脂ココアパウ
ダー、ホエイパウダー、乳糖、全粉乳、カカオ豆、乳脂肪／
乳化剤、香料（一部に乳成分・大豆を含む）  

4 3156 Gallerナノバー 砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、植物油脂、ヘー
ゼルナッツ、塩バターキャラメル(ブドウ糖(小麦を含む)、砂
糖、加糖練乳、バター、クリーム、食塩)、アーモンド、イヌリ
ン、乳清、ココアパウダー、カラメル、デキストロース、ブドウ
糖果糖液糖、クッキー(小麦粉、砂糖、ココナッツオイル、ココ
アパウダー、ブドウ糖(小麦を含む)、食塩)、フラクトオリゴ糖、
ローストコーン(コーン、植物油脂、食塩、ローズマリーエキ
ス)、ビスケット(小麦粉、砂糖、濃縮バター、脱脂粉乳、大麦
麦芽、食塩)、脱脂粉乳、ポリデキストロース、ミルクジャム(脱
脂粉乳、砂糖、乳清、バター)、クランチーシリアル(米粉、砂
糖、食塩、ココアバター)、イソマルト、食塩、デキストリン、ブ
ドウ糖(小麦を含む)／乳化剤(大豆由来)、香料、植物炭末
色素、膨張剤 

 

7 060 愛知の銘酒大吟醸

赤魚粕漬け 

赤魚（アメリカ産）、酒粕、合成清酒、みりん、水あめ、砂糖、
食塩 

 

7 063 天然えびを使った手

作りえびフライ 

えび（インドネシア産）、衣（パン粉、でん粉、加工小麦粉、コ
ーンフラワー）／安定剤(加工澱粉)、(一部にえび・小麦・大
豆を含む)  

7 064 三重県産真蛸たこ

めしの素(3合用) 

真だこ（三重県産）、しょうゆ、発酵調味料、昆布エキス、魚
介エキス調味料、食塩、砂糖／調味料（アミノ酸）、（一部に
大豆・小麦・さばを含む） 

 

7 066 伊勢志摩あおさラー

メン(貝だし塩味) 

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（しょうゆ、動物
油脂、アサリエキス、食塩、チキンエキス、ポークエキス、野
菜エキス、ゼラチン、たん白加水分解物）、かやく（ナルト、ヒ
トエグサ（伊勢志摩産）、ねぎ、茎ワカメ、めかぶ、唐辛子）／
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）、炭酸カルシウム、香料、かんすい、乳化
剤、着色料（クチナシ、カラメル、紅麹）、酸化防止剤（Ｖ .
Ｅ）、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

 

7 067 渥美メロングミ(渥美

半島産メロン果汁使

用) 

水あめ(国内製造)、砂糖、ゼラチン、おろしメロン(メロン(渥
美半島産))、粉末オブラート、乳酸菌(殺菌)末／ソルビトー
ル、トレハロース、酸味料、光沢剤、ゲル化剤(ペクチン)、香
料、着色料(紅麹、クチナシ)、乳化剤、(一部にゼラチンを含
む)  
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※カタログ作成時点での情報ですので、変更となる場合がございます。 
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注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

9 081 ミラノ風クラスト 小麦粉（国内製造）、植物油脂、砂糖、イースト、食塩、麦麹
製剤／乳化剤、(一部に小麦を含む) 

 

12 118 みつせ鶏メンチカツ 鶏肉（九州産）、野菜（キャベツ、玉ねぎ）、つなぎ（パン粉、
粉末状植物性たん白）、植物油脂、鶏脂（九州産）、鶏皮（九
州産）、香辛料、しょうゆ、食塩、酵母エキス、衣（パン粉、植
物油脂、粉末状植物性たん白、食塩、香辛料、大豆粉）、揚
げ油（パーム油）／加工でん粉、調味料（アミノ酸）、カロチノ
イド色素、増粘多糖類、（一部に小麦・鶏肉・大豆を含む） 

 

13 123 松のや監修ヒレカツ

太巻 

精白米（国産）、豚ヒレカツ（豚肉、パン粉、植物油脂、その
他）、すし酢（米酢、砂糖、食塩）、厚焼玉子（鶏卵、砂糖、そ
の他）、濃厚ソース、アスパラガス、焼きのり、なたね油、食塩
／加工でん粉、調味料（有機酸等）、ｐH調整剤、増粘剤（加
工でん粉、増粘多糖類）、カラメル色素、酵素、V.B1、（一部
に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・バナナ・豚肉・りんご・ゼラ
チンを含む） 

 

13 124 具だくさん蓮根がん

も 

れんこん（国産）、豆腐（大豆（国産））、魚肉すり身（いとより
だい、砂糖）、植物油脂、たまねぎ（国産）、にんじん（国
産）、ねぎ（国産）、粉末状大豆たん白、ゆず皮（国産）、食
塩、砂糖、しょうゆ、魚介エキス、乾燥卵白、酵母エキス、揚
げ油（なたね油）、（一部に小麦・卵・大豆を含む）／加工で
ん粉、豆腐用凝固剤、（一部に大豆を含む） 

 

13 125 ふんわり 国産山芋

焼き 

とろろ（大和芋（国産））、長芋（国産）、豆腐、植物油脂、粉
末状大豆たん白、ねぎ、衣（小麦粉、でん粉、食塩）、加工
米粉、砂糖、食塩、しょうゆ、かつおエキス、酵母エキス、揚
げ油（なたね油）、（一部に小麦・大豆・やまいもを含む）／加
工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

13 130 おうちでゆっくり唐揚

げ&ポテト 

鶏から揚げ（タイ製造）（鶏肉、小麦粉、植物油脂、コーンフ
ラワー、食塩、でん粉、米粉、香辛料、ガーリックパウダー、
グルテン、酵母エキスパウダー、オニオンパウダー、ぶどう
糖、イースト）、フライドポテト（ばれいしょ、植物油脂、食塩）
／ベーキングパウダー、加工でん粉、ポリリン酸 Na、香辛料
抽出物、増粘剤（キサンタンガム）、着色料（カロチノイド、ウ
コン）、キシロース、（一部に小麦・鶏肉を含む） 

 

14 132 近江銘菓本之木餅

(焼き菓子) 

砂糖（国内製造）、小豆、鶏卵、水飴、小麦粉、黒みつ（原料
糖、糖蜜）、蜂蜜、マーガリン、バター、植物油脂、餅粉、コ
ーンシロップ、塩、寒天／加工澱粉、トレハロース、乳化剤、
増粘多糖類、膨張剤、水酸化カルシウム、香料、着色料（ア
ナトー）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む） 

 

14 133 まつ月チョコレート

かすてら 

卵（国産）、砂糖、小麦粉、ココアパウダー、蜂蜜、米飴 

 

14 139 金谷クッキース 【バニラ】 小麦粉、砂糖、バター、卵、乳等を主要原料とす
る食品／香料、(一部に小麦・乳成分・卵を含む) 【抹茶】 
小麦粉、砂糖、バター、卵、乳等を主要原料とする食品、抹
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茶、(一部に小麦・乳成分・卵を含む) 【ココア】 小麦粉、砂
糖、バター、卵、乳等を主要原料とする食品、ココア、(一部
に小麦・乳成分・卵を含む) 【アーモンド】 小麦粉、砂糖、
バター、卵、アーモンド、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモン
ドを含む) 【クルミ】 小麦粉、砂糖、バター、くるみ、卵、香
辛料、(一部に小麦・乳成分・卵・くるみを含む) 【セサミバニ
ラ】 小麦粉、バター、砂糖、卵、乳等を主要原料とする食
品、ごま、(一部に小麦・乳成分・卵・ごまを含む) 【セサミ抹
茶】 小麦粉、バター、砂糖、卵、乳等を主要原料とする食
品、ごま、抹茶、(一部に小麦・乳成分・卵・ごまを含む) 【ア
ーモンドココア】 小麦粉、バター、砂糖、卵、乳等を主要原
料とする食品、アーモンド、ココア、(一部に小麦・乳成分・
卵・アーモンドを含む) 【チョコチップ】 小麦粉、バター、砂
糖、チョコレート、乳等を主要原料とする食品、アーモンド、
卵／乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンド・
大豆を含む) 

21 307 骨取り国産さばバジ

ルオイルソテー 

さば（国産）、なたね油、食塩、オリーブ油、砂糖、こしょう粉
末、バジル、にんにく粉末、乾燥赤ピーマン、ローズマリー
粉末、タイム粉末、ウコン粉末／香辛料抽出物、酒精、加工
でんぷん、調味料（アミノ酸等）、（一部にさば・小麦を含む）  

25 380 ミニソーセージ 小麦粉（国内製造）、ウインナーソーセージ、半固体状ドレッ
シング、糖類、卵、マーガリン、ショートニング、植物性加工
油脂、パン酵母、食塩／加工デンプン、調味料（アミノ酸
等）、カゼインNa、増粘多糖類、保存料（ソルビン酸）、リン酸
塩（Ｎａ、Ｋ）、イーストフード、乳化剤、酸化防止剤（ビタミン
Ｃ）、ｐＨ調整剤、発色剤（亜硝酸Ｎａ）、香料、カロテノイド色
素、香辛料抽出物、ビタミンＣ、(一部に小麦・卵・乳成分・大
豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) 

 

25 381 アップルデニッシュ

(国産りんご使用) 

リンゴジャム（国内製造）、小麦粉、マーガリン、卵、砂糖、乳
等を主要原料とする食品、パン酵母、食塩／増粘多糖類、
酸味料、香料、硫酸Ｃａ、ビタミンＣ、カロテン色素、(一部に
小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) 

 

26 410 ハイジパン 小麦粉（国内製造）、卵、砂糖、マーガリン、マルチトールシ
ロップ、イースト、脱脂粉乳、食塩（一部に小麦・乳・卵を含
む） 

 

31 510 お肉屋さんの手造り

鶏炭火焼(かた小肉) 

鶏肉（国産）、塩こしょう／調味料（アミノ酸）、（一部に鶏肉を
含む） 

 

36 593 ぷりぷりやきとり丼

の具 

鶏肉（国産）、タレ（還元水あめ、水あめ、しょうゆ（小麦を含
む）、発酵調味液、清酒）、しょうゆ、発酵調味料、りんご発酵
調味液、砂糖、粉末状植物性たん白（大豆を含む）、でん
粉、植物油脂／酒精、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、
ｐＨ調整剤、カラメル色素 
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38 622 うす家かき揚げうど

ん 

めん（手延べうどん（小麦粉（国内製造）、食塩、食用植物油
脂（ごま油）））、つゆ（つゆ（しょうゆ（本醸造）、砂糖、うるめ
いわしぶし・かつおぶし混合だし、食塩、かつおエキス、か
つお削りぶし、みりん、こんぶ）、ゼラチン／調味料（アミノ酸
等））、具（かき揚げ（玉ねぎ、にんじん、ごぼう、沖あみ、春
菊、衣（小麦粉、でん粉、コーンフラワー）、揚げ油（大豆油）
／膨張剤、着色料（ビタミン B2)))、（一部に小麦・乳成分・ご
ま・大豆・ゼラチンを含む） 

 

38 623 うす家カレーうどん めん（手延べうどん（小麦粉（国内製造）、食塩、食用植物油
脂（ごま油）））、つゆ（つゆ（しょうゆ（本醸造）、砂糖、うるめ
いわしぶし・かつおぶし混合だし、食塩、かつおエキス、か
つお削りぶし、みりん、こんぶ）、カレー粉（香辛料、コーンパ
ウダー、食用植物油脂（ベニバナ油））、ゼラチン／増粘剤
（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等））、具（牛肉、玉ねぎ、ね
ぎ、食用植物油脂（大豆油、なたね油）、カレー粉（香辛料、
コーンパウダー、食用植物油脂（ベニバナ油）））、（一部に
小麦・牛肉・ごま・大豆・ゼラチンを含む） 

 

38 625 松屋監修牛めしお

にぎり 

米（国産）、牛肉、しょうゆ、たまねぎ、ワイン、はっ酵調味
料、砂糖、ビーフエキス、梅酢、たん白加水分解物、でん
粉、植物油脂、ビーフオイル、おろしにんにく、たまねぎエキ
ス／調味料（アミノ酸等）、Ｖ．Ｂ１、（一部に小麦・牛肉・大豆
を含む） 

 

38 626 3 種のきのこ五目お

こわ 

もち米（国産）、米（国産）、鶏肉、しょうゆ、まいたけ水煮、ひ
らたけ水煮、たけのこ水煮、はっ酵調味料、しいたけ、油揚
げ、にんじん、こんぶだし、砂糖、植物油脂、かつおエキス、
粉末しょうゆ、食塩、しいたけパウダー、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、
カラメル色素、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） 

 

45 753 三種のお寿司セット

(ます・〆あじ・焼き

鯖) 

昆布だし酢飯（富山県産米使用）、焼き鯖、〆あじスライス、
サーモン酢漬、甘酢生姜、茹ゆず皮／調味料（アミノ酸
等）、酸味料、ｐＨ調整剤、グリシン、酢酸（Ｎａ）、増粘剤（加
工澱粉）、ソルビット、甘味料（ステビア）、唐辛子抽出物、香
料、酵素、トレハロース、ダイズ多糖類、カゼインＮａ、（一部
に小麦・卵・乳成分・いか・さけ・さば・大豆・魚醤（魚介類）を
含む） 

 

48 797 青唐きゅうり (しょう

ゆ漬) 

きゅうり（岐阜県）、青とうがらし（国産）、漬け原材料（しょう
ゆ、発酵調味料、食塩、砂糖、醸造酢、かつお節エキス、酵
母エキス）、（一部に小麦、大豆を含む） 

 

49 815 味付けおからベース

(昆布と鰹の風味) 

乾燥おから（国内製造）、こんにゃく、しょうゆ（小麦を含む）、
植物油脂（香味油、菜種油）、ごぼう、にんじん、油あげ、砂
糖、米発酵調味料、昆布エキス、乾しいたけ、風味原料（か
つお、そうだかつお）／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、増
粘剤（キサンタンガム）、水酸化 Ca、凝固剤 

 

50 840 ひんやりドルチェベ

イクドチーズ 

ナチュラルチーズ、乳等を主要原料とする食品、加糖卵黄、
小麦粉、食塩、レモン濃縮果汁/ トレハロース、キシロース、
（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む） 
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52 877 寿がきや和風とんこ

つ鍋つゆ(ストレート

タイプ) 

ポークエキス（国内製造）、食塩、発酵調味料、たん白加水
分解物、さば節粉末、食用油脂、むろあじ節、かつお節エキ
ス、こんぶエキス、かつお節、煮干／調味料（アミノ酸等）、
乳化剤、増粘剤（キサンタンガム）、（一部にさば・大豆・豚肉
を含む） 

 

53 887 ビビンバ(ごはん付) ［ごはん］うるち米（国産）／酸味料［具材］野菜（にんじん、
筍、れんこん、大豆もやし、山くらげ）、コチュジャン、砂糖、
醤油、ごま油、牛肉、きくらげ、にんにくペースト、ごま、香味
油、魚介エキス、食塩、香辛料／調味料（アミノ酸）、増粘剤
（キサンタン）、カロチノイド色素、（一部に小麦・牛肉・ごま・
大豆を含む） 

 

53 888 五目中華丼(ごはん

付) 

［ごはん］うるち米（国産）／酸味料［具材］野菜（筍、にんじ
ん、白菜、ヤングコーン）、豚肉、きくらげ、ごま油、砂糖、ソ
テーオニオン、エキス（酵母、あさり、チキン、帆立）、にんに
くペースト、醤油、生姜ペースト、食塩、りんご酢、胡椒／増
粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・ご
ま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む） 

 

53 889 天津飯(ごはん付) ［ごはん］うるち米（国産）／酸味料［具材］鶏卵、長ねぎ、大
豆油、かに風味かまぼこ、砂糖、食塩、エキス（チキン、ポー
ク、鰹）、醤油、ごま油、香味油、香辛料／増粘剤（加工でん
粉、キサンタン）、加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、トレハロ
ース、ｐＨ調整剤、着色料（カロチノイド、紅麹）、（一部に卵・
小麦・かに・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

53 890 シュクメルリ(ごはん

付) 

［ごはん］うるち米（国産）／酸味料［具材］鶏肉、平茸、なた
ね油、牛乳、還元水あめ、にんにくペースト、チーズパウダ
ー、乳化油脂、食塩、エキス（チキン、酵母、オニオン）、ガ
ーリックパウダー、胡椒、デキストリン／増粘剤（加工でん
粉、キサンタン）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、酸味料、
（一部に乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

57 970 バキチョコバー 準チョコレート（国内製造）、砂糖、乳製品、植物油、水あ
め、デキストリン、食塩／乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、香
料、（一部に乳成分・大豆を含む） 

 

58 3235 飲む緑黄色野菜 (1

日分) 

トマトジュース（濃縮トマト還元）（トマト（輸入））、野菜ジュー
ス（にんじん（濃縮還元）、赤ピーマン（濃縮還元）、アスパラ
ガス（濃縮還元）、メキャベツ（プチヴェール）（濃縮還元））、
レモン果汁  

58 975 飲む緑黄色野菜 (1

日分) 

トマトジュース（濃縮トマト還元）（トマト（輸入））、野菜ジュー
ス（にんじん（濃縮還元）、赤ピーマン（濃縮還元）、アスパラ
ガス（濃縮還元）、メキャベツ（プチヴェール）（濃縮還元））、
レモン果汁 

 

60 3266 素材市場さばのスナ

ック(うす塩味) 

さばすり身（さば(国産)）、小麦粉、植物油脂、塩レモン風味
パウダー、食塩／加工デンプン、炭酸 Ca、調味料（アミノ酸
等）、酸化防止剤（ビタミン E、ビタミン C）、乳化剤、香料、酸
味料、（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉を含む）  

60 3287 カントリーマアムま

み れ さ ん の 休 日

BOX(ラムレーズン

入り) 

砂糖、植物油脂、カカオマス、小麦粉、異性化液糖、ラム酒
漬けレーズン、全粉乳、卵、ココア、ココアバター、白ねりあ
ん（乳成分を含む）、洋酒、水あめ、食塩、乳糖、脱脂粉乳
／加工デンプン、乳化剤（乳・大豆由来）、香料（大豆由
来）、膨脹剤、安定剤（加工デンプン）、酒精 
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61 3288 つぶし豆 落花生（中国）、小麦粉、寒梅粉、砂糖、醤油、澱粉分解
物、ワキシ－コ－ンスタ－チ、えび粉、食塩、のり、唐辛子、
胡椒／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、膨脹剤、香料、着
色料（アナト－色素）、（一部に落花生・小麦・えび・大豆を含
む） 

 

61 3307 特撰米菓詰め合わ

せ(越後便り) 

【雪の宿（サラダ）】米（中国産、米国産、国産）、砂糖、植物
油脂、食塩、脱脂粉乳、乳糖果糖オリゴ糖、ゼラチン、乳
糖、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、生クリーム、脱脂濃
縮乳、加糖練乳、粉末しょうゆ（小麦・大豆を含む）／加工で
ん粉、調味料（アミノ酸等）、植物レシチン（大豆由来）【熟成
サラダ】米（米国産、国産）、植物油脂、食塩、砂糖、粉末し
ょうゆ（小麦・大豆を含む）、たんぱく加水分解物（大豆を含
む）、香辛料／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、植物レシ
チン（大豆由来）【雪の宿黒糖みるく味】米（中国産、米国
産、国産）、砂糖、植物油脂、黒糖蜜、でん粉、黒糖（沖縄県
産 50%使用)、食塩、乳糖、ココアパウダー、ゼラチン、ホエイ
パウダー（乳成分を含む）、デキストリン、乳糖果糖オリゴ糖、
脱脂濃縮乳、生クリーム、加糖練乳、脱脂粉乳／加工でん
粉、カラメル色素、香料、甘味料（ステビア）、植物レシチン
（大豆由来）【ざら自慢】米（中国産、米国産、国産）、砂糖、
しょうゆ（小麦・大豆を含む）、植物油脂、粉末みそ、梅酢エ
キス、みりん、食塩、デキストリン、梅肉パウダー、シソパウダ
ー／加工でん粉、糊料（プルラン）、ソルビトール、調味料
（アミノ酸等）、乳化剤、酸味料、香料、アントシアニン色素
【丸大豆せんべい】米（中国産、米国産、国産）、黒大豆、植
物油脂（ごまを含む）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、黒糖、
デキストリン、砂糖、食塩、かつお節エキス／加工でん粉、ソ
ルビトール、調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、パプリカ
色素）、乳化剤、甘味料（ステビア）【ミニサラダ九州醤油味】
米（中国産、米国産、国産）、植物油脂、砂糖、粉末しょうゆ
（小麦・大豆を含む）、デキストリン、チキンオイル、食塩、チ
キンエキスパウダー、たんぱく加水分解物（大豆を含む）、昆
布エキス、香辛料／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、甘味
料（ステビア、カンゾウ）、香料、植物レシチン（大豆由来）
【おかき餅 アーモンドと黒大豆】米（中国産、米国産、その
他）、植物油脂、アーモンド、黒大豆、食塩、きな粉（大豆を
含む）、黒こしょう、ガーリックパウダー／加工でん粉、調味
料（アミノ酸等）、ソルビトール、糊料（プルラン）、香料（ごま
由来）、乳化剤【おかき餅 青のりとごま】米（中国産、米国
産、その他）、植物油脂、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、砂
糖、ごま、デキストリン、アオサ、みりん、発酵調味料（小麦・
大豆を含む）、食塩、青のり（国産 13％使用）、のり佃煮（小
麦・大豆を含む）／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、香
料、乳化剤、着色料（パプリカ色素、カラメル）、香辛料抽出
物 

 

64 3355 瀬戸の味いかなごく

ぎ煮(佃煮) 

いかなご(兵庫県産)､しょうゆ､砂糖､本みりん､生姜､(一部に
小麦・大豆を含む) 
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66 3411 今日のおかずきん

ぴらごぼう 

野菜（ごぼう（中国産）、にんじん）、こんにゃく、れんこん水
煮、しょうゆ、砂糖、植物油脂、はっ酵調味料、ごま、かつお
だし、こんぶだし、みりん、唐辛子、酵母エキスパウダー／ト
レハロース、安定剤（加工でん粉）、水酸化Ｃａ、（一部に小
麦・乳成分・ごま・大豆を含む） 

 

66 3412 今日のおかずひじき

の煮つけ 

ひじき（韓国産）、こんにゃく、にんじん、大豆、油揚げ、しょう
ゆ、砂糖、はっ酵調味料、植物油脂、かつおだし、こんぶだ
し、みりん、酵母エキスパウダー／安定剤（加工でん粉）、水
酸化Ｃａ、豆腐用凝固剤、（一部に小麦・乳成分・大豆を含
む） 

 

66 3413 今日のおかずほう

れん草のごまあえ 

野菜（ほうれん草（国産）、にんじん）、ごま、しょうゆ、はっ酵
調味料、砂糖、かつおだし、こんぶだし、食塩、植物油脂、
酵母エキスパウダー／ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、グリ
シン、（一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む） 

 

66 3424 デリカ菜々黒ごま根

菜サラダ 

ごぼう（中国）、れんこん、マヨネーズ（卵・大豆・りんごを含
む）、人参、ごまドレッシング（小麦を含む）、ごま、砂糖、しょ
うゆ、たん白加水分解物、粉末水あめ、でんぷん、醸造酢、
発酵調味料／ソルビット、酢酸Ｎａ、調味料（アミノ酸）、ｐＨ
調整剤、増粘剤（増粘多糖類、加工デンプン）、香辛料抽出
物、ショ糖エステル、メタリン酸Ｎａ、漂白剤（次亜硫酸Ｎａ）、
ミョウバン、甘味料（ステビア） 

 

 

 


