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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

3 031 生ズワイガニ棒・爪・

爪下ポーション(むき

身) 

ズワイガニ/酸化防止剤（亜硫酸塩） 

 

3 032 生ゴールデンキング

クラブ棒ポーション

(むき身) 

イバラガニモドキ 

 

5 062 えびと彩り野菜のア

ヒージョセット 

【具材】ブロッコリー（エクアドル）、皮付きポテト（じゃがいも
（遺伝子組換えでない）、植物油脂）、むきえび（えび、食
塩）、赤ピーマン／ブドウ糖、ｐＨ調整剤【添付たれ】デキスト
リン、砂糖、食塩、醸造酢（りんごを含む）、清酒、にんにくパ
ウダー、いわしエキス、酵母エキス、こしょうパウダー／増粘
剤（加工でん粉）、香辛料抽出物 

 

9 106 生からつくった真だ

らバター醤油漬け 

真鱈（北海道沖）、たれ【蛋白加水分解物（国内製造）、米発
酵調味料、還元水飴、醤油、マーガリン、食塩、ソテーオニ
オン、魚醤、バター、チーズ、寒天】／増粘剤（加工デンプ
ン）、カラメル色素、香料、アナトー色素、（一部に小麦・乳成
分・大豆を含む） 

 

12 133 1.5 倍大きい生姜好

きのためのギョーザ 

野菜（キャベツ、たまねぎ、しょうが）、食肉（鶏肉、豚肉）、粒
状大豆たん白、豚脂、香辛料、しょうゆ、食塩、砂糖、ごま
油、酵母エキス、卵白粉、皮（小麦粉、なたね油、でん粉、食
塩、粉末状小麦たん白、粉末状大豆たん白、大豆粉）/ 調
味料（アミノ酸等）、加工でん粉、香料、乳化剤、増粘剤（キ
サンタン、アルギン酸 Na）、クエン酸 Na、塩化 Ca、カゼイン
Na、（一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含
む） 

 

12 134 1.5 倍大きいギョー

ザ 

野菜（キャベツ、たまねぎ、にら、にんにく）、食肉（豚肉、鶏
肉）、豚脂、粒状大豆たん白、砂糖、しょうゆ、なたね油、食
塩、風味油、オイスターソース、ごま油、卵白、香辛料、酵母
エキス、皮（小麦粉、なたね油、でん粉、食塩、粉末状小麦
たん白、粉末状大豆たん白、大豆粉）/ 調味料（アミノ酸
等）、加工でん粉、乳化剤、増粘剤（キサンタン、アルギン酸
Na）、クエン酸 Na、塩化 Ca、カゼイン Na、（一部に小麦・卵・
乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 

 

12 139 5 種のチーズペンネ

グラタン (宮城県蔵

王産ミルク使用) 

ペンネ（国内製造）、牛乳、無脂肪牛乳、チーズ（ゴーダチ
ーズ、モッツァレラチーズ、エダムチーズ、パルメザンチー
ズ、チェダーチーズ）、たまねぎ、ベーコン、小麦粉、乳又は
乳製品を主要原料とする食品、植物油脂、コンソメパウダ
ー、マーガリン、生クリーム、チーズ加工品、砂糖、パン粉、
食塩、チーズフード、酵母エキスパウダー、乾燥パセリ／増
粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、加工でん粉、着色料
（カラメル）、セルロース、香辛料抽出物、（一部に小麦・卵・
乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む） 
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頁 
注文 
番号 

商品名 一括表示原材料名  

13 142 美冬 【ブルーベリー】パイ生地（小麦粉、バター、その他）（国内製
造）、チョコレート（カカオマス、砂糖、ココアバター）、ブルー
ベリーフィリング（植物油脂、脱脂粉乳、乳糖、砂糖、ブルー
ベリージュースパウダー、その他）、ショートニング／乳化
剤、着色料（ビートレッド、クチナシ）、酸味料、香料、（一部
に小麦・乳成分・大豆を含む）       【キャラメル】パイ生
地（小麦粉、バター、その他）（国内製造）、チョコレート（砂
糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、その他）、キャラメル
フィリング（植物油脂、全粉乳、乳糖、砂糖、キャラメルパウダ
ー、その他）、ショートニング／乳化剤、香料、着色料（アナト
ー ） 、 （ 一 部 に 小 麦 ・ 乳 成 分 ・ 大 豆 を 含 む ）                     
【マロン】パイ生地（小麦粉、バター、その他）（国内製造）、
準チョコレート（乳糖、植物油脂、砂糖、ココアバター、全粉
乳、脱脂粉乳、その他）、マロンフィリング（植物油脂、乳糖、
脱脂粉乳、砂糖、全粉乳、マロン加工品、その他）、ショート
ニング／乳化剤、香料、着色料（クチナシ）、（一部に小麦・
乳成分・大豆を含む） 

 

13 149 欧風銘菓シェル・レ

ーヌ 

粉糖（国内製造）、バター、卵白（卵を含む）、小麦粉、アー
モンド粉末/貝殻未焼成カルシウム 

 

21 324 伊勢湾産生あおさ

海苔 

あおさ（ヒトエグサ）〔三重県産〕 

 

24 379 横浜ロイヤルパーク

ホテル監修キャンデ

ィチーズ(カマンベー

ル入り) 

ナチュラルチーズ（外国製造）、牛乳、乳たん白／乳化剤、
香料 

 

24 380 横浜ロイヤルパーク

ホテル監修キャンデ

ィチーズ(スモーク風

味) 

ナチュラルチーズ（ドイツ製造、アメリカ製造）、牛乳、乳たん
白／乳化剤、くん液、調味料（アミノ酸）、パプリカ色素 

 

25 405 フィナンシェール 砂糖（国内製造）、マーガリン（国内製造）、卵、アーモンドパ
ウダー、小麦粉、でんぷん、ショートニング／トレハロース、
乳化剤、膨脹剤、香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、着色料
（アナトー）、（一部に卵・小麦・乳成分・大豆・アーモンドを含
む） 

 

25 430 石窯ショコラオレン

ジ 

小麦粉（国内製造）、チョコレート、オレンジピールシロップ漬
け、サワー種、チョコレートスプレッド、オレンジ果汁、砂糖、
加工油脂、小麦たん白、発酵風味料、食塩、パン酵母、ココ
アパウダー、食酢、モルト／トレハロース、グリセリン、増粘剤
（加工デンプン）、酸味料、香料、Ｖ．Ｃ、（一部に小麦・乳成
分・大豆・オレンジを含む） 

 

29 494 肉厚国産ふぐ刺し丼

(九州産柚子胡椒の

だし漬け) 

標準和名ゴマフグ（日本海西部、北部）、醤油（大豆・小麦を
含む）、みりん、雑酒（赤酒）、柚子胡椒、和風だし（昆布、か
つお）、食塩／トレハロース  
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番号 
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36 620 ヒレ肉を使ったやわ

らか酢豚セット 

酢豚たれ【砂糖、しょうゆ、食酢、スープ（鶏がら、コンブ、イ
ワシ節）、トマトケチャップ、ばれいしょでん粉、食塩、たん白
加水分解物、（一部に小麦・大豆・鶏肉を含む）】フライ豚肉
【豚肉（アメリカ）、コーンスターチ、米発酵調味料、しょうゆ、
しょうが、食塩、糖類（砂糖、乳糖）、脱脂粉乳、たん白加水
分解物、揚げ油（大豆油）／ｐＨ調整剤、（一部に小麦・乳成
分・大豆・豚肉を含む）】 

 

36 623 大阪王将レバニラ炒

めセット(国産豚レバ

ー使用) 

【レバーから揚げ】豚レバー(国産)、調味液(しょうゆ、おろし
しょうが、砂糖、たん白加水分解物、食塩、清酒、チキンエキ
ス、魚醤、こしょう、調味酢、味噌、ねぎエキス、とうがらし)、
衣(でん粉)、揚げ油(大豆油、なたね油)、(一部に小麦・大
豆・鶏肉・豚肉を含む)【たれ】しょうゆ、発酵調味料、砂糖、
たん白加水分解物、ガーリックペースト、ごま油、醸造酢、ポ
ークエキス、こしょう、酵母エキス／酒精、増粘剤（加工でん
粉、キサンタンガム）、酸味料、（一部に小麦・ごま・大豆・豚
肉を含む） 

 

36 628 赤坂璃宮監修麻婆

ソース 

還元水あめ（国内製造）、鶏むね肉（国産）、米油、味噌、ご
ま油、豆板醤、砂糖、ニンニク、食塩、生姜、発酵調味料、
香辛料、香味食用油、酵母エキス、粉末しいたけエキス／カ
ラメル色素、増粘剤（加工でん粉、キサンタンガム）、乳化
剤、（一部にごま・大豆・鶏肉を含む） 

 

38 648 VeryBerry ミックスベ

リー 

イチゴ(モロッコ)、ブルーベリー(アメリカ、カナダ)、ラズベリー
(セルビア、チリ)、クランベリー(アメリカ) 

 

38 651 かにピラフ 米（国産）、植物油脂、野菜（ピーマン、赤ピーマン、コー
ン）、かに、かまぼこ、香味油、ワイン、バター、かにエキス、
乾燥たまねぎ、食塩、チキンブイヨン、香辛料、砂糖、えびエ
キス、チキンエキス／調味料（アミノ酸等）、加工でん粉、香
料、ソルビトール、着色料（カロチノイド、ウコン）、（一部にえ
び・かに・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む） 

 

42 707 中華名菜エビチリ 【具】えび（輸入）、でん粉、小麦粉、植物油、水あめ、食塩、
卵白末、脱脂粉乳、揚げ油（植物油）／増粘剤（加工デンプ
ン、グァーガム）、調味料（有機酸等）、加工デンプン、乳化
剤、貝カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、（一部に卵・乳成
分・小麦・えびを含む）【ソース】トマトペースト、砂糖、みり
ん、果糖ぶどう糖液糖、植物油、しょうが、ねぎ、にんにく、ト
マト・ピューレーづけ、食塩、チキンエキス、醸造酢、オイスタ
ーソース、小麦粉、脱脂粉乳、卵白末／増粘剤（加工デン
プン）、調味料（アミノ酸等）、着色料（パプリカ色素、カラメ
ル）、（一部に卵・乳成分・小麦・鶏肉を含む）【辛味ソース】
豆板醤、しょうが汁、植物油、香辛料、砂糖、たん白加水分
解物／増粘剤（加工デンプン）、調味料（アミノ酸）、着色料
（パプリカ色素）、乳化剤、酸味料、（一部に小麦・大豆を含
む） 

 

44 756 チーズハンバーグ弁

当 

米（国産）、チーズハンバーグ、野菜（白菜、にんじん、ブロッ
コリー）、デミグラスフレーク、砂糖、しらす干し、コーン油、し
ょうゆ、食塩、トマトケチャップ、和風だし、エキス（かつお、昆
布）、粉末がらスープ、みりん、かつお風味調味料、バター、
ワイン、しょうがペースト／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加
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工でん粉、キサンタン）、リン酸塩（Ｎａ）、着色料（カラメル、
カロチノイド）、香料、酸味料、（一部に小麦・乳成分・牛肉・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 

45 770 山陰鳥取かにめし かに炊込みご飯(国産米)､かにほぐし身煮､ゆでかに爪／調
味料(アミノ酸等)､ｐＨ調整剤､グリシン､保存料(ポリリジン)､香
料､甘味料(ソルビット)､加工澱粉､酸味料､唐辛子抽出物､酸
化防止剤(Ｖ.Ｃ)､(一部に小麦･かに･ゼラチン･大豆･魚介エ
キス(魚介類)を含む)【別添 福神漬け】大根､茄子､胡瓜､蓮
根､生姜､その他､漬け原材料〔糖類(砂糖･ぶどう糖果糖液
糖)､醤油､醸造酢､酒精､食塩〕／糊料(グァーガム)､酸味料､
香料､(一部に小麦･大豆を含む) 

 

45 771 味比べ鳥取牛 牛ちらし寿し(酢飯(国産米)､牛そぼろ､牛旨煮､人参煮､むき
枝豆)､牛巻寿し(酢飯(国産米)､牛時雨煮､玉子焼､海苔)､胡
瓜酢漬け／加工澱粉､リン酸塩(Na)､ｐＨ調整剤､グリシン､着
色料(カロチン､野菜色素)､調味料(アミノ酸等)､酸味料､唐辛
子抽出物､香料､甘味料(アセスルファム K)､(一部に卵･小
麦･牛肉･大豆･魚介エキス(魚介類)を含む) 

 

47 793 越後のもち入巾着 もち(もち米(新潟県産))、油揚げ(大豆(遺伝子組換えでな
い)、植物油)、コラーゲン／豆腐用凝固剤、(一部に牛肉・大
豆を含む) 

 

49 833 九条ねぎ入り甘くな

いだし巻 

鶏卵（国産）、ねぎ、かつお風味調味料、みりん、醸造酢、食
物繊維、植物油／加工澱粉、調味料（アミノ酸等）、カラメル
色素、酸味料、（一部に卵・小麦・大豆・さばを含む） 

 

52 892 一風堂博多とんこつ

赤丸新味(ストレート

タイプ) 

とんこつエキス（国内製造）、粉末パーム油、アミノ酸液、砂
糖、ラード、食塩、チキンエキス、しょうゆ、大豆油、鶏がらス
ープ、みそ、豆板醤、豚コラーゲンペプチド、ローストガーリ
ックパウダー、赤唐辛子、酵母エキス、こしょう／調味料（アミ
ノ酸等）、増粘剤（加工デンプン、キサンタン）、加工デンプ
ン、乳化剤、香料、パプリカ色素、（一部に小麦・大豆・鶏
肉・豚肉を含む） 

 

60 3270 発酵バターが薫るバ

ウムクーヘン 

液卵（鶏卵（国産））、砂糖、小麦粉、発酵バター（乳成分を
含む）、クリーム、ショートニング、食用加工油脂（大豆を含
む）、でん粉、食塩／乳化剤、膨張剤、香料、着色料（アナト
ー色素、ウコン色素） 

 

60 3275 生姜せんべい 砂糖（さとうきび（輸入）、甜菜（国産））、小麦粉、鶏卵、果
糖、生姜、デキストリン、ぶどう糖、マーガリン、（一部に小麦・
卵・大豆を含む） 

 

60 3295 ココナッツサブレ(あ

んバター) 

小麦粉、砂糖、ショートニング、ココナッツオイル、ココナッ
ツ、食塩、バター、つぶあん／膨張剤、乳化剤（大豆由来）、
香料 

 

63 3342 ほうれん草とじゃが

芋のキッシュ風オム

レツセット 

鶏卵加工品（国内製造）、じゃがいも、たまねぎ、ほうれんそ
う、にんじん、ベーコン、マヨネーズ、うまみ調味液／グリシ
ン、酢酸（Ｎａ）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ酸等）、増粘剤
（キサンタンガム）、リン酸塩（Ｎａ）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）、発
色剤（亜硝酸Ｎａ）、カロチノイド色素、香辛料抽出物、（一部
に卵・乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む） 
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63 3343 卵で仕上げる !牛バ

ラ肉とゴボウの柳川

風セット 

牛肉(カナダ産）、たまねぎ（北海道産）、ごぼう（国産）、いん
げん、（一部に牛肉を含む） 【添付たれ】醤油、砂糖、米発
酵調味料、たまねぎエキス、ねぎエキス、ビーフエキス、しい
たけエキス／増粘剤（加工デンプン）、パプリカ色素、調味
料（アミノ酸）、香料、（一部に小麦・牛肉・大豆・ゼラチンを
含む） 

 

66 3418 北海道産ししゃも ししゃも（北海道沖）、食塩 

 

66 3420 糖質コントロール う

どん (国産小麦粉

100%使用) 

めん〔小麦粉（国内製造）、小麦たん白、食塩、植物油脂／
加工デンプン、増粘剤（アルギン酸Ｎａ）〕 

 

66 3428 油そば専門店歌志

軒店主監修油そば

(汁なしラーメン) 

めん〔小麦粉（国内製造）、食塩／酒精、加工デンプン（打
粉）、かんすい、乳酸ナトリウム、クチナシ色素、（一部に小
麦を含む）〕 液体スープ〔コーン油、しょうゆ、ポークエキス、
チキンエキス、果糖ぶどう糖液糖、たん白加水分解物、食
塩、砂糖、ゼラチン、酵母エキス、香辛料／調味料（アミノ酸
等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚
肉・ゼラチンを含む）〕 酢・ラー油〔穀物酢、植物油脂、ラー
油／パプリカ色素、香辛料抽出物、（一部にごま・大豆を含
む）〕 

 

チ

ラ

シ 

3566 刺身用ぶりスライス ぶり（養殖）/くん液 

 

チ

ラ

シ 

3572 板わさをたのしむセ

ット 

魚肉（輸入、国産）、みりん、砂糖、卵白、食塩、でん粉、酒
粕、昆布だし、清酒、椎茸だし、魚介エキス、魚醤、（一部に
卵・えびを含む） 

 

チ

ラ

シ 

3589 なだ万たまねぎ醤油

ドレッシング 

食用植物油脂、醸造酢、たまねぎ、醤油、砂糖、オリーブ水
煮、食塩、香味油、たまねぎエキス、香辛料、乾燥赤ピーマ
ン／調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタン）、甘味料（スク
ラロース）、グルコン酸鉄、（一部に小麦・大豆を含む） 

 

 

 


